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（31）　鳥取県

（31）-1 鳥取県教育委員会文化課（亀井煕人 ・ 野田久男）編1974年3月『因幡国府遺跡発掘調査報告書2』 　鳥取県教育委員会

（31）-2 大栄町教育委員会（馬渕義則 ・ 原田雅彦）編1979年3月『大栄地域遺跡群分布調査報告書3』　大栄町教育委員会

（31）-3 鳥取県教育文化財団編1981年3月『長瀬高浜遺跡4』　鳥取県教育文化財団報告書6　財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-4
鳥取県教育文化財団編1981年12月『長瀬高浜遺跡発掘調査報告書3』　鳥取県教育文化財団報告書8　財団法人鳥取県教育文化
財団（全2冊、本文編、図録編）

（31）-5
鳥取県教育文化財団（淸水真一）編1982年3月『鳥取県羽合町　長瀬高浜遺跡発掘調査報告書4』　鳥取県教育文化財団報告書11　
財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-6
鳥取県教育文化財団（淸水真一）編1983年8月『鳥取県羽合町　長瀬高浜遺跡発掘調査報告書6 （本文編）』　鳥取県教育文化財
団報告書14　財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-7 鳥取市教育委員会（前田均ほか）編1985年2月『秋里遺跡4』　鳥取市文化財報告書19　鳥取市教育委員会 ・ 鳥取市遺跡調査団

（31）-8
平川誠ほか「鳥取県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　
資料集2』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（31）-9
気高町教育委員会（河根裕二 ・ 木下敬一）編1988年3月『逢坂地域遺跡群発掘調査報告書　三王尻遺跡 ・ 山宮茶山畑遺跡 ・ 山
宮13号墳』　気高町文化財報告書14　気高町教育委員会

（31）-10
福部村教育委員会（谷岡恭一）編1989年3月『栗谷遺跡発掘調査報告書2』　福部村埋蔵文化財調査報告書第6集　福部村教育委
員会

（31）-11
鳥取県教育文化財団（谷口恭子 ・ 山田真宏）編1990年3月『秋里遺跡（西皆竹）』　鳥取県教育文化財団報告書25　財団法人鳥取
県教育文化財団

（31）-12
河原町教育委員会編1990年3月『鳥取県河原町片山遺跡発掘調査報告書 』　河原町埋蔵文化財調査報告書第5集　 河原町教育
委員会

（31）-13 佐治村教育委員会（奥田哲実）編1990年3月『大井聖坂遺跡』　佐治村埋蔵文化財調査報告書3　佐治村教育委員会

（31）-14
佐治村教育委員会（奥田和之）編1990年3月『佐治村内遺跡発掘調査報告書』　佐治村埋蔵文化財調査報告書4　佐治村教育委員
会

（31）-15
鳥取市遺跡調査団編1992年3月『西大路土居遺跡発掘調査概要報告書』　鳥取市文化財報告書31　鳥取市教育委員会 ・ 鳥取市
遺跡調査団

（31）-16 鳥取市教育福祉振興会（谷口恭子 ・ 藤本隆之）編1993年3月『西大路土居遺跡』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-17
淀江町教育委員会（中山和之 ・ 岩田文章）編1993年10月『福岡谷ノ上遺跡発掘調査報告書』　淀江町埋蔵文化財調査報告書第32
集　淀江町教育委員会

（31）-18 内田律雄「鳥取県 ・ 島根県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（31）-19 鳥取市教育福祉振興会（井都晴子 ・ 藤本隆之 ・ 杉谷美恵子）編1996年3月『秋里遺跡』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-20
鳥取県教育文化財団（湯村功）編1996年3月『鳥取県米子市　米子城跡6遺跡』　鳥取県教育文化財団調査報告書44　財団法人鳥
取県教育文化財団

（31）-21
鳥取県教育文化財団（北浦弘人ほか）編1996年3月『鳥取県米子市　陰田遺跡群』　鳥取県教育文化財団調査報告書47　財団法人
鳥取県教育文化財団 ・ 建設省倉吉工事事務所（全3冊、本文編1、本文編2、写真図版編）

（31）-22 鳥取市教育福祉振興会（谷口恭子 ・ 前田均）編1997年3月『西大路土居遺跡2』　財団法人鳥取市教育福祉振興会
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（31）-23 鳥取市教育福祉振興会（山田真宏 ・ 杉谷美恵子）編1997年3月『岩吉遺跡4』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-24
郡家町教育委員会（中野知照）編1997年3月『山ノ上通山遺跡発掘調査報告書』　郡家町文化財調査報告書19　郡家町教育委員
会

（31）-25
米子市教育文化事業団（濱田達彦ほか）編1997年3月『陰田第6遺跡　隠田宮の谷遺跡3区 ・ 4区』　財団法人米子市教育文化事業
団文化財調査報告書23　財団法人米子市教育文化事業団

（31）-26
鳥取県教育文化財団（中森祥ほか） 1997年3月『鳥取県西伯郡岸本町　小町石橋ノ上遺跡　　鳥取県西伯郡会見町　 朝金第2遺
跡 ・ 田住桶川遺跡 ・ 田住第8遺跡』　鳥取県教育文化財団調査報告書52　財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-27
八峠興「鳥取県内出土の製塩土器について」 『鳥取県東伯郡泊村　石脇第3遺跡ー森末地区 ・ 操り地区ー　石脇8 ・ 9号墳　寺戸
第1遺跡　寺戸第2遺跡　石脇第1遺跡』　鳥取県教育文化財団報告書54　財団法人鳥取県教育文化財団 ・ 建設省倉吉工事事務
所　1998年3月

（31）-28 鳥取市教育福祉振興会（谷口恭子 ・ 山田真宏）編1998年3月『秋里遺跡』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-29 鳥取市教育福祉振興会（藤本隆之）編1998年3月『古市遺跡1』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-30
岩美町教育委員会（飯野学）編1998年3月『岩美町内遺跡発掘調査報告書3　銀山真教寺遺跡ほか』　岩美町文化財調査報告書第
18集　岩美町教育委員会

（31）-31
倉吉市教育委員会（松岡恵子 ・ 世浪由美子）編1998年3月『向野遺跡発掘調査報告書』　倉吉市文化財調査報告書第95集　倉吉
市教育委員会

（31）-32
米子市教育文化事業団（小原貴樹ほか）編1998年3月『萱原　奥陰田2』　財団法人米子市教育文化事業団文化財発掘調査報告書
24　財団法人米子市教育文化事業団 ・ 鳥取県道路課（全3冊、本文編、資料 ・ 図版編、図録編）

（31）-33
鳥取県教育文化財団（牧本哲雄 ・ 原田雅弘 ・ 八峠興）編1998年3月『鳥取県東伯郡泊村　石脇第3遺跡ー森末地区 ・ 操り地区ー　
石脇8 ・ 9号墳　寺戸第1遺跡　寺戸第2遺跡　石脇第1遺跡』　鳥取県教育文化財団報告書54　財団法人鳥取県教育文化財団 ・ 建
設省倉吉工事事務所

（31）-34
鳥取県教育文化財団（北浦弘人ほか）編1998年3月『鳥取県西伯郡西伯町　福成早里遺跡』　鳥取県教育文化財団調査報告書57　
財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-35 鳥取市教育福祉振興会（藤本隆之 ・ 山田真宏）編1999年3月『古市遺跡2』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-36
鳥取県教育文化財団（牧本哲雄ほか）編1999年3月『鳥取県東伯郡羽合町長瀬高浜遺跡　鳥取県東伯郡泊村園第6遺跡』　鳥取県
教育文化財団調査報告書61　財団法人鳥取県教育文化財団 ・ 建設省倉吉工事事務所

（31）-37 鳥取市教育福祉振興会（谷口恭子ほか）編2000年3月『円護寺坂ノ下遺跡』　財団法人鳥取市教育福祉振興会

（31）-38 八峠興「因幡 ・ 伯耆の製塩土器に関する一予察」 『古文化談叢』第44集　九州古文化研究会　2000年4月

（31）-39 中山町教育委員会（西尾秀道）編2001年3月『田中川上遺跡』　中山町文化財調査報告書第22集　中山町教育委員会

（31）-40
鳥取県教育文化財団（岡野雅則）編2001年3月『鳥取県西伯郡名和町　大塚岩田遺跡　大塚塚根遺跡』　鳥取県教育文化財団調査
報告書71　財団法人鳥取県教育文化財団 ・ 国土交通省倉吉河川国道事務所

（31）-41
米子市教育文化事業団（髙橋浩樹）編2002年3月『今在家下井ノ上遺跡』　財団法人米子市教育文化事業団文化財調査報告書40　
財団法人米子市教育文化事業団

（31）-42
鳥取県教育文化財団（八峠興）編2002年3月『鳥取県西伯郡名和町　茶畑六反田遺跡　押平弘法堂遺跡　鳥取県西伯郡大山町　
富岡播磨洞遺跡　安原溝尻遺跡』　鳥取県教育文化財団調査報告書77　財団法人鳥取県教育文化財団 ・ 国土交通省倉吉河川国
道事務所

（31）-43 飛田恵美子「山陰地方における製塩土器について」 『出雲古代史研究』第12号　出雲古代史研究会　2002年7月

（31）-44
鳥取県教育文化財団鳥取県埋蔵文化財センター編2003年3月『鳥取県米子市　吉谷遺跡群　吉谷中馬場山遺跡 ・ 吉谷屋奈ヶ﨏
遺跡』　鳥取県教育文化財団調査報告書84　財団法人鳥取県教育文化財団

（31）-45 鳥取市文化財団（藤本隆之）編2004年3月『本高円ノ前遺跡』　財団法人鳥取市文化財団
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（31）-46 鳥取市文化財団（藤本隆之）編2005年3月『内海中寺ノ谷遺跡』　財団法人鳥取市文化財団

（31）-47 鳥取市文化財団（谷口恭子 ・ 前田均）編2005年9月『大井聖坂遺跡　大井家ノ下モ遺跡』　財団法人鳥取市文化財団

（31）-48
米子市教育文化事業団（髙橋浩樹）編2006年3月『諏訪南山崎遺跡』　財団法人米子市教育文化事業団文化財調査報告書50　財
団法人米子市教育文化事業団

（31）-49 鳥取市教育委員会（前田均ほか）編2007年3月『鳥取市内遺跡発掘調査概要報告書　平成18 （2006）年度』　鳥取市教育委員会

（31）-50 鳥取市文化財団（谷口恭子）編2007年3月『郷原地才工下平遺跡』　財団法人鳥取市文化財団

（31）-51
鳥取県埋蔵文化財センター （牧本哲雄 ・ 北浩明ほか）編2007年3月『門前第2遺跡2 （菖蒲田地区）』　鳥取県埋蔵文化財センター
調査報告書18　鳥取県埋蔵文化財センター

（31）-52 鳥取市文化財団（山田真宏）編2008年3月『平成18 ・ 19年度　秋里遺跡』　財団法人鳥取市文化財団

（31）-53
倉吉市教育委員会（岡平拓也）編2008年3月『下古川上通り遺跡第2次発掘調査報告書』　倉吉市文化財調査報告書第132集　倉
吉市教育委員会

（31）-54
米子市教育文化事業団（佐伯純也）編2008年3月『鳥取県米子市　諏訪東チンゴ原遺跡　諏訪西土取場遺跡第1 ・ 2次調査　鳥取
県西伯郡伯耆町　坂長米子道端ノ中遺跡』　財団法人米子市教育文化事業団文化財調査報告書57　財団法人米子市教育文化事
業団

（31）-55
鳥取県埋蔵文化財センター （牧本哲雄）編2011年3月『鳥取県西伯郡大山町　倉谷西中田遺跡』　　鳥取県埋蔵文化財センター調
査報告書36　鳥取県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省倉吉河川国道事務所

（31）-56
米子市教育文化事業団（濱野浩美）編2011年3月『鳥取県米子市　博労町遺跡』　財団法人米子市教育文化事業団文化財調査報
告書64　財団法人米子市教育文化事業団（全2冊、第1分冊 ・ 本文編、第2分冊（理化学的分析、特論、遺物観察表、写真図版編））

（31）-57
米子市教育文化事業団（佐伯純也）編2012年3月『鳥取県米子市　陰田第3遺跡』　財団法人米子市教育文化事業団文化財調査報
告書65　財団法人米子市教育文化事業団

（31）-58
鳥取県埋蔵文化財センター （濵隆造 ・ 濵本利幸 ・ 八峠興 ・ 門脇隆志 ・ 中村茂央）編2012年3月『鳥取県西伯郡大山町　松河原
上奥田第2遺跡　下市前築地遺跡』　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書44　鳥取県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省倉吉河
川国道事務所

（31）-59 鳥取県教育文化財団（田中正利）編2012年7月『鳥取県鳥取市　高住平田遺跡1』　鳥取県教育委員会

（31）-60
八峠興「第3章　倉谷西中田遺跡の調査　3製塩土器について」 『鳥取県西伯郡大山町　倉谷西中田遺跡2　倉谷荒田田遺跡　豊
成叶林遺跡　豊成上神原遺跡2』　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書51　鳥取県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省倉吉河川
国道事務所　2013年3月

（31）-61
鳥取県埋蔵文化財センター （濵隆造 ・ 原田克美 ・ 門脇隆志 ・ 八峠興 ・ 高橋章司）編2013年3月『鳥取県西伯郡大山町　倉谷西
中田遺跡2　倉谷荒田田遺跡　豊成叶林遺跡　豊成上神原遺跡2』　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書51　鳥取県埋蔵文化財
センター ・ 国土交通省倉吉河川国道事務所

（31）-62
鳥取県埋蔵文化財センター （濵隆造 ・ 中村茂央 ・ 野津旭）編2014年1月『鳥取県西伯郡大山町　西坪中中畝遺跡』　鳥取県埋蔵
文化財センター調査報告書54　鳥取県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省倉吉河川国道事務所

（31）-63
鳥取県埋蔵文化財センター （牧本哲雄ほか）編2014年3月『鳥取県西伯郡大山町　殿河内ウルミ谷遺跡』　鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書57　鳥取県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省倉吉河川国道事務所

（31）-64
公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（高尾浩司）編2014年12月『鳥取県鳥取市　良田平田遺跡』　鳥取県教育委員会（全2
冊、第1分冊 ・ 本文編、第2分冊 ・ 写真図版編）

（31）-65
米子市文化財団（高橋浩樹 ・ 濱野浩美 ・ 小原貴樹 ・ 佐伯純也）編2015年3月『鳥取県西伯郡南部町　境矢石遺跡』　一般財団法
人米子市文化財団埋蔵文化財発掘調査報告書6　一般財団法人米子市文化財団（全2冊、第1分冊 ・ 本文編、第2分冊 ・ 理化学的
分析 ・ 総括 ・ 遺物観察表 ・ 写真図版編）

（31）-66
琴浦町教育委員会（門脇豊文）編2015年3月『下伊勢第1遺跡発掘調査報告書』　琴浦町埋蔵文化財調査報告書11　琴浦町教育委
員会

（31）-67 公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（水村直人）編2015年10月『常松菅田遺跡1』　鳥取県教育委員会

（31）-68 高尾浩司「鳥取 ・ 大桷遺跡」 『木簡研究』第37号　木簡学会　2015年12月
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（31）-69
公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（西山昌孝）編2015年12月『鳥取県鳥取市気高町　常松大谷遺跡1』　鳥取県教育委員
会

（31）-70
公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（水村直人）編 2016年10月『鳥取県鳥取市気高町　常松菅田遺跡2』　鳥取県教育委員
会

（31）-71 八峠興「因幡 ・ 伯耆の製塩土器についてー予察後の成果を基にー」 『古文化談叢』第78集　九州古文化研究会　2017年3月

（31）-72
公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（水村直人）編2017年3月『鳥取県鳥取市　大桷遺跡1』　鳥取県教育委員会 （全2冊、第
1分冊 ・ 本文編、第2分冊 ・ 写真図版編）

（31）-73 公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室（牧本哲雄）編2017年3月『鳥取県鳥取市　大桷遺跡2』　鳥取県教育委員会

（31）-74
「小鴨道祖神遺跡〜飛鳥 ・ 万葉のムラ〜」 『ロマンチック街道の遺跡を掘る！』第2号　公益財団法人鳥取県教育文化財団調査室
中部調査事務所　2018年2月

（31）-75
鳥取県埋蔵文化財センター （濵隆造 ・ 下江健太 ・ 福島雅儀 ・ 八峠興 ・ 原田克美 ・ 坂本嘉和 ・ 梅村大輔）編 2018年3月『鳥取県
鳥取市青谷町　青谷横木遺跡』　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書67　鳥取県埋蔵文化財センター （全4冊、遺構編、遺物編、
自然科学分析 ・ 総括編、写真図版編）
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（31）　鳥取県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

31001 西大路土居遺跡
鳥取県鳥取市西大路字土
居

製塩土器（脚台平底） 古墳時代中期末
（31）-15、（31）-16、
（31）-22、（31）-43

31002 円護寺坂ノ下遺跡
鳥取県鳥取市円護寺字坂
ノ下

製塩土器（脚台平底） 古墳時代中期末 （31）-37

31003 秋里遺跡 鳥取県鳥取市秋里
製塩土器（脚台平底、堅塩
椀形）

古墳時代中期末、古
代

（31）-7、（31）-11、（31）-18、
（31）-19、（31）-28、
（31）-43、（31）-52

31004 岩吉遺跡 鳥取県鳥取市岩吉
製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

古代 （31）-23、（31）-49、（31）-71

31005 古市遺跡 鳥取県鳥取市古市
製塩土器（堅塩椀形 ・ 逆円
錐形）

古代 （31）-29、（31）-35、（31）-71

31006 内海中寺ノ谷遺跡 鳥取県鳥取市打内海中 製塩土器（堅塩逆円錐形）
奈良時代後半〜平安
時代初頭

（31）-46、（31）-71

31007 本高円ノ前遺跡 鳥取県鳥取市本高 製塩土器（堅塩椀形） 平安時代 （31）-45

31008 郷原地才工下平遺跡 鳥取県鳥取市河原町郷原
製塩土器（堅塩椀形 ・ 逆円
錐形）

平安時代 （31）-50、（31）-71

31009 大桷遺跡
鳥取県鳥取市大桷字西白
木 ・ 下前田

製塩土器（堅塩椀形ナデ ・
布目）

8世紀末〜9世紀前半 （31）-68、（31）-72、（31）-73

31010 高住平田遺跡
鳥取県鳥取市高住字平田 ・
中瀬

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （31）-59

31011 良田平田遺跡 鳥取県鳥取市良田字平田
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目、逆円錐形、椀形）

古代 （31）-64、（31）-71

31012 青谷横木遺跡 鳥取県鳥取市青谷町青谷
製塩土器（堅塩円筒形布
目 ・ 逆円錐形 ・ 椀形）

8〜10世紀 （31）-75

31013 因幡国府跡
鳥取県鳥取市国府町中郷
字四反長

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 逆円錐形 ・ 椀形）

古代
（31）-1、（31）-18、（31）-55、
（31）-71

31014 栗谷遺跡 鳥取県鳥取市福部町栗谷 製塩土器（脚台平底） 古墳時代中期 （31）-10

31015 片山遺跡 鳥取県鳥取市河原町片山 製塩土器（堅塩椀形） 古代 （31）-12

31016 貝尻古墳周辺 鳥取県鳥取市佐治町古市 製塩土器（脚台平底） 不明 （31）-14

31017 大井聖坂遺跡 鳥取県鳥取市佐治町大井
製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

8〜10世紀 （31）-13、（31）-47、（31）-71

31018 三王尻遺跡 鳥取県鳥取市気高町睦逢
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 逆円錐形）

8世紀 （31）-9、（31）-71

31019 常松菅田遺跡
鳥取県鳥取市気高町常松
字竪條

製塩土器（堅塩） 8世紀 （31）-67、（31）-70

31020 常松大谷遺跡
鳥取県鳥取市気高町常松
字大谷

製塩土器（堅塩椀形） 8世紀 （31）-69

31021 吉谷中馬場山遺跡
鳥取県米子市吉谷字中馬
場山

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半 （31）-44

31022 陰田6遺跡
鳥取県米子市陰田町字久
幸山

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （31）-21

31023 陰田荒神谷遺跡
鳥取県米子市陰田町字小
犬田堤ノ下荒神谷山

製塩土器（堅塩円筒形布
目）

7世紀末〜8世紀 （31）-21

31024 陰田小犬田遺跡
鳥取県米子市陰田町字小
犬田堤ノ下

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目、甕形）

7世紀末〜8世紀 （31）-21

31025 陰田広畑遺跡 鳥取県米子市陰田町
製塩土器（堅塩円筒形ナデ
ﾞ ・ 布目）

8世紀 （31）-32
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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

31026 陰田宮の谷遺跡
鳥取県米子市陰田町字宮
の谷

製塩土器（堅塩椀形） 8世紀 （31）-25、（31）-32

31027 陰田第3遺跡 鳥取県米子市陰田町 製塩土器（棒状脚） 古代 （31）-57

31028 米子城跡6遺跡 鳥取県米子市西町
製塩土器（堅塩円筒形 ・ 逆
円錐形）

8世紀中〜9世紀 （31）-20

31029 今在家下井ノ上遺跡 鳥取県米子市今在家
製塩土器（堅塩円筒形ナデ
布目 ・ 椀形）

古代 （31）-41

31030 諏訪西土取場遺跡 鳥取県米子市諏訪
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀前 ・ 中 （31）-54

31031 諏訪南山崎遺跡 鳥取県米子市諏訪
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

8世紀前 ・ 中 （31）-48

31032 博労町遺跡 鳥取県米子市博労町4丁目
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目、逆円錐形）

8世紀〜9世紀前半 （31）-56、（31）-71

31033 福岡谷ノ上遺跡
鳥取県米子市淀江町福岡
字谷ノ上

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （31）-17

31034 伯耆国分寺跡 鳥取県倉吉市国府
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （31）-18

31035 伯耆国府跡 鳥取県倉吉市国府 製塩土器（堅塩逆円錐形） 平安時代 （31）-71

31036 下古川上通り遺跡
鳥取県倉吉市下古川字宝
大寺

製塩土器（堅塩逆円錐形） 8世紀末〜9世紀前半 （31）-53、（31）-60、（31）-71

31037 向野遺跡 鳥取県倉吉市大谷 製塩土器（堅塩逆円錐形） 8世紀末〜9世紀前半 （31）-31、（31）-71

31038 小鴨道祖神遺跡
鳥取県倉吉市小鴨字道祖
神

製塩土器（堅塩逆円錐形） 奈良時代 （31）-74

31039 銀山真教寺遺跡
鳥取県岩美郡岩美町銀山
字真教寺

製塩土器（堅塩椀形） 9世紀前半 （31）-30

31040 山ノ上通山遺跡
鳥取県八頭郡八頭町山ノ
上字通山

製塩土器（堅塩椀形）
奈良時代後半〜平安
時代初頭

（31）-24

31041 寺戸第1遺跡
鳥取県東伯郡湯梨浜町石
脇字寺戸

製塩土器（堅塩逆円錐形） 8世紀中 ・ 後半 （31）-33、（31）-60、（31）-71

31042 長瀬高浜遺跡
鳥取県東伯郡湯梨浜町長
瀬高浜

製塩土器（脚台4タタキ、脚
台平底、堅塩円筒形 ・ 逆円
錐形）

古墳時代前 ・ 中期、
古代

（31）-3、（31）-4、（31）-5、
（31）-6、（31）-8、（31）-36

31043 下伊勢第1遺跡
鳥取県東伯郡琴浦町上伊
勢 ・ 下伊勢

製塩土器（堅塩皿形）
9世紀後半〜10世紀
初頭

（31）-66、（31）-71

31044 向野遺跡 鳥取県東伯郡北栄町亀谷 製塩土器（堅塩皿形） 8世紀中 ・ 後半 （31）-71

31045 大谷第1遺跡 鳥取県東伯郡北栄町大谷 製塩土器（脚台平底） 古墳時代中期 （31）-2、（31）-8、（31）-43

31046 門前第2遺跡
鳥取県西伯郡大山町倉谷
字西中田

製塩土器（堅塩） 古代 （31）-51

31047 倉谷西中田遺跡
鳥取県西伯郡大山町門前
字菖蒲田

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

7世紀中〜8世紀前半
（31）-55、（31）-60、
（31）-61、（31）-71

31048 松河原上奥田第2遺跡
鳥取県西伯郡大山町松河
原

製塩土器（堅塩逆円錐形） 7世紀末〜8世紀 （31）-58、（31）-60、（31）-71

31049 殿河内ウルミ谷遺跡
鳥取県西伯郡大山町殿河
内字ウルミ谷

製塩土器（堅塩逆円錐形） 平安時代 （31）-63、（31）-71

31050 西坪中中畝遺跡
鳥取県西伯郡大山町西坪
字中中畝

製塩土器（堅塩逆円錐形） 8世紀 （31）-62、（31）-71

31051 田中川上遺跡
鳥取県西伯郡大山町田中
字川上

製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

7世紀末〜8世紀中 （31）-39、（31）-71

31052 茶畑六反田遺跡
鳥取県西伯郡大山町茶畑
字塚田

製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

平安時代 （31）-42、（31）-71
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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

31053 大塚塚根遺跡
鳥取県西伯郡大山町大塚
字塚根

製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

古代 （31）-40、（31）-71

31054 福成早里遺跡
鳥取県西伯郡南部町福成
字早里

製塩土器（堅塩逆円錐形 ・
椀形）

8世紀 （31）-34

31055 境矢石遺跡 鳥取県西伯郡南部町境
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀前半 （31）-65

31056 小町石橋ノ上遺跡
鳥取県西伯郡伯耆町小町
字石橋ノ上

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半 （31）-26
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（32）　島根県

（32）-1 出雲国庁発掘調査団 （山本清）編1971年3月『出雲国庁跡発掘調査概報』　松江市教育委員会 ・ 出雲国庁発掘調査団

（32）-2 島根県教育委員会（山本清）編1976年3月『出雲国分尼寺第3次発掘調査概報』　島根県教育委員会

（32）-3 島根県教育委員会（松本岩雄）編1978年3月『団原遺跡発掘調査概報1－山代郷正倉跡－』　島根県教育委員会

（32）-4 島根県教育委員会（松本岩雄）編1980年3月『団原遺跡発掘調査概報2－山代郷正倉推定地－』　島根県教育委員会

（32）-5 島根県教育委員会（松本岩雄ほか）編1981年3月『史跡出雲国山代郷正倉跡』　島根県教育委員会

（32）-6 安来市埋蔵文化財調査委員会（氷見英）編1982年『高広遺跡（和田南地区）』　安来市埋蔵文化財調査委員会

（32）-7 山本清編1984年『伊屋谷遺跡発掘調査概要報告書』　森山郷土を考える会

（32）-8 大社町教育委員会（片寄義春 ・ 黒谷達典）編1984年3月『鹿蔵山遺跡』　大社町教育委員会

（32）-9 内田律雄「山陰における製塩土器の新例」 『青山考古通信』第4号　靑山考古学会　1984年12月

（32）-10 山本清編1985年『郷の坪遺跡発掘調査概要報告書』　森山郷土を考える会

（32）-11 内田律雄「出雲の製塩遺跡」 『ふいーるどの－と』 7 （解虫号）　（松江市）本庄考古学研究所　1985年7月

（32）-12 内田律雄「発掘調査の結果」 『広報みほのせき』 269号　美保関町役場　1985年9月号

（32）-13 Ｍ ・ Ｔ「出雲の製塩土器をみて」 『石川考古』第162号　石川考古学研究会　1985年9月

（32）-14
平野芳英ほか「島根県」」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代ま
でー　資料集2』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（32）-15
島根県教育委員会（三宅博士 ・ 広江耕史）編1986年3月『北松江幹線新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』　島根県教育
委員会 ・ 中国電力株式会社島根支店（全2冊、本文編、図版編）

（32）-16 島根県教育委員会（片岡詩子）編1986年3月『石台遺跡－馬橋川河川改修に伴う発掘調査報告1－』　島根県教育委員会

（32）-17 松本岩雄「古墳時代の生産」 （美保関町誌編さん委員会編1986年11月『美保関町誌』上巻　美保関町）

（32）-18 内田律雄「出雲地方における奈良 ・ 平安時代の塩の流通」 『島根史学会々報』第11 ・ 12合併号　島根史学会　1987年3月

（32）-19 内田律雄「島根県八束郡島根町 ・ 小屋谷遺跡　出土資料について」 『風土記研究』第4号　風土記研究会　1987年7月

（32）-20 島根県教育委員会（宮沢明久 ・ 西尾克己 ・ 角田徳幸）編1988年3月『史跡出雲国府跡発掘調査報告書』　島根県教育委員会

（32）-21 内田律雄「製塩土器について」 （松江市教育委員会（吾郷雄二 ・ 錦織慶樹ほか）編1989年3月『芝原遺跡』　松江市教育委員会）

（32）-22 松江市教育委員会（吾郷雄二 ・ 錦織慶樹ほか）編1989年3月『芝原遺跡』　松江市教育委員会
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（32）-23 三刀屋町教育委員会（杉原清一）編1989年3月『詳細分布調査報告　三刀屋町の遺跡2　飯石 ・ 中野地区』　三刀屋町教育委員会

（32）-24 内田律雄「古代岩見国の塩」 『季刊文化財』第66号　島根県文化財愛護協会　1989年12月

（32）-25
島根県教育委員会（三宅博士 ・ 柳浦俊一）編1990年3月『朝酌川改修工事に伴うタテチョウ遺跡発掘調査報告書3』　島根県教育委
員会 ・ 島根県土木部河川課（全2冊、本文編、図版編）

（32）-26
出雲市教育委員会（川上稔 ・ 松山智弘） 1991年3月『出雲健康公園整備プロジュクト事業に伴う　矢野遺跡第2地点発掘調査報告
書』　出雲市教育委員会 ・ 出雲市特別事業部

（32）-27 島根県教育委員会編1991年『岩見空港建設予定地内遺跡調査概報3』　島根県教育委員会

（32）-28 内田律雄「古代漁村とその祭祀」 『出雲古代史研究』創刊号　出雲古代史研究会　1991年5月

（32）-29
島根県教育委員会（宮沢明久・広江耕史ほか） 1992年3月『一般国道9号松江道路建設予定地埋蔵文化財発掘調査報告書10 （中
竹矢遺跡）』　　島根県教育委員会 ・ 建設省松江国道工事事務所

（32）-30
内田律雄「製塩土器」 （川本町教育委員会（森口正和）編1992年3月『キタバタケ遺跡発掘調査報告書』　島根県川本町教育委員
会）

（32）-31 川本町教育委員会（森口正和）編1992年3月『キタバタケ遺跡発掘調査報告書』　島根県川本町教育委員会

（32）-32
島根県教育委員会（角田徳幸 ・ 松本岩雄 ・ 足立克己）編1992年3月 『中国横断自動車道広島浜田線建設予定地内埋蔵文化財発
掘調査報告書4　今佐屋山遺跡　小才遺跡　重富遺跡　やつおもて古墳群　柳ケ谷遺跡』 　島根県教育委員会（全3冊、本文編第1
分冊、本文編第2分冊、図版編）

（32）-33
島根県教育委員会（西尾克巳 ・ 熱田貴保）編1992年3月『岩見空港建設予定地内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書』　島根県教育
委員会

（32）-34 内田律雄「鳥取県 ・ 島根県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（32）-35 島根県教育委員会（柳浦俊一）編1994年3月『森遺跡 ・ 板屋1遺跡 ・ 森脇山城跡 ・ 阿丹谷辻堂跡』　　島根県教育委員会

（32）-36 内田律雄「古代出雲の塩と鉄」 （瀧音能之編1995年2月『出雲世界と古代の山陰』　古代王権と交流7　名著出版）

（32）-37 瀨古諒子「黒田畦遺跡」 『島根県教育庁文化課埋蔵文化財調査センター年報3　平成6年度』　島根県教育委員会　1995年3月

（32）-38
松江市教育文化振興事業団（瀨古諒子）編1995年3月『黒田畦遺跡発掘調査報告書』　松江市文化財調査報告書第65集　松江市
教育委員会 ・ 財団法人松江市教育文化振興事業団

（32）-39
大和村教育委員会（振井久之）編1995年3月『江の川宅地等水防災対策事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　郷上遺跡』　島根
県大和村教育委員会

（32）-40
津和野町教育委員会（宮田健一）編1995年3月『高田地区埋蔵文化財分布調査概要報告書3』　津和野町埋蔵文化財報告書　津和
野町教育委員会

（32）-41 出雲市教育委員会（川上稔 ・ 湯村功）編1996年3月『上長浜貝塚』　　出雲市教育委員会

（32）-42 出雲市教育委員会（三原一将）編1996年3月『小山遺跡』　出雲市埋蔵文化財調査報告書第6集　出雲市教育委員会

（32）-43 島根県埋蔵文化財調査センター （内田律雄）編1996年3月『門遺跡』　　島根県教育委員会

（32）-44 平石充「古志本郷遺跡」 『埋蔵文化財調査センター年報5　平成8年度』　島根県教育委員会　1997年3月

（32）-45 斐川町教育委員会（宍道年弘）編1997年3月『後谷遺跡第5次遺跡発掘調査概報』　斐川町文化財調査報告17　斐川町教育委員会

（32）-46
出雲市教育委員会（川上稔 ・ 岸道三）編1998年3月『里方八石原遺跡　角田遺跡』　出雲市埋蔵文化財調査報告書第8集　出雲市
教育委員会
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（32）-47
出雲市教育委員会（岸道三）編1998年3月『藤ヶ森遺跡（1地点 ・ 2地点）発掘調査報告書』　出雲市教育委員会 ・ 島根県出雲土木
建築事務所

（32）-48
木次町教育委員会（坂本論司 ・ 蓮岡法障 ・ 杉原清一 ・ 藤原友子）編1998年3月『家の上遺跡　石壺遺跡調査報告書』　木次町教
育委員会 ・ 建設省斐伊川神戸川総合開発工事事務所

（32）-49
島根県教育委員会（角田德幸）編1998年3月『板屋3遺跡』　　島根県教育委員会 ・ 建設省中国地方建設局（全2冊、本編、写真図版
編）

（32）-50
石見町教育委員会（田中義昭 ・ 寺脇隆彦 ・ 大橋覚 ・ 原卓矢）編1998年3月『清源那遺跡』　石見町文化財調査報告書第16集　石
見町教育委員会

（32）-51
羽須美村教育委員会（角矢永嗣）編1998年3月『坪ノ内遺跡　輸ノ 内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書』　羽須美村埋蔵文化財調
査報告書第2集　羽須美村教育委員会

（32）-52 出雲市教育委員会（米田美江子）編1999年2月『藤ヶ森南遺跡』　出雲市教育委員会 ・ 中国郵政局

（32）-53 玉湯町教育委員会（片岡詩子）編1999年3月『蛇喰遺跡調査報告書』　玉湯町教育委員会

（32）-54
島根県埋蔵文化財調査センター （平石充 ・ 三代貴史）編1999年3月『古志本郷遺跡1』　島根県教育委員会 ・ 建設省出雲工事事
務所

（32）-55 出雲市教育委員会（藤永照隆）編1999年3月『小山遺跡発掘調査報告書』　出雲市教育委員会

（32）-56 出雲市教育委員会（藤永照隆）編1999年3月『高浜2遺跡』　出雲市教育委員会

（32）-57 出雲市教育委員会（米田美江子）編2000年3月『三田谷1遺跡』　出雲市教育委員会

（32）-58
島根県埋蔵文化財調査センター （熱田貴保）編2000年3月『三田谷1遺跡2』　島根県教育委員会 ・ 建設省中国地方建設局出雲工
事事務所

（32）-59
島根県埋蔵文化財調査センター （鳥谷芳雄）編2000年3月『三田谷1遺跡3』　島根県教育委員会 ・ 建設省中国地方建設局（全2冊、
本文 ・ 写真図版編、遺物図版編）

（32）-60 出雲市教育委員会（三原一将）編2000年3月『田畑遺跡』　出雲市教育委員会

（32）-61 八雲村教育委員会（川上昭一）編2001年3月『前田遺跡（第2調査区）』　八雲村文化財調査報告19　八雲村教育委員会

（32）-62
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （是田敦 ・ 橘弘章）編2001年3月『堂床遺跡』　島根県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支
社

（32）-63
島根県教育委員会（内田律雄）編2001年3月『蟹谷遺跡　上沢3遺跡　古志本鄕遺跡3』　島根県教育委員会 ・ 中国地方整備局出雲
工事事務所

（32）-64
出雲市教育委員会（岸道三 ・ 遠藤正樹 ・ 坂本豊治）編2001年3月『斐伊川放水路建設予定地内発掘調査報告書　大井谷1遺跡　
大井谷2遺跡』　出雲市教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局出雲工事事務所

（32）-65
出雲市教育委員会（米田美江子 ・ 三原一将）編2001年3月『下古志遺跡』　出雲市教育委員会 ・ 島根県出雲土木建築事務所（全3
冊、本編、写真図版編、観察表編）

（32）-66
出雲市教育委員会（藤永照隆）編2001年3月『出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書第11集　中野美保遺跡　藤ヶ森遺跡　荻抒2遺
跡』　出雲市教育委員会

（32）-67 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （中川寧）編2001年12月『馬場遺跡』　島根県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支社

（32）-68
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （神住靖彦 ・ 野津弘）編2002年2月『堤平遺跡』　島根県教育委員会 ・ 日本道路公団中国
支社

（32）-69
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （熱田貴保ほか） 2002年3月『田中谷遺跡　塚山古墳　下がり松遺跡　角谷遺跡』　島根県
教育委員会（全2冊、本文編、写真図版編）

（32）-70 出雲市教育委員会（園山薫）編2002年3月『小山遺跡第3地点発掘調査報告書（第3次発掘調査）』　出雲市教育委員会
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（32）-71 出雲市教育委員会（園山薫）編2002年3月『小山遺跡第3地点発掘調査報告書（第4次発掘調査）』　出雲市教育委員会

（32）-72
大社町史編集委員会（松本岩雄 ・ 松尾充晶 ・ 石原聡 ・ 影山真二ほか）編2002年3月『大社町史　史料編　民俗 ・ 考古資料』　大社
町

（32）-73 飛田恵美子「山陰地方における製塩土器について」 『出雲古代史研究』第12号　出雲古代史研究会　2002年7月

（32）-74
松江市教育文化振興事業団（江川幸子）編2002年9月『市道真名井神社線整備事業に伴う大坪遺跡発掘調査報告書』　松江市文
化財調査報告書第91集　松江市教育委員会 ・ 財団法人松江市教育文化振興事業団

（32）-75 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （角田德幸）編2003年3月『史跡出雲国府跡1』　島根県教育委員会

（32）-76
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （松尾充晶）編2003年3月『「古志本郷遺跡5　出雲国神門郡家関連遺跡の調査』　島根県
教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局出雲工事事務所

（32）-77
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （守岡利栄）編2003年3月『「古志本郷遺跡6 ー K区の調査ー』　　島根県教育委員会 ・ 国
土交通省中国地方整備局出雲工事事務所（全3冊、本文編（第1分冊）、本文編（第2分冊）、写真図版編）

（32）-78
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （増田浩太）編2003年3月『家の後1遺跡　垣ノ内遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省
中国地方整備局

（32）-79
木次町教育委員会（坂本諭司）編2003年3月『家ノ前鈩跡　谷口遺跡　宮サコ遺跡』　木次町教育委員会、国土交通省斐伊川 ・ 神戸
川総合開発工事事務所

（32）-80 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （守岡正司）編2004年3月『史跡出雲国府跡2』　島根県教育委員会

（32）-81 出雲市教育委員会（岸道三）編2004年3月『角田遺跡第3次発掘調査報告書』　出雲市教育委員会

（32）-82
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （内田律雄）編2004年3月『大津町北遺跡　中野淸水遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交
通省中国地方整備局

（32）-83
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （仁木聡）編2004年3月『中野美保遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備
局

（32）-84
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （伊藤智 ・ 東森晋 ・ 岩橋康子ほか）編2004年3月『青木遺跡（中近世編）』　島根県教育委
員会

（32）-85
大社町教育委員会（景山真二 ・ 石原聡 ・ 松尾充晶 ・ 露梨靖子 ・ 加村健悟ほか）編2004年3月『出雲大社境内遺跡』　大社町教育
委員会

（32）-86
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （西尾克己）編2004年3月『家ノ脇2遺跡　原田遺跡1区　前田遺跡4区』　島根県教育委員
会 ・ 国土交通省中国地方整備局

（32）-87
石見町教育委員会（田中義昭 ・ 大橋覚 ・ 原卓矢）編2004年3月『天蔵寺 ・ 寺の前遺跡』　石見町文化財調査報告書第18集　石見
町教育委員会

（32）-88 出雲市教育委員会（遠藤正樹 ・ 藤永照隆）編2004年10月『寿昌寺遺跡 ・ 築山遺跡』　出雲市教育委員会

（32）-89 『ドキ土器まいぶん』 27号　島根県埋蔵文化財調査センター　2004年10月

（32）-90 斐川町教育委員会（宍道年弘）編2004年12月『佐利保谷遺跡発掘調査報告書』　斐川町文化財調査報告29　斐川町教育委員会

（32）-91 大社町教育委員会（石原聡 ・ 露梨靖子ほか） 2005年1月『鹿蔵山遺跡』　大社町教育委員会

（32）-92 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （林健亮）編2005年3月『史跡出雲国府跡3』　島根県教育委員会

（32）-93
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （久保田一郎）編2005年3月『中野清水遺跡（2）』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省中国
地方整備局（全2冊、本文編、写真図版編）

（32）-94 出雲市教育委員会（岸道三）編2005年3月『小山遺跡第3地点発掘調査報告書（第5次発掘調査）』　出雲市教育委員会
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（32）-95
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （川原和人）編2005年3月『畑ノ前遺跡 ・ 菅原1遺跡ほか』　島根県教育委員会 ・ 日本道路
公団中国支社

（32）-96
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （東山信治 ・ 中川寧）編2005年3月『北原本郷遺跡1　－1〜 3 ・ 6区の調査―』　島根県教
育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局

（32）-97
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （中川寧）編2005年3月『島根県雲南市　宮ノ脇遺跡・家の後2遺跡1』　島根県教育委員会・
国土交通省中国地方整備局

（32）-98 野津旭「水辺の祭祀跡（奥出雲 ・ 円満寺遺跡）」 『八雲立つ風土記の丘』 183　島根県立八雲立つ風土記の丘　2005年

（32）-99
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （西尾克己 ・ 神柱靖彦）編2005年3月『前田遺跡（2）　下布施氏館跡　原田遺跡1区（分析
編）』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局

（32）-100
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （内田律雄）編2005年3月『古代の塩「藻塩」づくりに挑戦！』古代体験マニュアル№6　島根
県教育庁埋蔵文化財調査センター

（32）-101 出雲市教育委員会（遠藤正樹）編2005年12月『古志遺跡』　出雲市教育委員会

（32）-102
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （野間大丞 ・ 林健亮）編2006年3月『史跡出雲国府跡4　日岸田地区の発掘調査1』　島根
県教育委員会

（32）-103
松江市教育文化振興事業団（瀨古諒子）編2006年3月『久傳遺跡』　松江市文化財調査報告書第100集　松江市教育委員会 ・ 財団
法人松江市教育文化振興事業団

（32）-104
松江市教育委員会（飯塚康行）編2006年3月『片江地区地すべり対策工事に伴う平畑遺跡発掘調査報告書』　松江市文化財調査
報告書第105集　松江市教育委員会

（32）-105
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （柳浦俊一 ・ 勝部智明）編2006年3月『県道浜乃木湯町線（湯町工区）建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書』 （第1分冊）　島根県教育委員会

（32）-106
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （柳浦俊一 ・ 勝部智明）編2006年3月『県道浜乃木湯町線（湯町工区）建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書』 （第2分冊）　島根県教育委員会

（32）-107
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （角田徳幸）編2006年3月『中野清水遺跡（3）　白枝本郷遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土
交通省中国地方整備局（全2冊、本編、写真図版編）

（32）-108
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （今岡一三 ・ 平石充 ・ 松尾充晶） 2006年3月『青木遺跡2 （弥生〜平安時代編）』第3分冊
（奈良 ・ 平安時代）　　島根県教育委員会

（32）-109 出雲市教育委員会（遠藤正樹）編2006年3月『壱丁田遺跡第3次発掘調査報告書』　出雲市教育委員会

（32）-110
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （勝部智明・花田修司）編2006年3月『原田遺跡（2） ー 2区の調査ー』　島根県教育委員会・
国土交通省中国地方整備局

（32）-111 奥出雲町教育委員会（野津旭 ・ 杉原清一 ・ 藤原友子）編2006年3月『円満寺遺跡2 （古代編）』　奥出雲町教育委員会

（32）-112
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （田原敦志 ・ 谷徹）編2006年3月『浜寄 ・ 地方遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省中
国地方整備局

（32）-113 出雲市教育委員会（岸道三ほか）編2006年9月『門前遺跡発掘調査報告書』　出雲市教育委員会

（32）-114 松江市教育委員会（川上昭一）編2006年12月『禅定寺遺跡』　松江市文化財調査報告書第109集　松江市教育委員会

（32）-115
出雲市教育委員会（米田美江子 ・ 三原一将 ・ 高橋誠二）編2007年3月『築山遺跡2』　出雲市教育委員会 ・ 島根県出雲県土整備
事務所

（32）-116
出雲市教育委員会（花谷浩 ・ 遠藤正樹）編2007年3月『上島古墳出土遺物 ・ 日御碕神社境内遺跡 ・ 鷺隊道』　出雲市埋蔵文化財
調査報告書第17集　出雲市教育委員会

（32）-117
島根県教育委員会（大場俊次 ・ 田原敦志ほか）編2007年3月『浜寄 ・ 地方遺跡ー 1H ・ 1I ・ 2B ・ 2D ・ 2E各区の調査ー』　島根県
教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局

（32）-118
内田律雄「島根県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』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）
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（32）-119 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （野間大丞 ・ 守岡正司 ・ 中野萌）編2008年3月『史跡出雲国府跡5』　島根県教育委員会

（32）-120 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （池淵俊一）編2008年3月『九景川遺跡』　島根県教育委員会

（32）-121 島根県教育委員会（中川寧 ・ 渡辺正巳 ・ 高橋敦）編2008年3月『里方本郷遺跡 ・ 山持遺跡4 （5区 ・ 7区）』　島根県教育委員会

（32）-122
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （中川寧・渡辺正巳・高橋敦）編2008年3月『島根県出雲市　里方本郷遺跡・山持遺跡4 （5
区 ・ 7区）』　島根県教育委員会

（32）-123
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （伊藤徳広）編2008年3月『原田遺跡（4）第2分冊－縄文時代以降の調査－』　島根県教育
委員会 ・ 国土交通省中国地方整備局

（32）-124
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （角田徳幸）編2008年3月『中祖遺跡　ナメラ迫遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省中
国地方整備局

（32）-125
江津市教育委員会（梅木茂雄）編2008年3月『カミヤ遺跡跡 ・ 羽代市口遺跡　中山間総合整備事業に伴う発掘調査報告書』　江津
市教育委員会 ・ 島根県浜田県土整備事務所

（32）-126
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （野間大丞 ・ 神住靖彦 ・ 中野萌 ・ 人見麻生）編2009年3月『史跡出雲国府跡6』　島根県
教育委員会

（32）-127
出雲市教育委員会（原俊二 ・ 高橋誠二）編2009年3月『築山遺跡4』　出雲市の文化財報告6　出雲市教育委員会 ・ 島根県出雲県
土整備事務所

（32）-128 島根県埋蔵文化財調査センター （原田敏照）編2009年3月『山持遺跡Vol.5 （6 区）』　島根県教育委員会

（32）-129
島根県埋蔵文化財調査センター （米田克彦）編2009年3月『六重城南遺跡 ・ 瀧坂遺跡 ・ 鉄穴内遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土
交通省松江国道事務所（全2冊、本文編、分析 ・ 図版編）

（32）-130
奥出雲町教育委員会（野津旭 ・ 福田市子 ・ 舟木千晴）編2009年3月『御崎遺跡』　奥出雲町教育委員会 ・ 国土交通省中国地方整
備局

（32）-131
増田浩太「山陰地域における土器製塩とその系譜」 『石川県埋蔵文化財情報』第23号　財団法人石川県埋蔵文化財センター　
2010年3月

（32）-132
増田浩太「山陰地域における土器製塩流通の様相ー GIS解析の一試案ー」 『出雲国の形成と国府成立の研究ー古代山陰地域の
土器様相と領域性ー』　島根県古代文化センター　2010年3月

（32）-133
出雲市教育委員会（坂本豊治）編2010年3月『矢野遺跡　遺構編（第1分冊）』　出雲市の文化財報告10　出雲市教育委員会 ・ 島根
県出雲県土整備事務所

（32）-134
出雲市教育委員会（坂本豊治）編2010年3月『矢野遺跡　自然河道 ・ 包含層編（第2分冊）』　出雲市の文化財報告10　出雲市教育
委員会 ・ 島根県出雲県土整備事務所

（32）-135
津和野町教育委員会（宮田健一）編2010年3月『大蔭遺跡　第1 ・ 2 ・ 4 ・ 6 ・ 7 ・ 8次発掘調査報告書』　津和野町埋蔵文化財報告
書第14集　津和野町教育委員会

（32）-136
増田浩太「山陰地域における土器製塩と塩の流通ー GIS解析を中心としてー」 『古代出雲の多面的交流の研究』　島根県古代文
化センター　2011年3月

（32）-137
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （宮本正保）編2011年3月『史跡出雲国府跡7　附編山代郷南新造院跡』　島根県教育委員
会

（32）-138 島根県埋蔵文化財調査センター （大庭俊二 ・ 中川寧）編2012年3月『下古志遺跡（第3次調査）』　島根県教育委員会

（32）-139 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （東山信治）編2012年3月『山持遺跡 Vol.8 （6， 7区）』　島根県教育委員会

（32）-140 江津市教育委員会（梅木茂雄）編2012年3月『波来浜遺跡─ 保存 ・ 活用のための確認調査報告書 ─』　江津市教育委員会

（32）-141
出雲市教育委員会（遠藤正樹 ・ 曽田辰雄）編2012年３月『平成23 年度出雲市文化財調査報告書　山持遺跡 ・ 小山遺跡』　出雲市
の文化財報告20　出雲市教育委員会

（32）-142 松江市教育委員会（廣濱貴子）編2012年11月『山代沖田遺跡』　松江市文化財調査報告書第151集　松江市教育委員会
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（32）-143 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （稲田陽介）編2013年3月『史跡出雲国府跡8』　島根県教育委員会

（32）-144
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （原田敏照） 編2013年3月『西川津遺跡 ・ 古屋敷2遺跡』　島根県教育委員会（全2冊、本文
編、写真図版編）

（32）-145 出雲市教育委員会（石原聡）編2013年3月『板津焼山遺跡』　出雲市の文化財報告24　出雲市教育委員会

（32）-146
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （宮本成保）編2013年3月『粟目1遺跡　粟目2遺跡』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省松
江国道事務所

（32）-147
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （内田律雄 ・ 渡辺聡）編2013年3月『門遺跡　高原遺跡I区　中尾Ｈ遺跡』　島根県教育委員
会 ・ 国土交通省松江国道事務所 ・

（32）-148 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （稲田陽介 ・ 原田敏照）編2013年10月『史跡出雲国府跡9　総括編』　島根県教育委員会

（32）-149 出雲弥生の森博物館編2014年6月『出雲弥生の森博物館　ギャラリー展　上長浜貝塚』　出雲弥生の森博物館

（32）-150
西尾克己 ・ 廣江耕史「遺跡から見た出雲府中」 （松江市歴史まちづくり部まちづくり文化財課史料編纂室編2015年3月『松江市史
研究』第6号（松江市歴史叢書8）　松江市 ・ 松江市教育委員会）

（32）-151
松江市教育委員会 ・ 松江市スポーツ振興財団（宇津直樹 ・ 江川幸子 ・ 川上昭一 ・ 渡邊正巳）編2015年3月『史跡出雲国分寺跡
発掘調査報告書－総括編ー』　松江市文化財調査報告書第166集　松江市教育委員会 ・ 公益財団法人松江市スポーツ振興財団

（32）-152
出雲市教育委員会（宍道年弘 ・ 三原一将 ・ 石原聡）編2015年3月『平成26年度 出雲市文化財調査報告書　築山遺跡 上塩冶築山
古墳』　出雲市の文化財報告27　出雲市教育委員会

（32）-153
出雲市市民文化部文化財課（原俊二）編2018年3月『平成29年度　出雲市文化財調査報告書　出雲大社境内遺跡2』　出雲市の文
化財報告37　出雲市教育委員会

（32）-154
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （伊藤徳広）編2018年3月『海石西遺跡　角落し遺跡　廻り田遺跡　近世山陰道跡（馬橋地
区）　神出西遺』　島根県教育委員会 ・ 国土交通省浜田河川国道事務所

（32）-155
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （守岡正司 ・ 上山晶子 ・ 渡辺正巳）編2018年9月『大国地頭所遺跡』　島根県教育委員会 ・
国土交通省松江国道事務所

（32）-156 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （是田敦）編2019年3月『史跡出雲国府跡10』　島根県教育委員会

（32）-157
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （中川寧）編2019年3月『垂水遺跡 ・ 松林寺遺跡 ・ 庵寺石塔群』　島根県教育委員会 ・ 国
土交通省松江国道事務所

（32）-158
出雲市教育委員会（遠藤正樹 ・ 曽田辰雄）編2012年３月『平成23年度出雲市文化財調査報告書　山持遺跡 ・ 小山遺跡』　出雲市
の文化財報告20　出雲市教育委員会

（32）-159 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター （阿部賢治）編2021年３月『若宮谷遺跡　シコノ谷遺跡』 島根県教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（32）　島根県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

32001 出雲国府跡 島根県松江市大草町
製塩土器（脚台、堅塩円筒
形ナデ ・ 布目）

古墳時代中期、 8世
紀後半〜9世紀初頭

（32）-1、（32）-18、（32）-20、
（32）-75、（32）-80、
（32）-92、（32）-102、
（32）-118、（32）-119、
（32）-126、（32）-137、
（32）-143、（32）-148、
（32）-156

32002 天満谷遺跡　 島根県松江市大草町 製塩土器（堅塩） 古代 （32）-150

32003 出雲国分寺 島根県松江市竹矢町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18、（32）-151

32004 出雲国分尼寺 島根県松江市竹矢町 製塩土器 古代 （32）-2、（32）-18

32005 神田遺跡 島根県松江市竹矢町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-15

32006 上小牧遺跡 島根県松江市竹矢町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-15、（32）-18

32007 中竹矢遺跡
島根県松江市竹矢町中竹
矢

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-29

32008 上小紋遺跡 島根県松江市竹矢町 製塩土器（堅塩） 古代 （32）-143

32009 山代郷正倉跡 島根県松江市山代町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代
（32）-3、（32）-4、（32）-5、
（32）-18

32010 山代沖田遺跡 島根県松江市山代町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀前
半

（32）-142

32011 大坪遺跡
島根県松江市山代町 ・ 大
草町

製塩土器（堅塩円筒形布
目？）

古代？ （32）-74

32012 シコノ谷遺跡 島根県松江市朝酌町 製塩土器？ 弥生時代？ （32）-159

32013 石台遺跡 島根県松江市東津田町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-16、（32）-18

32014 芝原遺跡 島根県松江市福原町芝原
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-21、（32）-22

32015 タテチョウ遺跡 島根県松江市西川津町 製塩土器（棒状脚、堅塩） 飛鳥時代、古代 （32）-21、（32）-25

32016 古屋敷2遺跡 島根県松江市西川津町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-144

32017 忌部遺跡 島根県松江市西忌部町 製塩土器（堅塩） 古代 （32）-16

32018 黒田畦遺跡 島根県松江市大庭町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-37、（32）-38

32019 久傳遺跡 島根県松江市比津町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

平安時代 （32）-103

32020 下がり松遺跡
島根県松江市法吉町字下
り松

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-69

32021 蛇喰遺跡 島根県松江市玉湯町玉造
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-53

32022 面白谷遺跡 島根県松江市玉湯町湯町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-106

32023 正源寺遺跡 島根県松江市玉湯町湯町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-105

32024 堂床遺跡 島根県松江市玉湯町林村 製塩土器（脚台） 古墳時代中期 （32）-62、（32）-118
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32025 堤平遺跡 島根県松江市宍道町白石
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-68

32026 古浦遺跡 島根県松江市鹿島町古浦
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32027 加賀遺跡 島根県松江市島根町加賀
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32028 小屋谷遺跡 島根県松江市島根町野波
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-14、（32）-18、（32）-19

32029 平畑遺跡
島根県松江市美保関町片
江

製塩土器（脚台） 古墳時代後期 （32）-38、（32）-104

32030 郷の坪遺跡
島根県松江市美保関町森
山宇井中坪

製塩土器（脚台、棒状脚） 古墳時代中 ・ 後期

（32）-10、（32）-11、
（32）-12、（32）-13、
（32）-14、（32）-17、
（32）-118

32031 伊屋谷遺跡
島根県松江市美保関町森
山

製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期末〜飛
鳥時代

（32）-7、（32）-9、（32）-11、
（32）-14、（32）-17、
（32）-118

32032 池尻遺跡
島根県松江市美保関町森
山

製塩土器 古代 （32）-18

32033 田尻遺跡
島根県松江市美保関町福
浦

製塩土器 古代 （32）-18

32034 七類遺跡
島根県松江市美保関町七
類

製塩土器 古代 （32）-18、（32）-28

32035 禅定寺遺跡
島根県松江市八雲町東岩
坂

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-114

32036 前田遺跡 島根県松江市八雲町
製塩土器（脚台、堅塩円筒
形ナデ ・ 布目）

古墳時代中 ・ 後期、
奈良時代

（32）-61、（32）-118

32037 原ノ前遺跡
島根県松江市東出雲町揖
屋

製塩土器 古墳中期 （32）-118

32038 波止遺跡 島根県浜田市
製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-30

32039 角落し遺跡
島根県浜田市三隅町古市
場

製塩土器（甕形） 古代 （32）-154

32040 小才遺跡 島根県浜田市旭町和田 製塩土器（甕形） 古代 （32）-32

32041 矢野遺跡 島根県出雲市矢野町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀中 ・ 後半〜9世
紀前半

（32）-18、（32）-26、
（32）-133、（32）-134

32042 上長浜遺跡
島根県出雲市西園町上長
浜

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ、甕形）

奈良時代
（32）-18、（32）-41、
（32）-149

32043 九景川遺跡 島根県出雲市東神西町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-120

32044 天神遺跡 島根県出雲市天神町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32045 神門寺遺跡 島根県出雲市塩治町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32046 寿昌寺遺跡 島根県出雲市上塩治町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-88

32047 三田谷1遺跡 島根県出雲市上塩治町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（32）-57、（32）-58、（32）-59

32048 築山遺跡 島根県出雲市上塩治町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀前
半

（32）-115、（32）-127、
（32）-152

32049 角田遺跡 島根県出雲市上塩治町
製塩土器（堅塩椀形 ・ 円筒
形ナデ）

平安時代 （32）-46、（32）-81

32050 上沢3遺跡 島根県出雲市上塩治町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-63

32051 大井谷2遺跡 島根県出雲市上塩冶町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-64
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32052 里方八石原遺跡
島根県出雲市里方町八石
原

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-46

32053 里方本郷遺跡
島根県出雲市矢尾町 ・ 日
下町

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-121

32054 藤ヶ森遺跡
島根県出雲市今市町藤ヶ
森

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-47

32055 藤ヶ森南遺跡 島根県出雲市今市町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-52

32056 下古志遺跡
島根県出雲市下古志町 ・
古志町

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-65、（32）-138

32057 古志遺跡 島根県出雲市古志町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良〜平安時代初頭 （32）-101

32058 古志本郷遺跡 島根県出雲市下古志町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀末〜9世紀前半
（32）-44、（32）-54、
（32）-76、（32）-77

32059 田畑遺跡
島根県出雲市下古志町 ・
古志町

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-60

32060 大津町北遺跡 島根県出雲市大津町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-82

32061 中野清水遺跡 島根県出雲市中野町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半
（32）-82、（32）-93、
（32）-107

32062 中野美保遺跡 島根県出雲市中野町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀 （32）-66、（32）-83

32063 小山遺跡 島根県出雲市小山町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

8世紀後半 ・ 末

（32）-42、（32）-55、
（32）-70、（32）-71、
（32）-94、（32）-141、
（32）-158

32064 青木遺跡 島根県出雲市東林木町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-84、（32）-108

32065 門前遺跡 島根県出雲市東林木町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-113

32066 山持遺跡 島根県出雲市西林木町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半
（32）-122、（32）-128、
（32）-139

32067 高浜2遺跡 島根県出雲市平野町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

奈良〜平安時代初頭 （32）-56

32068 壱丁田遺跡 島根県出雲市白枝町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-109

32069 菅原1遺跡 島根県出雲市船津町 製塩土器（甕形） 古代 （32）-95

32070 板津焼山遺跡 島根県出雲市湖陵町板津 製塩土器（堅塩椀形） 7世紀中 （32）-145

32071 後谷遺跡 島根県出雲市斐川町神水
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-45

32072 佐利保谷遺跡 島根県出雲市斐川町神庭
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-90

32073 出雲大社境内遺跡
島根県出雲市大社町杵築
東宮内

製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期末〜飛
鳥時代

（32）-34、（32）-85、
（32）-118、（32）-153

32074 日御碕神社境内遺跡
島根県出雲市大社町日御
碕

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-116

32075 稲佐遺跡
島根県出雲市大社町杵築
北稲佐　

製塩土器（堅塩椀形 ・ 円筒
形ナデ）

古代 （32）-18

32076 鹿蔵山遺跡
島根県出雲市大社町杵築
南鹿蔵山

製塩土器（堅塩椀形、堅塩
円筒形ナデ ・ 布目）

7世紀〜9世紀 （32）-8、（32）-18、（32）-91

32077 光玄院東遺跡
島根県出雲市大社町杵築
南

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32078 黒田遺跡
島根県出雲市大社町日御
碕中山黒田

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32079 中分貝塚
島根県出雲市大社町下荒
木中分

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18
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32080 原山遺跡
島根県出雲市大社町修理
免原山

製塩土器（棒状脚、堅塩円
筒形ナデ）

古墳時代後期末〜飛
鳥時代、古代

（32）-18、（32）-34

32081 修理免本郷遺跡
島根県出雲市大社町修理
免

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

奈良時代 （32）-18、（32）-72

32082 南原貝塚
島根県出雲市大社町中荒
木南原

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32083 中村遺跡 島根県出雲市国富町大平 製塩土器（堅塩） 古代 （32）-18

32084 大溢遺跡 島根県益田市高津町
製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

8世紀末〜9世紀初頭 （32）-27、（32）-30、（32）-33

32085 浜寄 ・ 地方遺跡 島根県益田市高津町 製塩土器（脚台？） 古墳時代中期？ （32）-112、（32）-117

32086 中祖遺跡
島根県大田市温泉津町福
光

製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

8世紀後半 （32）-124

32087 門遺跡 島根県大田市久手町刺鹿
製塩土器（脚台、堅塩円筒
形ナデ）

古墳時代中期、古代 （32）-147

32088 清石遺跡
島根県大田市仁摩町仁万
清石

製塩土器（脚台） 古墳時代中期 （32）-118

32089 大国地頭所遺跡 島根県大田市仁摩町大国
製塩土器（脚台？、堅塩円
筒形ナデ）

古墳時代前期、古代 （32）-155

32090 垂水遺跡
島根県大田市静間町垂水 ・
野伏

製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-157

32091 高広遺跡 島根県安来市黒井田町 製塩土器（脚台タタキ） 古墳時代前期 （32） 6、（32） 118

32092 野方遺跡 島根県安来市野方町 製塩土器（棒状脚）
古墳時代後期末〜飛
鳥時代

（32）-34

32093 惣連場遺跡 島根県安来市広瀬町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

古代 （32）-18

32094 波来浜遺跡
島根県江津市後地町波来
浜

製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代
（32）-24、（32）-30、
（32）-140

32095 カミヤ遺跡 島根県江津市跡市町舞立
製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-89、（32）-125

32096 家の後1遺跡
島根県雲南市木次町北原
字家の後

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-78

32097 垣ノ内遺跡
島根県雲南市木次町北原
字門

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

奈良時代 （32）-78

32098 家の上遺跡 島根県雲南市木次町北原
製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-48

32099 北原本郷遺跡 島根県雲南市木次町北原
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-96

32100 宮ノ脇遺跡 島根県雲南市木次町北原 製塩土器（堅塩） 古代 （32）-97

32101 宮サコ遺跡 島根県雲南市木次町北原
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-79

32102 粟谷神社前遺跡
島根県雲南市三刀屋町粟
谷

製塩土器（堅塩椀形 ・ 円筒
形ナデ）

奈良時代 （32）-18、（32）-23

32103 浜遺跡
島根県雲南市三刀屋町乙
加宮浜

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-18

32104 馬場遺跡
島根県雲南市三刀屋町給
下

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀前半 （32）-67

32105 鉄穴内遺跡
島根県雲南市三刀屋町六
重

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（32）-129

32106 粟目1遺跡 島根県雲南市吉田町
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩円筒形ナデ）

古墳時代後期末、古
代

（32）-146

32107 粟目2遺跡 島根県雲南市吉田町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩円筒形ナデ）

古墳時代前期、古代 （32）-146
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32108 さんずい矢遺跡 島根県雲南市三刀屋町 製塩土器 不明 （32）-21

32109 京田遺跡 島根県雲南市三刀屋町 製塩土器 不明 （32）-21

32110 御崎遺跡
島根県仁多郡奥出雲町三
成

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-130

32111 カネツキ免遺跡
島根県仁多郡奥出雲町郡
村カネツキ免

製塩土器 古代 （32）-18

32112 上方林遺跡
島根県仁多郡奥出雲町下
横田上方林

製塩土器 古代 （32）-18

32113 原田遺跡
島根県仁多郡奥出雲町佐
白

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代
（32）-86、（32）-110、
（32）-123

32114 円満寺遺跡
島根県仁多郡奥出雲町佐
白

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

奈良時代 （32）-98、（32）-111

32115 前田遺跡 島根県仁多郡奥出雲町
製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-86、（32）-99

32116 家ノ脇2遺跡
島根県仁多郡奥出雲町佐
白前布施

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ）

古代 （32）-86

32117 門遺跡
島根県飯石郡飯南町志津
見

製塩土器（堅塩椀形、堅塩
円筒形ナデ ・ 布目）

古代 （32）-34、（32）-43

32118 板屋3遺跡
島根県飯石郡飯南町志津
見

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ ・ 布目）

8世紀後半〜9世紀初
頭

（32）-49

32119 五明田遺跡 島根県飯石郡飯南町八神 製塩土器（堅塩椀形） 古代 （32）-34

32120 森遺跡
島根県飯石郡飯南町頓原
八神

製塩土器（堅塩） 古代 （32）-35、（32）-36

32121 野田西遺跡
島根県邑智郡邑南町上亀
谷

製塩土器（甕形） 古代 （32）-30

32122 賀茂山遺跡
島根県邑智郡邑南町高見
馬場山林

製塩土器（甕形） 古代 （32）-30

32123 川ノ免遺跡 島根県邑智郡邑南町高見
製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

古代 （32）-30

32124 寺の前遺跡 島根県邑智郡邑南町井原 製塩土器（甕形） 奈良時代 （32）-87

32125 清源那遺跡
島根県邑智郡邑南町井原
皆井田森貞

製塩土器（堅塩円筒形ナ
デ、甕形）

古代 （32）-50

32126 坪ノ内遺跡
島根県邑智郡邑南町上田
長田

製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

古代 （32）-51

32127 キタバタケ遺跡 島根県邑智郡川本町川本
製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

古代 （32）-31

32128 郷上遺跡
島根県邑智郡美郷町都賀
行郷上

製塩土器（堅塩円筒形布
目、甕形）

古代 （32）-30、（32）-39

32129 大蔭遺跡
島根県鹿足郡津和野町鷲
原

製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-135

32130 高田遺跡
島根県鹿足郡津和野町高
峯高田

製塩土器（堅塩円筒形布
目）

古代 （32）-40
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（33）　岡山県

（33）-1 水原岩太郎「下津井行」 『吉備考古』第2号　岡山考古会　1929年7月

（33）-2 快舟散史（水原岩太郎） 「長浜行」 『吉備考古』第2号　岡山考古会　1929年7月

（33）-3 水原岩太郎「師楽窯址再調査記」 『吉備考古』第4号　吉備考古会　1930年1月

（33）-4 快舟散史「考古行脚」 『吉備考古』第5号　吉備考古会　1930年4月

（33）-5 時実黙水「通信欄」 『吉備考古』第7号　吉備考古会　1930年4月

（33）-6 快舟散史「考古行脚」 『吉備考古』第9号　吉備考古会　1931年6月

（33）-7 快舟散史「考古行脚」 『吉備考古』第14号　吉備考古会　1932年7月

（33）-8 快舟散史「考古行脚」 『吉備考古』第15号　吉備考古会　1932年11月

（33）-9 快舟散史「考古行脚」 『吉備考古』第25号　吉備考古会　1935年5月

（33）-10 時実黙水編「邑久郡窯址地名表」 『吉備考古』第32号　吉備考古会　1937年2月

（33）-11 佐藤美津夫「児島郡日比町的場山遺跡（略報）」 『吉備考古』第37号　吉備考古会　1938年

（33）-12 水原岩太郎編1939年10月『師楽式土器図録』　水原岩太郎　（謄写版和装）

（33）-13 時実黙水「師楽式土器窯跡調査記録」 『吉備考古』第44号　吉備考古会　1940年1月

（33）-14 時実黙水「師楽式土器窯跡調査記録（承前）」 『吉備考古』第45号　吉備考古会　1940年4月

（33）-15 快舟散史「見学集報」 『吉備考古』第53号　吉備考古会　1942年4月

（33）-16 快舟散史「寄島の遺跡」 『吉備考古』 57号　吉備考古会　1943年

（33）-17 時実黙水「邑久の発掘」 『吉備文化（吉備考古）』第57号　吉備考古会　1943年5月ほか

（33）-18 酒詰仲男「岡山県児島郡彦崎貝塚」 『日本考古学年報』 1　日本考古学協会　1951年10月

（33）-19 木村幹夫「岡山県邑久郡黒和遺蹟略報」 『吉備考古』第84号　吉備考古学会　1952年3月

（33）-20 平田英文「三備地方貝塚集成概説」 『吉備考古』第87号　吉備考古学会　1953年12月

（33）-21 武田葭子「師楽式土器及びその文化について」 『遺跡』第22号（1954年度卒業生特集）　岡山県学生考古学会　1955年

（33）-22 高橋護「郷内村小学校裏貝塚出土の弥生式土器の編年的位置について」 『遺跡』第23号　1955年
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（33）-23 木村幹夫「岡山県邑久郡黒和遺跡」 『日本考古学年報』 3 （昭和25年度）　日本考古学協会　1955年4月

（33）-24 高橋護「台付鉢形土器の系譜」 『遺跡』第25号　倉敷考古館研究部　1956年

（33）-25 高橋護「戸津田遺跡出土の弥生式土器」 『遺跡』第26号　倉敷考古館研究部　1957年

（33）-26 三杉兼行 ・ 間壁忠彦「備前 ・ 原遺跡出土の土器」 『遺跡』第26号　倉敷考古館研究部　1957年

（33）-27 岡山大学1957年5月3日試掘資料による

（33）-28 多和和彦「児島半島における師楽式土器の分布」 『古代吉備』第1集　「古代吉備」編集部　1958年3月

（33）-29 近藤義郎「師楽式遺跡における古代塩生産の立証」 『歴史学研究』 223号　岩波書店　1958年9月

（33）-30 善入義信「岡山県児島市六口島発見の師楽式土器」 『若木考古』 55　国学院大学考古学会　1959年

（33）-31 多和和彦「児島半島における師楽式土器の分布（追加）」 『古代吉備』第3集　「古代吉備」編集部　1959年10月

（33）-32 間壁葭子「笠岡市笠岡工業高校グラウンド遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第1号　財団法人倉敷考古館　1960年3月

（33）-33 鎌木義昌 ・ 間壁忠彦『大飛島遺跡ー古代の祭祀ー』　倉敷考古館研究小報1　財団法人倉敷考古館　1964年10月

（33）-34 坪井清足編1965年3月『岡山県笠岡市高島遺跡調査報告』　岡山県高島遺蹟調査委員會

（33）-35 倉敷考古館編1965年12月『鹿久居島の歴史』　日生町文化財資料第2輯　日生町教育委員会

（33）-36 近藤義郎「製塩」 『日本の考古学』 5　古墳時代（下）　河出書房　1966年12月

（33）-37 間壁忠彦 ・ 間壁葭子「倉敷市広江浜遺跡調査概報」 『倉敷考古館研究集報』第2号　財団法人倉敷考古館　1966年11月

（33）-38 間壁忠彦「岡山県笠岡市走出の祭祀遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第2号　財団法人倉敷考古館　1966年11月

（33）-39 岡本明朗「藻塩から浜利用へ」 『日本塩業の研究』第10集　日本塩業研究会　1967年3月

（33）-40 近藤義郎 ・ 渡辺則史「製塩技術とその時代的特質」 『日本の考古学』 6　歴史時代（上）　河出書房　1967年

（33）-41 「玉島市長尾」 『京都大学文学部博物館考古学資料目録』第2部（日本歴史時代）　京都大学文学部　1968年3月

（33）-42 清野謙次「備前国児島郡粒江村大字粒江船元字原崎貝塚」 『日本貝塚の研究』　　岩波書店　1969年

（33）-43 間壁葭子「児島 ・ 上之町保育園内遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第6号　財団法人倉敷考古館　1969年3月

（33）-44 間壁忠彦「玉野市田井深山遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第6号　財団法人倉敷考古館　1969年3月

（33）-45 岡本明朗「“煎塩鉄釜” 考察」 『日本塩業の研究』第12集　日本塩業研究会　1970年3月

（33）-46 近藤義郎 ・ 渡辺則史「海部と製塩」 『古代の日本ー中国 ・ 四国ー』第4巻　角川書店　1970年3月
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（33）-47 間壁忠彦「玉野市内の石器時代〜古墳時代遺跡」 （玉野市史編纂委員会編1970年8月『玉野市史』　玉野市教育委員会）

（33）-48 倉敷考古館（間壁忠彦 ・ 間壁葭子）編1971年7月『里木貝塚』　倉敷考古館研究集報第7号　財団法人倉敷考古館

（33）-49
高橋護 ・ 葛原克人 ・ 中力昭 ・ 正岡睦夫 ・ 泉本知秀 ・ 伊藤晃 ・ 栗野克己「雄町遺跡」 『埋蔵文化財発掘調査報告　山陽新幹線
建設に伴う調査』　岡山県教育委員会　1972年3月

（33）-50 倉敷考古館（間壁忠彦 ・ 間壁葭子）編1972年10月『倉敷の古代』　財団法人倉敷考古館

（33）-51 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

（33）-52 間壁忠彦 ・ 間壁葭子『古代吉備王国の謎』　新人物往来社　 1972年12月

（33）-53 山本慶一「倉敷市児島仁伍遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第8号　財団法人倉敷考古館　1973年7月

（33）-54 間壁葭子「倉敷市酒津－水江遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第8号　財団法人倉敷考古館　1973年7月

（33）-55
葛原克人 ・ 池畑耕一「御堂奥遺跡の調査」 『山陽新幹線建設に伴う調査2 （岡山以西）』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告書第2
集　岡山県教育委員会　1974年3月

（33）-56
正岡睦夫 ・ 枝川陽 ・ 大谷猛「川入遺跡の調査」 『山陽新幹線建設に伴う調査2 （岡山以西）』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
書第2集　岡山県教育委員会　1974年3月

（33）-57
伊藤晃 ・ 柳瀬昭彦 ・ 村上幸雄 ・ 池畑耕一 ・ 藤田憲司「上東遺跡の調査」 『山陽新幹線建設に伴う調査2 （岡山以西）』　岡山県
埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　岡山県教育委員会　1974年3月

（33）-58
岡山県教育委員会（枝川陽 ・ 新東晃一 ・ 松本和男ほか）編1975年3月『門前池遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告9　岡山県
教育委員会

（33）-59 岡山市教育委員会（出宮徳尚 ・ 根木修ほか）編1975年9月『幡多廃寺発掘調査報告』　岡山市教育委員会

（33）-60 近藤義郎「土器製塩と焼き塩」 『考古学研究』第22巻第3号　考古学研究会　1976年1月

（33）-61
高畑知功ほか「谷尻遺跡」 『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査6』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告11　岡山県教育委員会　
1976年3月

（33）-62 岩本正二「弥生時代の土器製塩ー備讃瀬戸地域の場合ー」 『考古学研究』第23巻第1号（通巻89号）　考古学研究会　1976年7月

（33）-63
柳瀬昭彦 ・ 江見正己 ・ 中野雅美「川入遺跡」 ・ 江見正己「川入 ・ 上東遺跡の製塩土器について」 （岡山県教育委員会（柳瀬昭彦 ・
江見正己 ・ 中野雅美）編1977年3月『川入 ・ 上東』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告16　岡山県教育委員会） 7

（33）-64
柳瀬昭彦 ・ 江見正己 ・ 中野雅美「上東遺跡」 ・ 江見正己「川入 ・ 上東遺跡の製塩土器について」 （岡山県教育委員会（柳瀬昭彦 ・
江見正己 ・ 中野雅美）編1977年3月『川入 ・ 上東』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告16　岡山県教育委員会） 7

（33）-65
岡山県教育委員会（伊藤晃 ・ 山磨康平）編1977年3月『倉敷市（児島）　城遺跡発掘調査報告』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
19　岡山県教育委員会

（33）-66
井上弘ほか「下神代の遺跡」 『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査9』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告15　岡山県教育委員
会　1977年3月

（33）-67 小野昭「岡山県貝殻山遺跡」 『日本考古学年報28 （1975年版）』　日本考古学協会　1977年4月

（33）-68
田仲満雄 ・ 正岡睦夫 ・ 二宮治夫「西江遺跡」 『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査10』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告20　
岡山県教育委員会　1977年6月

（33）-69
松本和男ほか「大倉遺跡」 『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査10』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告20　岡山県教育委員会　
1977年6月

（33）-70 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
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（33）-71 岡山県教育委員会編1978年3月『岡山県遺跡地図　第5分冊』　岡山県教育委員会

（33）-72
井上弘ほか「宗金遺跡」 『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査13』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告23　岡山県教育委員会　
1978年3月

（33）-73 近藤義郎 ・ 小野昭「岡山県貝殻山遺跡」 （小野忠熈編1979年3月『弥生系高地性集落の研究』資料編　学生社）
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（33）-76 岡本寛久「大橋貝塚」 『岡山県埋蔵文化財報告9 （昭和53年度）』　岡山県教育委員会　1979年3月

（33）-77 出宮徳尚「竜を祭った遺跡」 『月刊文化財』 187　第一法規　1979年4月

（33）-78 間壁忠彦 ・ 間壁葭子 ・ 藤田憲司 ・ 小野一臣「広江 ・ 浜遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第14号　財団法人倉敷考古館　1979年8月

（33）-79 間壁葭子「製塩土器についての一、二の問題」 『倉敷考古館研究集報』第14号　財団法人倉敷考古館　1979年8月

（33）-80 亀井正道「祭祀遺跡ー製塩に関連してー」 『新版考古学講座ー特論（上）－祭祀 ・ 信仰』第8巻　雄山閣　1979年9月

（33）-81 近藤義郎「土器製塩の話1」 『考古学研究』第26巻第3号　考古学研究会　1979年12月

（33）-82 近藤義郎「土器製塩の話2」 『考古学研究』第26巻第4号　考古学研究会　1980年3月

（33）-83
岡山県教育委員会（山磨康平 ・ 福田正継）編1980年3月『本州四国連絡橋陸上ルート建設に伴う発掘調査1　曽原　琴海1号墳』　
岡山県埋蔵文化財発掘調査報告36　岡山県教育委員会

（33）-84 近藤義郎「土器製塩の話3」 『考古学研究』第27巻第1号　考古学研究会　1980年6月

（33）-85 近藤義郎「土器製塩の話4」 『考古学研究』第27巻第2号　考古学研究会　1980年9月

（33）-86 岩本正二「製塩土器の分布と流通」 『考古学研究』第27巻第2号（通巻106号）　考古学研究会　1980年9月

（33）-87 近藤義郎 ・ 渡辺則文「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

（33）-88
岡山県教育委員会（江見正己）編1980年11月『百間川原尾島遺跡1』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告39　岡山県教育委員会 ・
建設省岡山河川工事事務所

（33）-89
岡山県教育委員会（浅倉秀昭）編1981年2月『島地貝塚』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告41　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山
国道工事事務所

（33）-90 岡山県教育委員会（柳瀬昭彦 ・ 岡本寛久）編1981年3月『南方遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告40　岡山県教育委員会

（33）-91 岡山市教育委員会（出宮徳尚 ・ 神谷正義ほか）編1981年3月『三手（庄内幼稚園）遺跡発掘調査報告』　岡山市教育委員会

（33）-92 松本幸男 ・ 時実和一「錦海湾をめぐる師楽遺跡」 『牛窓春秋』 4号　牛窓春秋会　1981年

（33）-93 岡山県教育委員会（福田正継）編1981年3月『沖須賀遺跡』　玉野市埋蔵文化財発掘調査報告（2）　玉野市教育委員会

（33）-94 藤田憲司「倉敷市舟津原貝塚の検討」 『倉敷考古館研究集報』第16号　財団法人倉敷考古館　1981年6月
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（33）-95
岡山県教育委員会編1981年11月『百間川沢田遺跡1　百間川長谷遺跡　百間川岩間遺跡　百間川当麻遺跡1』　岡山県埋蔵文化
財発掘調査報告46　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-96
岡山県教育委員会（高畑知功）編1982年11月『百問川兼基遺跡1　百間川今谷遺跡1』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告51　建設
省岡山河川工事事務所 ・ 岡山県教育委員会

（33）-97
岡山県教育委員会編1982年11月『百問川当麻基遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告52　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山
河川工事事務所

（33）-98 岡山市教育委員会編1983年3月『岡山市遺跡地図』　岡山市教育委員会

（33）-99
岡山県教育委員会（高畑知功 ・ 福田正継）編1983年3月『天神坂遺跡　奥坂遺跡　新屋敷古墳』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
53　岡山県教育委員会

（33）-100 岡山県教育委員会（岡田博）編1983年3月『門田貝塚』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告55　岡山県教育委員会

（33）-101 近藤義郎1984年2月『土器製塩研究』　青木書店

（33）-102
岡山県教育委員会（正岡睦夫）編1984年3月『百間川原尾島遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告56　岡山県教育委員会 ・ 建
設省岡山河川工事事務所

（33）-103 「上竹西の坊遺跡」 『岡山県埋蔵文化財報告14』　岡山県教育委員会　1984年3月

（33）-104
津山市教育委員会（安川豊史）編1984年3月『美作国府跡発掘調査報告』　津山市埋蔵文化財発掘調査報告第15集　津山市教育
委員会

（33）-105 間壁葭子「倉敷市城が端遺跡」 『倉敷考古館研究集報』第18号　倉敷考古館　1984年4月

（33）-106
平井典子 ・ 吉留秀敏「鹿田遺跡BG ・ B H19〜 21区の発掘調査概要」 『岡山大学構内遺跡調査研究年報1 　昭和58年度』　岡山
大学埋蔵文化財調査室　1985年2月

（33）-107
岡山県教育委員会（二宮治夫）編1985年3月『百間川沢田遺跡2　百間川長谷遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告59　岡山県
教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-108
栄一郎・山本悦世・吉留秀敏「鹿田遺跡AU〜 BD28〜 39区の発掘調査概要」 『岡山大学構内遺跡調査研究年報2 　昭和59年度』　
岡山大学埋蔵文化財調査室　1985年3月

（33）-109
備前市教育委員会（田代健二）編1985年3月『船山遺跡発掘調査報告』　エヌ ・ テー ・ エヌ東洋ベヤリング運動場建設事業埋蔵文
化財調査委員会

（33）-110 岡山県教育委員会（平井勝）編1985年3月『片島分布調査報告書』　笠岡市教育委員会

（33）-111
柳瀬昭彦ほか「岡山県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　　
資料集2』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（33）-112 近藤義郎 ・ 岩本正二「塩生産と流通」 『岩波講座　日本考古学』第3巻（生産と流通）　岩波書店　1986年3月

（33）-113
岡山県教育委員会（枝川陽 ・ 新東晃一 ・ 松本和男ほか）編1986年3月『蓮池尻遺跡　新庄尾上遺跡ほか　美野条里遺跡　二反田
B遺跡ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告62　岡山県教育委員会

（33）-114
岡山県古代吉備文化財センター （岡本寛久）編1986年3月『岡山県邑久郡牛窓町　乙佐塚古墳発掘調査報告書』　乙佐塚古墳埋
蔵文化財発掘調査委員会

（33）-115 近藤義郞「貝殻山遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-116 鎌木義昌「備前高島遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-117 岡山県史編纂委員会編1986年3月『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県

（33）-118 出宮徳尚「天瀬遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月
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（33）-119 中野雅美 ・ 根木修「上伊福九坪遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-120 近藤義郎「広江 ・ 浜遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-121 下澤公明「阿津走出遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-122 近藤義郎「師楽遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-123 近藤義郎「出崎長崎遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-124 近藤義郎「王泊遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-125 鎌木義昌「大飛島遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-126 田仲満雄「西江遺跡」 『岡山県史』第18巻　考古資料　岡山県　1986年3月

（33）-127 光永真一「田ノ浦遺跡」 『岡山県埋蔵文化財報告17』　岡山県教育委員会　1987年3月

（33）-128 岡山県古代吉備文化財センター （高畑知功）編1987年3月『樋本遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告65　岡山県教育委員会

（33）-129
平井典子「新庄西畑田　新庄東田遺跡採集の資料－朝鮮系軟質土器を中心としてー」 『古代吉備』第9集　古代吉備研究会　1987
年4月

（33）-130 柳瀬昭彦「土器製塩」 （近藤義郎 ・ 河本清編1987年7月『吉備の考古学　吉備世界の盛衰を追う』　福武書店）

（33）-131 近藤義郎「土器製塩」 （近藤義郎編1987年8月『岡山県の考古学』　吉川弘文館）

（33）-132 御津町教育委員会（二宮治夫）編1988年3月『伊田沖遺跡』　御津町埋蔵文化財調査報告4　御津町教育委員会

（33）-133
岡山県古代吉備文化財センター （平井泰男）編1988年3月『熊山田散布地ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告68　岡山県教
育委員会

（33）-134
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （吉留秀敏 ・ 山本悦世）編1988年3月『鹿田遺跡1』　岡山大学構内遺跡発掘調査報告第3
冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-135
岡山県古代吉備文化財センター編1988年10月『山陽自動車建設に伴う発掘調査3　上竹西の坊遺跡　道口遺跡ほか』　岡山県埋
蔵文化財発掘調査報告69　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山国道事務所

（33）-136
岡山県古代吉備文化財センター （岡田博）編1988年10月『山陽自動車建設に伴う発掘調査4　本谷遺跡ほか　園井土井遺跡　鍛
冶屋遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告70　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山国道事務所

（33）-137 白石太一郎「製塩」 『弥生文化の研究』第10巻　研究の歩み　雄山閣　1988年11月

（33）-138
岡山県古代吉備文化財センター （下澤公明 ・ 内藤善史）編1988年12月『本州四国連絡橋陸上ルート建設に伴う発掘調査2』　岡山
県埋蔵文化財発掘調査報告71　岡山県教育委員会

（33）-139 網本善光「笠岡市白石島採集の遺物ー地域史解明のための一資料ー」 『古代吉備』第11集　古代吉備研究会　1989年4月

（33）-140 御津町教育委員会（長谷川一英）編1990年2月『寺部遺跡』　御津町埋蔵文化財発掘調査報告6　御津町教育委員会

（33）-141 乗岡実「岡山市域における最近の発掘調査成果」 『古代吉備』第12集　古代吉備研究会　1990年4月

（33）-142
近藤義郎「弥生時代における土器製塩」 ・ 「前方後円墳時代における土器製塩」 （岡山県史編纂委員会編1991年3月『岡山県史』
第2巻 （原始 ・ 古代 1）　 岡山県）
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（33）-143 御津町教育委員会（長谷川一英）編1991年3月『平岡西遺跡2』　御津町埋蔵文化財発掘調査報告7　御津町教育委員会

（33）-144
津山市教育委員会（行田裕美 ・ 小郷利幸 ・ 木村祐子）編1991年3月『小原遺跡』　津山市埋蔵文化財発掘調査報告第38集　津山
市教育委員会 ・ 津山市土地開発公社

（33）-145 倉敷市教育委員会文化課　「岩倉遺跡の発掘調査（速報）」 『倉敷市文化財だより』第7号　倉敷市教育委員会　1991年3月

（33）-146 総社市教育委員会（武田恭彰）編1991年11月『総社市埋蔵文化財調査年報1 （平成2年度）』　総社市教育委員会

（33）-147 岡山市教育委員会（草原孝典 ・ 神谷正義）編1992年3月『百間川沢田（市道）遺跡発掘調査報告』　岡山市教育委員会

（33）-148 正岡睦夫「センターの年間事業（平3年度）」 『所報吉備』第12号　岡山県古代吉備文化財センター　1992年3月

（33）-149 玉野市教育委員会（寳藏光辰）編1992年3月『地蔵山1号墳』　玉野市埋蔵文化財発掘調査報告5　地蔵山遺跡発掘調査委員会

（33）-150
岡山県古代吉備文化財センター （桑田俊明）編1992年3月『赤浜散布地ほか　白江遺跡ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
80　岡山県教育委員会

（33）-151 内藤善史「高下遺跡」 『所報吉備』第13号　岡山県古代吉備文化財センター　1992年9月

（33）-152 岩本正二 ・ 大久保徹也 ・ 近藤義郎「製塩土器」 （近藤義郎編1992年11月『吉備の考古学的究』 （上）　山陽新聞社出版局）

（33）-153 岩本正二「弥生時代の土器製塩」 （近藤義郎編1992年11月『吉備の考古学的究』 （上）　山陽新聞社出版局）

（33）-154 大久保徹也「古墳時代以降の土器製塩」 （近藤義郎編1992年11月『吉備の考古学的研究』 （下）　山陽新聞社）

（33）-155
岡山県教育委員会（平井勝）編1993年3月『百間川沢田遺跡3』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告84　岡山県教育委員会 ・ 建設省
岡山河川工事事務所

（33）-156
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （松木武彦 ・ 山本悦世）編1993年3月『鹿田遺跡3　第5次調査』　岡山大学構内遺跡発掘
調査報告第6冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-157
岡山県古代吉備文化財センター （浅倉秀昭）編1993年3月『矢部古墳群A ・ 矢部古墳群B ・ 矢部大ぐろ遺跡 ・ 矢部奥田遺跡 ・ 矢
部堀越遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告82　岡山県教育委員会・日本道路公団広島建設局岡山工事事務所（全2冊、本文、
写真図版）

（33）-158
岡山県古代吉備文化財センター （中野雅美）編1993年3月『菅生小学校裏山遺跡ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告81　岡
山県教育委員会日本道路公団 ・ 広島建設局岡山工事事務所（全2冊、本文、表 ・ 図版）

（33）-159
岡山県古代吉備文化財センター （島崎東）編1993年3月『窪木薬師遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告86　岡山県教育委員
会

（33）-160 藤原好二「王子ヶ岳浜発掘調査概要」 『倉敷市埋蔵文化財調査年報2 ー 1992年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　1993年9月

（33）-161 大久保徹也「岡山県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（33）-162
岡山県教育委員会（柳瀬昭彦ほか）編1994年3月『百間川原尾島遺跡3』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告88　 岡山県教育委員
会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-163
岡山県古代吉備文化財センター （浅倉秀昭ほか）編1994年3月『三手遺跡　津寺遺跡』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告90　岡山
県教育委員会 ・ 日本道路公団広島建設局岡山工事事務所（全2冊、本文編、付編 ・ 図版編）

（33）-164 岡山市教育委員会（神谷正義）編1994年3月『西祖山方前遺跡　西祖橋本（御休幼稚園）遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-165 亀山行雄「長浜 ・ 用本遺跡」 『岡山県埋蔵文化財報告24』　岡山県教育委員会　1994年3月

（33）-166 津山市教育委員会（安川豊史）編1994年3月『美作国府跡』　津山市埋蔵文化財発掘調査報告第50集　津山市教育委員会
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（33）-167
岡山県古代吉備文化財センター （氏平昭則 ・ 岡本泰典）編1994年11月『土師東遺跡 ・ 福里遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告95　岡山県教育委員会

（33）-168 小野雅明「塩生遺跡発掘調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報1 ー 1993年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　1994年12月

（33）-169
岡山県古代吉備文化財センター （平井勝ほか）編1995年3月『百間川原尾島遺跡4』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告97　 岡山
県教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-170
倉敷埋蔵文化財センター （藤原好二）編1995年3月『王子が岳南麓遺跡』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第4集　倉敷埋蔵文化
財センター

（33）-171
岡山県古代吉備文化財センター （島崎東）編1995年3月『足守川加茂A遺跡　足守川加茂B遺跡　足守川矢部南向遺跡』　岡山県
埋蔵文化財発掘調査報告94　岡山県教育委員会（全2冊、本文、表 ・ 付載 ・ 写真図版）

（33）-172
岡山県古代吉備文化財センター （大橋雅也）編1995年3月『津寺遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告98　岡山県教育委員会・
日本道路公団中国支社岡山工事事務所（全2冊、 その1、 その2）

（33）-173 近藤義郞編1995年9月『南方前池遺跡ー縄文時代木の実貯蔵穴の発掘ー』　山陽町教育委員会

（33）-174
小野雅明「広江 ・ 浜遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報2 ー 1994年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　1995年12
月

（33）-175 神谷正義 ・ 乗岡実「目黒上山遺跡」 『岡山市埋蔵文化財調査の概要　1994 （平成6）年度』　岡山市教育委員会　1996年3月

（33）-176
岡山県古代吉備文化財センター （亀山行雄）編1996年3月『津寺遺跡3』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告104　岡山県教育委員
会 ・ 日本道路公団広島建設局岡山工事事務所（全2冊、本文編、図版編）

（33）-177
岡山県古代吉備文化財センター （柳瀬昭彦）編1996年3月『百間川原尾島遺跡5』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告106　岡山県
教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-178
岡山県古代吉備文化財センター （内藤善史）編1996年3月『田益新田遺跡　西山古墳群』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告109　
建設省岡山国道事務所 ・ 岡山県教育委員会

（33）-179
岡山県古代吉備文化財センター （内藤善史）編1996年3月『絵図遺跡　南方遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告110　岡山県
教育委員会 ・ 建設省岡山国道事務所

（33）-180
岡山県古代吉備文化財センター （氏平昭則）編1996年3月『田益新田遺跡　青谷5号墳』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告112　岡
山県教育委員会 ・ 建設省岡山国道事務所

（33）-181
岡山県古代吉備文化財センター （平井勝）編1996年3月『百間川兼基遺跡2 ・ 百間川今谷遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告114　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-182
倉敷埋蔵文化財センター （鍵谷守秀）編1996年3月『茂浦古墳群』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第5集　倉敷埋蔵文化財セン
ター

（33）-183
岡山県古代吉備文化財センター （下沢公明 ・ 大橋雅也）編1996年3月『斎富遺跡』 （第1分冊）　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
105　岡山県教育委員会 ・ 日本道路公団広島建設局岡山工事事務所

（33）-184 安東康宏「笠岡市における最近の発掘調査報告」 『古代吉備』第18集　古代吉備研究会　1996年4月

（33）-185 下沢公明「製塩土器の画期についてー吉備南部地域を中心としてー」 『古文化談叢』 37　九州古文化研究会　1997年1月

（33）-186 倉敷埋蔵文化財センター（鍵谷守秀）編1997年3月『池尻遺跡』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第6集　倉敷埋蔵文化財センター

（33）-187
岡山県古代吉備文化財センター （柳瀬昭彦 ・ 澤山孝之）編1997年3月『百間川兼基遺跡3 ・ 百間川今谷遺跡3 ・ 百間川沢田遺跡4』　
岡山県埋蔵文化財発掘調査報告119　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-188
岡山県古代吉備文化財センター （亀山行雄 ・ 大橋雅也）編1997年3月『津寺遺跡4』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告116　岡山
県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支社岡山工事事務所（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-189 岡山市教育委員会（草原孝典 ・ 河田健司）編1997年3月『吉野口遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-190 岡山県古代吉備文化財センター （岡田博）編1997年3月『窪木遺跡1』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告120　岡山県教育委員会
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（33）-191
福本明「中山頼夫氏寄贈の考古資料」 『倉敷埋蔵文化財センター年報4 ー平成8 （1996）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　1997
年8月

（33）-192
大久保徹也「古墳時代中後期における塩の流通」 （塩の会シンポジュウム実行委員会編1997年10月『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）

（33）-193 亀田修一「古墳時代」 （牛窓町史編纂委員会編 1997年11月『牛窓町史』 資料編 2 （考古 ・ 古代 ・ 中世 ・ 近世）　牛窓町）

（33）-194
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （横田美香）編1997年12月『津島岡大遺跡9 ー第14次調査ー』　岡山大学構内遺跡発掘調
査報告第13冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-195
岡山県古代吉備文化財センター （内藤善史）編1998年2月『高下遺跡　浅川古墳群ほか　楢原古墳群　根岸古墳』　岡山県埋蔵文
化財発掘調査報告123　建設省岡山国道事務所 ・

（33）-196
倉敷埋蔵文化財センター （片岡弘至）編1998年3月『湾戸7号墳』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第7集　倉敷埋蔵文化財セン
ター

（33）-197 草原孝典「雄町（アクアガーデン）遺跡」 『岡山市埋蔵文化財調査の概要　1996 （平成8）年度』　岡山市教育委員会　1998年3月

（33）-198
岡山県古代吉備文化財センター （平井泰男）編1998年3月『窪木遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告124　岡山県教育委員
会

（33）-199
岡山県古代吉備文化財センター （亀山行雄 ・ 大橋雅也）編1998年3月『津寺遺跡5』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告127　岡山
県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支社岡山工事事務所（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-200
岡山県古代吉備文化財センター （内藤善史）編1998年3月『大岩遺跡　田益田中遺跡　白壁奥遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告128　岡山県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支社津山工事事務所

（33）-201
岡山県古代吉備文化財センター （杉山一雄）編1998年3月『伊福定国前遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告125　岡山県教育
委員会

（33）-202
岡山県古代吉備文化財センター （岡田博）編1998年3月『北方下沼遺跡　北方横田遺跡　北方中溝遺跡　北方地蔵遺跡』　岡山県
埋蔵文化財発掘調査報告126　岡山県教育委員会

（33）-203 杉山一雄「牛文向山遺跡」 （長船町史編纂委員会編1998年3月『長船町史』資料編（上）　長船町）

（33）-204 江見正己「木鍋山遺跡」 （長船町史編纂委員会編1998年3月『長船町史』資料編（上）　長船町）

（33）-205
岡山県古代吉備文化財センター （岡本寛久）編1998年3月『大田茶屋遺跡2　大田障子遺跡　大田松山久保遺跡　大田大正開遺跡　
大田西奥田遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告129　岡山県教育委員会

（33）-206
藤原好二「平井政雄氏寄贈の資料」 『倉敷埋蔵文化財センター年報5 ー平成9 （1997）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　1998年
7月

（33）-207
小野雅明「新吉岡橋南遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報5 ー平成9 （1997）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　
1998年7月

（33）-208
岡山県古代吉備文化財センター （根木智宏）編1998年11月『池田散布地　石塔鼻散布地ほか　阿知境遺跡ほか』　岡山県埋蔵文
化財発掘調査報告135　岡山県教育委員会

（33）-209
岡山県古代吉備文化財センター （宇垣匡雅）編1999年3月『原尾島遺跡（藤原光町3丁目地区）』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告139　岡山県教育委員会

（33）-210
岡山県古代吉備文化財センター （渡邉恵里子 ・ 島崎東）編1999年3月『津島遺跡1』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告137　岡山
県教育委員会

（33）-211
岡山県古代吉備文化財センター （柳瀬昭彦）編1999年3月『田益田中（国立病院）遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告141　岡
山県教育委員会

（33）-212
岡山県古代吉備文化財センター （伊藤晃 ・ 三宅勝己）編1999年3月『田益田中（笹ケ瀬川調節池）遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘
調査報告140　岡山県教育委員会

（33）-213
岡山県古代吉備文化財センター （平井泰男 ・ 弘田和司 ・ 柴田秀樹）編1999年3月『加茂政所遺跡　高松原古才遺跡　立田遺跡』　
岡山県埋蔵文化財発掘調査報138　岡山県教育委員会 ・ 日本道路公団中国支社津山工事事務所（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3
分冊）

（33）-214
岡山県古代吉備文化財センター （岡本寛久）編1999年3月『立田遺跡2　高松原古才遺跡2　加茂政所遺跡2　津寺遺跡6　』　岡山
県埋蔵文化財発掘調査報告143　岡山県教育委員会
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（33）-215
岡山県古代吉備文化財センター （高畑知功）編1999年3月『津寺三本木遺跡　津寺一軒屋遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告142　岡山県教育委員会

（33）-216 総社市教育委員会（武田恭彰）編1999年3月『奥坂遺跡群』　総社市埋蔵文化財発掘調査報告15　総社市教育委員会

（33）-217 玉野市教育委員会編1999年10月『出崎灰出1 ・ 2号墳』　玉野市埋蔵文化財発掘調査報告（6）　出崎遺跡緊急発掘調査委員会

（33）-218
倉敷埋蔵文化財センター （鍵谷守秀）編2000年3月『古城池南古墳』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第9集　倉敷埋蔵文化財セ
ンター

（33）-219
大久保徹也2000年3月『製塩土器の型式学的検討に基づく古墳時代中後期、中部瀬戸内海産塩流通システムの復元』 ー平成11
〜12年度科学研究費補助金＜基盤研究（C） （2）＞研究成果報告書ー　徳島文理大学

（33）-220 岡山県古代吉備文化財センター （平井勝）編2000年3月『津島遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告151　岡山県教育委員会

（33）-221
岡山県古代吉備文化財センター （江見正己）編2000年3月『高塚遺跡　三手遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告150　日本道
路公団中国支社津山工事事務所（全4冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊、第4分冊）

（33）-222 間壁葭子「師楽式土器再考」 『神女大史学』第17号　神戸女子大学史学会　2000年9月

（33）-223
小野雅明「上東遺跡発掘調査概要」 『倉敷埋蔵文化財センター年報7 ー平成11 （1999）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　2000
年11月

（33）-224
岡山県教育委員会（柳瀬昭彦）編2000年12月『原尾島遺跡　沢田遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告153　岡山県教育委員
会 ・ 建設省岡山国道工事事務所

（33）-225
岡山県古代吉備文化財センター （杉山一雄）編2001年2月『天瀬遺跡 ・ 岡山城外堀跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告154　岡
山県教育委員会

（33）-226
岡山県古代吉備文化財センター （物部茂樹 ・ 亀山行雄 ・ 小島善邦）編2001年2月『三須河原遺跡　その他』　岡山県埋蔵文化財
発掘調査報告156　岡山県教育委員会

（33）-227 宇垣匡雅 ・ 河田健司「北口遺跡」 『岡山市埋蔵文化財調査の概要　1999 （平成11）年度』　岡山市教育委員会　2001年3月

（33）-228
岡山県古代吉備文化財センター （氏平昭則）編2001年3月『津島遺跡3』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告160　岡山県教育委員
会

（33）-229 安川満「天瀬（共同溝）遺跡の立会調査」 『岡山市埋蔵文化財調査の概要　1999 （平成11）年度』　岡山市教育委員会　2001年3月

（33）-230 岡山市教育委員会（草原孝典）編2001年3月『三手向原遺跡発掘調査報告』　岡山市教育委員会

（33）-231 草原孝典「妹尾住田遺跡」 『岡山市埋蔵文化財調査の概要　1999 （平成11）年度』　岡山市教育委員会　2001年3月

（33）-232 灘崎町教育委員会（田嶋正憲） 2001年3月『左古谷遺跡』　灘崎町埋蔵文化財発掘調査報告1　灘崎町教育委員会

（33）-233 岡山県古代吉備文化財センター （小林利春）編2001年3月『上東遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告158　岡山県教育委員会

（33）-234
岡山県古代吉備文化財センター （下澤公明）編2001年3月『下庄遺跡　上東遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告157　岡山県
教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-235 「津島遺跡」 『岡山県埋蔵文化財報告31』　岡山県教育委員会　2001年9月

（33）-236 福本明「出崎船越遺跡」 『岡山県埋蔵文化財報告31』　岡山県教育委員会　2001年9月

（33）-237
岡山県古代吉備文化財センター （柳瀬昭彦）編2002年3月『百間川米田遺跡4』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告164　岡山県教
育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-238 岡山市教育委員会（乗岡実）編2002年3月『岡山城三之曲輪跡』　岡山市教育委員会
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（33）-239
藤原好二「山本慶一氏寄贈の資料2」 『倉敷埋蔵文化財センター年報8 ー平成12 （2000）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　2002
年3月

（33）-240
中野倫太郎「上東遺跡（下庄1号線）発掘調査概要」 『倉敷埋蔵文化財センター年報8 ー平成12 （2000）年度ー』　倉敷埋蔵文化財
センター　2002年3月

（33）-241
大久保徹也「備讃瀬戸地域における弥生後期土器製塩の特質」 『環瀬戸内の考古学ー平井勝氏追悼論文集ー』上巻　古代吉備
研究会　2002年11月

（33）-242 岡山市教育委員会（草原孝典）編2003年3月『妹尾住田遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-243 草原孝典「赤田東（竜操中）遺跡」 『岡山市埋蔵文化財センター年報2　2001 （平成13）年度』　　岡山市教育委員会　2003年3月

（33）-244
岡山県古代吉備文化財センター （島崎東ほか）編2003年3月『津島遺跡4』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告173　岡山県教育委
員会

（33）-245
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （山本悦世 ・ 岩崎志保）編2003年3月『津島岡大遺跡11 ー第10 ・ 12次調査ー』　岡山大学
構内遺跡発掘調査報告第16冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-246
白石純 ・ 田嶋正憲「県南における製塩土器 ・ 須恵器の胎土分析」 『岡山市埋蔵文化財センター年報2　2001 （平成13）年度』　岡
山市教育委員会　2003年3月

（33）-247
田嶋正憲「古墳時代後期の生産と流通－小地域間交易の一例ー」 『山口大学考古学論集　近藤喬一先生退官記念論文集』　近
藤喬一先生退官記念論事業会　2003年3月

（33）-248 岡山県古代吉備文化財センター編2003年3月『改訂岡山県遺跡地図　第5分冊　倉敷地区』　岡山県教育委員会

（33）-249 岡山県古代吉備文化財センター編2003年3月『改訂岡山県遺跡地図　第6分冊　岡山地区』　岡山県教育委員会

（33）-250
倉敷埋蔵文化財センター （藤原好二 ・ 鍵谷守秀 ・ 小野雅明）編2003年3月『寒田窯跡群4号』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告
第10集　倉敷埋蔵文化財センター

（33）-251
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （光本順）編2004年2月『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　2002』　岡山大学埋
蔵文化財調査研究センター

（33）-252
岡山県古代吉備文化財センター （小嶋善邦）編2004年2月『百間川原尾島遺跡6』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告179　岡山県
教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-253
岡山県古代吉備文化財センター （島崎東ほか）編2004年3月『津島遺跡5』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告181　岡山県教育委
員会

（33）-254
岡山県古代吉備文化財センター （岡田博ほか）編2004年3月『新邸遺跡 ・ 鄕ノ溝遺跡 ・ 仏生田遺跡 ・ 掛無堂遺跡 ・ 川入遺跡 ・
中撫川遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告182　岡山県教育委員会

（33）-255 邑久町教育委員会（中野雅美）編2004年3月『熊山田遺跡』　邑久町埋蔵文化財発掘調査報告1　邑久町教育委員会

（33）-256 井原市教育委員会（高田知樹）編2004年3月『高越遺跡』　井原市埋蔵文化財発掘調査報告2　井原市教育委員会

（33）-257
岡山県古代吉備文化財センター （江美正己）編2004年3月『久田原遺跡 ・ 久田原古墳群』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告184　
岡山県教育委員会 ・ 国土交通省苫田ダム工事事務所（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）

（33）-258
岡山県古代吉備文化財センター （金田善敬）編2005年2月『伊福定国前遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告188　岡山県教
育委員会

（33）-259 岡山市教育委員会（草原孝典）編2005年3月『赤田東遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-260 岡山県古代吉備文化財センター （團奈歩）編2005年3月『津島遺跡6』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告190　岡山県教育委員会

（33）-261
倉敷埋蔵文化財センター （小野雅明 ・ 福本明 ・ 藤原好二 ・ 鍵谷守秀）編2005年3月『日畑廃寺』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報
告第11集　倉敷市教育委員会

（33）-262
岡山県古代吉備文化財センター （中野雅美 ・ 上拵武）編2005年3月『夏栗遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告194　岡山県教
育委員会 ・ 国土交通省苫田ダム工事事務所（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）
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（33）-263
大久保徹也「瀬戸内の土器製塩ー断絶・再編・拡大ー小椀タイプ製塩土器の成立過程をめぐって」 『海を介した地域の交流と展開』
（企画展「われは海の子」－海に生業を求めた人々ー関係研究会資料集）　和歌山県立紀伊風土記の丘 ・ 塩の会　2005年6月

（33）-264 岡山市教育委員会（草原孝典）編2006年3月『川入 ・ 中撫川遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-265
岡山県古代吉備文化財センター （岡本寛久）編2006年3月『仏生田遺跡2　中撫川遺跡2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告202　
岡山県教育委員会

（33）-266 大久保徹也「土器製塩」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-267 大久保徹也「尻海長浜遺跡」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-268 大久保徹也「尻海」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-269 大久保徹也「門田貝塚」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-270 馬場昌一「堂免遺跡」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-271 大久保徹也「千町平野」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-272 大久保徹也「百田遺跡」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-273 大久保徹也「山田庄北畑遺跡」 『邑久町史』考古編　瀬戸内市　2006年3月

（33）-274 岩本正二 ・ 大久保徹也2007年2月『備讃瀬戸の土器製塩』　吉備人出版

（33）-275
岡山県古代吉備文化財センター （高田恭一郎）編2007年3月『百間川兼基遺跡4 ・ 百間川沢田遺跡5』　岡山県埋蔵文化財発掘調
査報告208　岡山県教育委員会 ・ 国土交通省岡山河川事務所

（33）-276
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （山本悦世ほか）編2007年3月『鹿田遺跡5　第7 ・ 8次調査』　岡山大学構内遺跡発掘調査
報告第23冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-277 岡山市教育委員会（田嶋正憲）編2007年3月『彦崎貝塚2』　岡山市教育委員会

（33）-278 岡山大学文学部考古学研究室（松本直子）編2007年3月『出崎船越南遺跡発掘調査報告書』　岡山大学文学部考古学研究室

（33）-279
岡山県古代吉備文化財センター （渡邉恵里子）編2007年3月『総社遺跡　金井戸遺跡　北溝手遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告209　岡山県教育委員会 ・ 国土交通省岡山国道事務所

（33）-280
弘田和司「岡山県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー 「海の生産用具」
から20年ー』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）

（33）-281
岡山県古代吉備文化財センター （高田恭一郎）編2008年3月『百間川原尾島遺跡7 ・ 百間川二の荒手遺跡』　岡山県埋蔵文化財
発掘調査報告215　岡山県教育委員会 ・ 国土交通省岡山河川事務所

（33）-282 岡山市教育委員会（安川満）編2008年3月『岡山城三之外曲輪跡　旧岡山藩藩学跡』　岡山市教育委員会

（33）-283 小野雅明「溝落遺跡発掘調査概要」 『倉敷埋蔵文化財センター年報11 ー平成17 ・ 18年度ー』　倉敷市教育委員会　2008年3月

（33）-284 鍵谷守秀「塩生遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報11 ー平成17 ・ 18年度ー』　倉敷市教育委員会　2008年3月

（33）-285 鍵谷守秀「通生遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報11 ー平成17 ・ 18年度ー』　倉敷市教育委員会　2008年3月

（33）-286 浅口市教育委員会（水田貴士）編2008年3月『森山遺跡』　浅口市埋蔵文化財発掘調査報告1　浅口市教育委員会
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（33）-287
岡山県古代吉備文化財センター （江見正己 ・ 松尾佳子）編2008年3月『南溝手遺跡　窪木遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告214　岡山県教育委員会 ・ 国土交通省岡山国道事務所（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-288
岡山県古代吉備文化財センター （上拵武）編2008年3月『八幡山遺跡ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告213　　岡山県教育
委員会 ・ 国土交通省岡山国道事務所（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-289
岡本寛久「古代の焼塩関連遺溝・遺物について」 『八幡山遺跡ほか』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告213　　岡山県教育委員会・
国土交通省岡山国道事務所　2008年3月（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（33）-290
赤磐市教育委員会（宇垣匡雅 ・ 大熊美穂 ・ 有賀祐史ほか）編2009年2月『備前国分寺跡』　赤磐市文化財調査報告第3集　赤磐市
教育委員会

（33）-291 亀田修一「塩業　邑久地域における塩生産研究の歴史」 （邑久町史編纂委員会編2009年3月『邑久町史』通史編　瀬戸内市）

（33）-292 岡山市教育委員会（草原孝典）編2009年3月『津寺（加茂小 ・ 体育館）遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-293
浅口市教育委員会（水田貴士 ・ 三浦孝章 ・ 藤原範子）編2009年3月『竹林寺天文台遺跡』　浅口市埋蔵文化財発掘調査報告2　浅
口市教育委員会 ・ 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

（33）-294
倉敷埋蔵文化財センター （福本明 ・ 藤原好二）編2009年3月『岩倉遺跡』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第13集　倉敷市教育
委員会

（33）-295
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （池田晋）編2010年2月『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　2008』　岡山大学埋
蔵文化財調査研究センター

（33）-296
小野雅明「戸津田遺跡 ・ 戸津田南古墳群確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報12 ー平成19 ・ 20年度ー』　倉敷市教育
委員会　2010年3月

（33）-297 岡山県古代吉備文化財センター編2010年3月『岡山県総社市　八紘古墳群』　岡山県古代吉備文化財センター

（33）-298
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター （光本順）編2010年8月『鹿田遺跡6　第13 ・ 15次調査』　岡山大学構内遺跡発掘調査報告
第26冊　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

（33）-299 岡山市教育委員会文化財課 （草原孝典）編2011年3月『津島江道（給食棟 ・ 南棟校舎）遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-300
倉敷埋蔵文化財センター （鍵谷守秀 ・ 小野雅明 ・ 藤原好二）編2011年3月『広江 ・ 浜遺跡 南山21号墳』　倉敷市埋蔵文化財発掘
調査報告第14集　倉敷市教育委員会

（33）-301
岡山県古代吉備文化財センター （物部茂樹）編2011年3月『主要地方道倉敷美袋線道路改築に伴う発掘調査　八紘古墳群』　岡山
県埋蔵文化財発掘調査報告233　岡山県教育委員会

（33）-302
岡山県古代吉備文化財センター （渡邉恵里子）編2012年2月『窪木遺跡　南溝手遺跡　北溝手遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告235　岡山県教育委員会

（33）-303 岡山市教育委員会文化財課（扇崎由）編2012年3月『南古市場遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-304
小野雅明「城が端遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報13－平成21 ・ 22年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　2012
年3月

（33）-305
小野雅明「広江 ・ 浜遺跡発掘調査概要」 『倉敷埋蔵文化財センター年報13－平成21 ・ 22年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　
2012年3月

（33）-306
柴田昌児 「瀬戸内海における製塩考古学の現状と課題」 『東アジア塩業考古学の現状と課題ー予稿集ー』第5回東アジア古代鉄
器文化センター国際シンポジウム　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（33）-307
岡山県古代吉備文化財センター （金田善敬 ・ 岡本泰典）編2013年1月『史跡　鬼城山2』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告236　岡
山県教育委員会

（33）-308 岡山市教育委員会（扇崎由） 2013年3月『里前遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-309 岡山市教育委員会（草原孝典）編2013年3月『東山（市道）遺跡）』　岡山市教育委員会

（33）-310 岡山市教育委員会（田嶋正憲）編2013年3月『彦崎貝塚4』　岡山市教育委員会
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（33）-311
倉敷埋蔵文化財センター （鍵谷守秀 ・ 小野雅明 ・ 藤原好二）編2013年3月『朝原寺跡2 溝落遺跡』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査
報告第15集　倉敷市教育委員会

（33）-312
瀬戸内市教育委員会（馬場昌― ・ 大谷博志） 2013年3月『畑中遺跡』　瀬戸内市埋蔵文化財発掘調査報告3　瀬戸内市教育委員
会

（33）-313
小野雅明「広江 ・ 浜遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報14 ー平成23 ・ 24年度ー』　倉敷市教育委員会　2013年11
月

（33）-314
福田正継 ・ 白石純 ・ 亀田修一「古墳時代の海の祭場　備前高島遺跡」 『第15回　『岡山学』シンポジュウム　瀬戸内海　岡山沿岸
地域を科学する　Part2』資料集　岡山理科大学『岡山学』研究会　2013年12月

（33）-315
岡山県古代吉備文化財センター （團奈歩 ・ 弘田和司）編2013年12月『百間川原尾島遺跡8　百間川沢田遺跡6』　岡山県埋蔵文化
財発掘調査報告239　岡山県教育委員会

（33）-316
赤磐市教育委員会（高田恭一郎 ・ 有賀祐史 ・ 畑地ひとみ）編2014年3月『着銅遺跡』　赤磐市文化財調査報告7　赤磐市教育委員
会

（33）-317 岡山市教育委員会文化財課（草原孝典）編2015年3月『幡多廃寺』　岡山市教育委員会

（33）-318
岡山県古代吉備文化財センター （氏平昭則）編2016年2月『大河内遺跡 及遺跡 小池谷遺跡　小池谷8 号墳　小池谷Ｂ遺跡　上相
遺跡 小中遺跡 小中古墳群　鍛冶屋逧遺跡　鍛冶屋逧古墳群』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告242　　岡山県教育委員会

（33）-319 岡山市埋蔵文化財センター （安川満 ・ 寒川史也）編2016年3月『南方遺跡　第1分冊』　岡山市教育委員会

（33）-320
小野雅明「山の花遺跡確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報15－平成25 ・ 26 年度－』　倉敷埋蔵文化財センター　2016
年3月

（33）-321
田嶋正憲「特殊な叩き目を有する製塩土器について　瀬戸内市師楽遺跡と磯遺跡出土資料を中心に」『半田山地理考古』第4号（白
石純先生還暦記念号）　岡山理科大学地理考古学研究会　2016年3月

（33）-322 赤磐市教育委員会（金田善敬 ・ 有賀祐史）編2017年2月『山の間遺跡』　赤磐市文化財調査報告11　赤磐市教育委員会

（33）-323 岡山市教育委員会文化財課（草原孝典）編2017年3月『雄町遺跡』　岡山市教育委員会

（33）-324
南健太郎「廃棄形態からみた製塩土器の用途に関する予察」 『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　2015』　岡山大学埋
蔵文化財調査研究センター　2017年3月

（33）-325 岡山市教育委員会（扇崎由）編2017年3月『上伊福（済生会）遺跡3 （古墳時代以降編）』　岡山市教育委員会

（33）-326
倉敷埋蔵文化財センター （鍵谷守秀 ・ 小野雅明 ・ 藤原好二）編2017年3月『酒津− 水江遺跡範囲確認調査　 上水島遺跡範囲確
認調査』　倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第16集　倉敷埋蔵文化財センター

（33）-327 八峠興「因幡 ・ 伯耆の製塩土器についてー予察後の成果を基にー」 『古文化談叢』第78集　九州古文化研究会　2017年3月

（33）-328 岡山市埋蔵文化財センター （安川満）編2018年3月『南方遺跡　第3分冊』　岡山市教育委員会

（33）-329 小野雅明「福田貝塚確認調査報告」 『倉敷埋蔵文化財センター年報16 ー平成27 ・ 28年度ー』　倉敷市教育委員会　2018年3月

（33）-330
岡山県古代吉備文化財センター （澤山孝之 ・ 藤井翔平）編2018年3月『前田遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告244　岡山県
教育委員会

（33）-331
岡山県古代吉備文化財センター （渡邉恵里子 ・ 團奈歩）編2019年3月『新明遺跡　刑部遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
249　岡山県教育委員会（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）

（33）-332
倉敷埋蔵文化財センター （藤原好二）編2019年3月『磯の森貝塚　 広江 ・ 浜遺跡2 　 新熊野山遺跡』　倉敷市埋蔵文化財発掘調
査報告第17集　倉敷市教育委員会

（33）-333
大久保徹也「土器製塩の展開　瀬戸内海沿岸地帯を中心に」 『製塩土器からみた播磨』第21回播磨考古学研究集会資料集　第21
回播磨考古学研究集会実行委員会　2020年2月

（33）-334
岡山県古代吉備文化財センター （弘田和司）編2020年3月『池新田遺跡 ・ 新屋敷遺跡』　岡山県埋蔵文化財発掘調査報告252　岡
山県教育委員会
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（33）-335
岡山県教育委員会（岡本寛久）編1989年9月『旭川放水路（百間川）改修に伴う発掘調査7　百間川米田遺跡3 （旧当麻遺跡）』　岡
山県埋蔵文化財発掘調査報告74　岡山県教育委員会 ・ 建設省岡山河川工事事務所

（33）-336
河田健司 ・ 安川満「川入 ・ 中撫川（市道）遺跡」 『岡山市埋蔵文化財センター年報1　2000 （平成12）年度』　岡山市教育委員会　
2002年3月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（33）　岡山県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

33001 伊田沖遺跡
岡山県岡山市北区御津伊
田字沖

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期
（33）-113、（33）-132、
（33）-219

33002 寺部遺跡
岡山県岡山市北区御津新
庄

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-140、（33）-192

33003 平岡西遺跡
岡山県岡山市北区御津平
岡西

製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-143

33004 津島遺跡
岡山県岡山市北区いずみ
町 ・ 伊福町

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期〜古墳
時代前 ・ 中期

（33）-117、（33）-210、
（33）-220、（33）-228、
（33）-235、（33）-244、
（33）-253、（33）-260

33005 津島岡大遺跡
岡山県岡山市北区津島中2
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期、古墳
時代前期 ・ 後期

（33）-194、（33）-245

33006 津島江道遺跡
岡山県岡山市北区津島東1
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-299

33007 岡山城三之曲輪跡
岡山県岡山市北区表町一
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-238、（33）-282

33008 天瀬遺跡
岡山県岡山市北区京橋南
町 ・ 天瀬

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（33）-77、（33）-118、
（33）-225、（33）-229、
（33）-241

33009 鹿田遺跡
岡山県岡山市北区鹿田2丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3、
丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7）

弥生時代後期〜古墳
時代初頭、古墳時代
後期、飛鳥時代

（33）-106、（33）-108、
（33）-134、（33）-156、
（33）-161、（33）-241、
（33）-251、（33）-276、
（33）-295、（33）-298、
（33）-324

33010 南方遺跡 岡山県岡山市北区南方 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（33）-90、（33）-241、
（33）-319、（33）-328

33011 三手遺跡 岡山県岡山市北区三手
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期、古墳
時代中 ・ 後期

（33）-91、（33）-163、
（33）-192、（33）-241

33012 三手向原遺跡 岡山県岡山市北区三手 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-230

33013 大岩遺跡
岡山県岡山市北区富原字
大岩

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-200、（33）-241

33014 絵図遺跡 岡山県岡山市北区絵図町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-179、（33）-192

33015 田益新田遺跡 岡山県岡山市北区田益 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-178、（33）-180、
（33）-192、（33）-241

33016 田益田中遺跡 岡山県岡山市北区田益 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-192、（33）-211、
（33）-212、（33）-241

33017 上伊福（済生会）遺跡 岡山県岡山市北区伊福町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-325

33018 伊福定国前遺跡
岡山県岡山市北区伊福町4
丁目

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期、古墳時代
後期

（33）-201、（33）-241、
（33）-258

33019 上伊福九坪遺跡
岡山県岡山市北区伊福町2
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-119

33020 北方横田遺跡
岡山県岡山市北区学南町2
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-202、（33）-241

33021 川入遺跡
岡山県岡山市北区川入 ・
中撫川

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底尖底 ・ 備讃7）

弥生時代後期〜古墳
時代前期、飛鳥時代

（33）-56、（33）-63、
（33）-70、（33）-241、
（33）-254、（33）-264、
（33）-265、（33）-336

33022 鄕ノ溝遺跡
岡山県岡山市北区納所、倉
敷市日畑

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-254

33023 新邸遺跡
岡山県岡山市北区吉備津、
倉敷市日畑

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （33）-254
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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

33024 吉野口遺跡 岡山県岡山市北区吉備津
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7、堅塩ナデ）

古墳時代後期、飛鳥
時代、 8世紀前半 ・
中

（33）-189、（33）-241

33025 東山（市道）遺跡 岡山県岡山市北区川入 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-309

33026 足守加茂Ａ遺跡 岡山県岡山市北区加茂
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（33）-171

33027 足守加茂Ｂ遺跡 岡山県岡山市北区加茂
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（33）-171

33028 加茂政所遺跡 岡山県岡山市北区加茂
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期 ・ 後
期

（33）-213、（33）-214、
（33）-241

33029 立田遺跡 岡山県岡山市北区立田 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-213、（33）-214

33030 高松原古才遺跡
岡山県岡山市北区高松原
古才

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前期・中期・
後期

（33）-214、（33）-219、
（33）-241

33031 高塚遺跡 岡山県岡山市北区高塚
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期 ・ 後
期

（33）-219、（33）-221、
（33）-241

33032 津寺遺跡 岡山県岡山市北区津寺
製塩土器（脚台・備讃1・2・
3 ・ 4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生中期後半〜古墳
時代前期 ・ 中期 ・ 後
期

（33）-172、（33）-176、
（33）-188、（33）-192、
（33）-199、（33）-214、
（33）-219、（33）-241、
（33）-292

33033 津寺三本木遺跡 岡山県岡山市北区津寺
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底尖底 ・ 備讃7）

弥生時代後期〜古墳
時代前期、飛鳥時代

（33）-215、（33）-219、
（33）-241

33034 津寺一軒屋遺跡 岡山県岡山市北区津寺 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期
（33）-215、（33）-219、
（33）-241

33035 関戸貝塚
岡山県岡山市北区関戸 ・
大内田

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-154、（33）-161

33036 奥坂遺跡
岡山県岡山市北区大内田
奥坂

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（33）-99、（33）-192

33037 天神坂遺跡
岡山県岡山市北区大内田
天神坂

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4）
弥生時代後期、古墳
時代前期

（33）-99、（33）-192

33038 幡多廃寺
岡山県岡山市中区赤田幡
多

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底 ・ 備讃5）

弥生時代後期、古墳
時代前 ・ 中期

（33）-59、（33）-317

33039 赤田市道遺跡 岡山県岡山市中区赤田 製塩土器 不明 （33）-141

33040 赤田東遺跡 岡山県岡山市中区赤田
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期〜飛鳥
時代

（33）-243、（33）-259

33041 西畑遺跡 岡山県岡山市中区関西畑 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241

33042 百間川遺跡群
岡山県岡山市中区沢田 ・
兼基 ・ 原尾島

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖
底 ・ 備讃7、堅塩ナデ）、製
塩炉

弥生時代後期〜古墳
時代、飛鳥〜奈良時
代

（33）-88、（33）-95、
（33）-96、（33）-97、
（33）-102、（33）-107、
（33）-147、（33）-155、
（33）-162、（33）-169、
（33）-177、（33）-181、
（33）-187、（33）-209、
（33）-219、（33）-224、
（33）-237、（33）-252、
（33）-275、（33）-281、
（33）-315、（33）-335

33043 雄町遺跡 岡山県岡山市中区雄町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（33）-49、（33）-70、
（33）-197、（33）-241、
（33）-323

33044 北口遺跡
岡山県岡山市中区国府市
場

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6）
古墳時代後期、飛鳥
時代

（33）-227

33045 南古市場遺跡
岡山県岡山市中区国府市
場

製塩土器（丸底 ・ 備讃5、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代中期、飛鳥
時代

（33）-303

33046 西祖山方前遺跡 岡山県岡山市東区西祖 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-164、（33）-192

33047 高下遺跡 岡山県岡山市東区竹原 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期
（33）-148、（33）-151、
（33）-195
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33048 飯盛岩の西浜遺跡 岡山県岡山市東区正儀 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-161

33049 飯盛岩の東浜遺跡 岡山県岡山市東区正儀 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-98、（33）-161

33050 金ヶ浜遺跡 岡山県岡山市東区正儀 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-98、（33）-161

33051 金ヶ浜の西浜遺跡 岡山県岡山市東区正儀 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-98、（33）-161

33052 船越浜遺跡 岡山県岡山市東区正儀 製塩土器 古墳時代 （33）-98

33053 黒和遺跡 岡山県岡山市東区邑久郷 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中 ・ 後期
（33）-19、（33）-23、
（33）-219

33054 高雄山遺跡 岡山県岡山市東区宿毛 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期末 （33）-161

33055 目黒上山遺跡 岡山県岡山市東区目黒町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （33）-175

33056 里前遺跡 岡山県岡山市東区才崎 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （33）-308

33057 貝殻山遺跡
岡山県岡山市南区宮浦金
上

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半
（33）-67、（33）-73、
（33）-115

33058 高島遺跡
岡山県岡山市南区宮浦高
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前 ・ 中期
（33）-74、（33）-116、
（33）-161、（33）-219、
（33）-314

33059 妹尾住田遺跡
岡山県岡山市南区妹尾字
上寺

塩田関係、塩釜炉 中世 （33）-231、（33）-242

33060 彦崎貝塚
岡山県岡山市南区彦崎馬
場

製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代初頭、古墳
時代後期

（33）-18、（33）-241、
（33）-277、（33）-310

33061 佐古谷遺跡
岡山県岡山市南区彦崎佐
古谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃6）
6世紀後半〜7世紀初
頭

（33）-219、（33）-232、
（33）-246、（33）-247

33062 御堂奥遺跡 岡山県倉敷市二子 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-55、（33）-241

33063 上東遺跡 岡山県倉敷市上東
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）、製塩炉

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（33）-57、（33）-64、
（33）-70、（33）-223、
（33）-233、（33）-234、
（33）-240、（33）-241

33064 下庄遺跡 岡山県倉敷市下庄 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-234

33065 庄矢部遺跡 岡山県倉敷市下庄 製塩土器 不明 （33）-192

33066 岩倉遺跡 岡山県倉敷市日畑
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（33）-145、（33）-241、
（33）-294

33067 日畑廃寺 岡山県倉敷市日畑 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-261

33068 矢部南向遺跡 岡山県倉敷市矢部南向
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 後期

（33）-171、（33）-219、
（33）-241

33069 矢部堀越遺跡 岡山県倉敷市矢部 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-157、（33）-241

33070 島地貝塚
岡山県倉敷市玉島八島島
地

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（33）-89、（33）-191、
（33）-192、（33）-219、
（33）-241

33071 玉島長尾遺跡 岡山県倉敷市玉島長尾 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （33）-41、（33）-154

33072 長尾神社南遺跡 岡山県倉敷市玉島長尾 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （33）-191、（33）-248

33073 畑之前遺跡 岡山県倉敷市玉島道越 製塩土器 古墳時代 （33）-191

33074 中潟遺跡 岡山県倉敷市玉島中潟 製塩土器 古墳時代 （33）-191

33075 寒田窯跡群4号 岡山県倉敷市玉島陶 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-250

33076 玉島中潟埋立地遺跡 岡山県倉敷市玉島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-241
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33077 道口遺跡 岡山県倉敷市玉島道口
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期後半 ・
後期

（33）-135

33078 月の木部落南遺跡 岡山県倉敷市玉島道口 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-191

33079 岸本貝塚 岡山県倉敷市玉島道口 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-191、（33）-241

33080 要害山遺跡 岡山県倉敷市玉島道越 製塩土器 不明 （33）-241

33081 茂浦2号墳周辺
岡山県倉敷市連島町連島
字小迫外

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-182、（33）-192

33082 上水島Ｂ遺跡 岡山県倉敷市上水島 製塩土器 古墳時代後期 （33）-241

33083 酒津 ・ 水江遺跡 岡山県倉敷市酒津 ・ 水江
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（33）-54、（33）-70、
（33）-219、（33）-241

33084 菅生小学校裏山遺跡 岡山県倉敷市西坂
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）、製塩炉

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（33）-158、（33）-192

33085 粒江遺跡 岡山県倉敷市粒江 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-192

33086
船元貝塚 ・ 船元貝塚西
方遺跡

岡山県倉敷市粒江船元 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-42、（33）-105、
（33）-206、（33）-219

33087 城が端遺跡 岡山県倉敷市粒江船元 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-105、（33）-192、
（33）-219、（33）-304

33088 舟津原下貝塚 岡山県倉敷市粒江舟津原 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-20

33089 舟津原貝塚 岡山県倉敷市粒江舟津原
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代
（33）-94、（33）-138、
（33）-192、（33）-219

33090 船着遺跡 岡山県倉敷市福田町浦田 製塩土器 古墳時代？ （33）-78、（33）-248

33091 鳳山遺跡 岡山県倉敷市藤戸町天城 製塩土器 古墳時代 （33）-248

33092 新御堂遺跡 岡山県倉敷市藤戸町天城 製塩土器 古墳時代 （33）-248

33093 山の花遺跡 岡山県倉敷市藤戸町天城 製塩土器 古墳時代 （33）-248、（33）-320

33094 川子岩遺跡 岡山県倉敷市藤戸町天城
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （33）-24、（33）-241

33095
新吉岡橋南（黒石水谷）
遺跡

岡山県倉敷市黒石字水谷 製塩土器 古墳時代 （33）-207、（33）-248

33096 広江 ・ 浜遺跡 岡山県倉敷市広江字浜
製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）、製塩炉

弥生時代後期〜古墳
時代後期、飛鳥時代

（33）-37、（33）-70、
（33）-78、（33）-120、
（33）-174、（33）-219、
（33）-241、（33）-300、
（33）-305、（33）-313、
（33）-332

33097 福田貝塚
岡山県倉敷市福田町古新
田

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前 ・ 中 ・ 後
期

（33）-78、（33）-241、
（33）-329

33098 福田南遺跡
岡山県倉敷市福田町福田
南

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-50

33099 湾戸遺跡 岡山県倉敷市福田町湾戸 製塩土器 古墳時代
（33）-78、（33）-196、
（33）-218

33100 前田遺跡 岡山県倉敷市船穂町船穂
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）、製塩炉

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（33）-330

33101 里木貝塚
岡山県倉敷市船穂町船穂
里木

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代中期・後期、
飛鳥時代

（33）-48、（33）-219

33102 金浜遺跡
岡山県倉敷市児島塩生金
浜

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-28、（33）-78、
（33）-219

33103 溝落遺跡
岡山県倉敷市児島塩生字
金浜大開

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前 ・ 中 ・ 後
期

（33）-283、（33）-311
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33104 塩生遺跡 岡山県倉敷市児島塩生浜
製塩土器（丸底・備讃5・6）、
製塩土坑（鹹水溜）

古墳時代中 ・ 後期、
中世

（33）-28、（33）-31、
（33）-78、（33）-168、
（33）-192、（33）-284

33105 塩生下浜遺跡 岡山県倉敷市児島塩生 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-192、（33）-219

33106 塩生高島遺跡
岡山県倉敷市児島塩生高
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-78、（33）-192

33107 児島宇野津遺跡 岡山県倉敷市児島宇野津 製塩土器 古墳時代 （33）-78

33108 通生遺跡 岡山県倉敷市児島塩生浜 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-219、（33）-285

33109 阿津走出遺跡
岡山県倉敷市児島阿津走
出

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期、古墳
時代後期、飛鳥時代

（33）-28、（33）-83、
（33）-121、（33）-219

33110 琴海1号古墳
岡山県倉敷市児島阿津1丁
目

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

6世紀末〜7世紀中 （33）-83、（33）-219

33111 山際紫山遺跡 岡山県倉敷市児島上の町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（33）-83

33112 天王遺跡 岡山県倉敷市児島上の町
製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 3、
丸底尖底 ・ 備讃7）

弥生時代中期後半、
弥生時代後期末、飛
鳥時代

（33）-83

33113 内田遺跡
岡山県倉敷市児島上の町
内田

製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-53

33114 池尻遺跡
岡山県倉敷市児島上の町
池尻 ・ 積泉

製塩土器（脚台・備讃1・3・
4）

弥生時代中期後半
〜古墳時代前期

（33）-43、（33）-70、
（33）-186、（33）-241

33115 大池遺跡
岡山県倉敷市児島上の町
大池

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 3）
弥生時代中期後半
〜古墳時代初頭

（33）-53

33116 菰池遺跡 岡山県倉敷市菰池 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-83

33117 菰池オレントウ遺跡 岡山県倉敷市菰池 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期中葉 （33）-83

33118 城の磯辺遺跡 岡山県倉敷市児島味野 製塩土器 不明 （33）-28

33119 熊の宮馬場遺跡 岡山県倉敷市児島下の町
製塩土器（丸底 ・ 備讃6）、
製塩炉

古墳時代後期
（33）-28、（33）-31、
（33）-219

33120 鴻八幡宮馬場遺跡
岡山県倉敷市児島下の町
7 ・ 8丁目

製塩土器 古墳時代 （33）-248

33121 田の口浜遺跡
岡山県倉敷市児島田の口5
丁目

製塩土器（丸底 ・ 備讃6）、
製塩炉

古墳時代後期 （33）-28、（33）-31

33122 琴浦高校裏山遺跡
岡山県倉敷市児島田の口1
丁目

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-22、（33）-50

33123 唐琴浦遺跡 岡山県倉敷市児島唐琴 製塩土器（丸底 ・ 備讃6 ？） 古墳時代後期 （33）-28

33124 王子ヶ岳南麓遺跡
岡山県倉敷市児島唐琴町
字嶽山

製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭内）

（33）-170

33125 王子ヶ岳浜遺跡 岡山県倉敷市児島唐琴町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-160

33126 堅場島遺跡
岡山県倉敷市唐琴町堅場
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-28

33127 木見大賀遺跡 岡山県倉敷市木見 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期後半
〜古墳時代初頭

（33）-83

33128 正無田遺跡 岡山県倉敷市木見 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-24

33129 城遺跡
岡山県倉敷市児島味野城
ハンド

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期中葉 （33）-53、（33）-65、（33）-70

33130 仁伍遺跡
岡山県倉敷市児島味野5丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-53、（33）-70

33131 平田遺跡
岡山県倉敷市児島小川7丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-53
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33132 戸津田遺跡 岡山県倉敷市串田 ・ 林 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半
（33）-24、（33）-25、
（33）-296

33133 竹田遺跡 岡山県倉敷市林竹田 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-22、（33）-24

33134 久須美鼻西遺跡
岡山県倉敷市下津井（大
畠）

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-219

33135 大浜遺跡 岡山県倉敷市下津井大畠
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期、古墳
時代後期、飛鳥時代

（33）-1

33136 大畠長浜遺跡 岡山県倉敷市下津井大畠 製塩土器 不明 （33）-83

33137 大浜海水浴場遺跡 岡山県倉敷市下津井 製塩土器 不明 （33）-83

33138 松島遺跡 岡山県倉敷市下津井松島 製塩土器 不明 （33）-192

33139 釜島南浜遺跡 岡山県倉敷市下津井釜島 製塩土器 不明 （33）-192

33140 釜島北浜遺跡 岡山県倉敷市下津井釜島
製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 備讃7）、製塩炉

古墳時代中 ・ 後期、
飛鳥時代

（33）-7

33141 釜島西の浜遺跡 岡山県倉敷市下津井釜島
製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代中 ・ 後期、
飛鳥時代

（33）-154、（33）-248

33142 釜島遺跡 岡山県倉敷市下津井釜島 製塩土器 不明 （33）-239

33143 六口島大首浜遺跡
岡山県倉敷市下津井六口
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前 ・ 中 ・ 後
期

（33）-8、（33）-30

33144 六口島柳ノ谷遺跡
岡山県倉敷市下津井六口
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （33）-30

33145 六口島柳谷の浜遺跡
岡山県倉敷市下津井六口
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （33）-12

33146 六口島二番谷遺跡
岡山県倉敷市下津井六口
島

製塩土器 古墳時代 （33）-248

33147 上水島西の浜遺跡
岡山県倉敷市水島川崎通1
丁目上水島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7、堅塩）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代、古代

（33）-78、（33）-326

33148 池田散布地
岡山県倉敷市真備町有井
字池田

製塩土器（甕形） 古代 （33）-208

33149 美作国府跡 岡山県津山市小原 製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀前半 ・ 中
（33）-104、（33）-166、
（33）-219

33150 小原1号墳 岡山県津山市小原 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-144、（33）-219

33151 小原2号墳 岡山県津山市小原 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-144、（33）-219

33152 大田茶屋遺跡 岡山県津山市大田 製塩土器（堅塩） 奈良時代 （33）-205

33153 山田原遺跡 岡山県玉野市山田原 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-26、（33）-38、（33）-70

33154 吉浦遺跡 岡山県玉野市胸上 製塩土器 不明 （33）-249

33155 沖須賀遺跡 岡山県玉野市後閑沖須賀
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）、製塩炉、土坑
（鹹水関係）

古墳時代前期・中期、
平安時代

（33）-93、（33）-161、
（33）-219

33156 出崎 ・ 長崎遺跡 岡山県玉野市後閑長崎 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-123、（33）-131、
（33）-219

33157 出崎ごまの浦遺跡 岡山県玉野市後閑
製塩土器（脚台・備讃1・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代中期後半、
弥生時代後期末〜古
墳時代前期 ・ 後期

（33）-154、（33）-241

33158 出崎キャンプ場遺跡 岡山県玉野市後閑 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-47
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33159 出崎灰出遺跡 岡山県玉野市後閑 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-47、（33）-241

33160 出崎田浦遺跡 岡山県玉野市後閑 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-241

33161 出崎船越遺跡 岡山県玉野市後閑 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-154、（33）-236、
（33）-241

33162 出崎牛が浦南遺跡 岡山県玉野市後閑 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-154

33163 出崎遺跡 岡山県玉野市沼 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-278

33164 出崎灰出1号墳 岡山県玉野市沼字灰出 製塩土器（丸底 ・ 備讃6）
古墳時代後期（6世紀
後半終わり頃）

（33）-217

33165 田井童崎遺跡 岡山県玉野市田井童崎 製塩土器 不明 （33）-47

33166 見能遺跡 岡山県玉野市田井梶原 製塩土器 弥生時代？ （33）-249

33167 田井の浦遺跡
岡山県玉野市田井玉野市
民病院

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）、製塩炉

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（33）-47、（33）-74、
（33）-241、（33）-249

33168 田井大門遺跡
岡山県玉野市田井田井小
学校

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前期 ・ 中期 （33）-241

33169 先丁場遺跡 岡山県玉野市田井先丁場 製塩土器 不明 （33）-71

33170 孫座古墳 岡山県玉野市田井2丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-241

33171 深山遺跡 岡山県玉野市田井深山 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（33）-44

33172 長崎北浜遺跡 岡山県玉野市宇野
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（33）-154

33173 高辺2号墳 岡山県玉野市築港高辺 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-192

33174 高辺遺跡 岡山県玉野市築港日の出
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （33）-241

33175 築港所在包含地 岡山県玉野市築港 製塩土器 不明 （33）-249

33176 玉野競輪場遺跡 岡山県玉野市築港日の出 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-192

33177 日の田遺跡
岡山県玉野市和田 ・ 日の
田

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-12、（33）-241

33178 三井造船所内遺跡 岡山県玉野市和田 ・ 玉
製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 3、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）

弥生時代中期後半、
弥生時代後期末、古
墳時代中期 ・ 後期、
飛鳥時代

（33）-154、（33）-241

33179 地蔵山遺跡 岡山県玉野市玉地蔵山 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-47、（33）-241

33180 地蔵山（2号）古墳 岡山県玉野市玉3丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期末 （33）-149、（33）-241

33181 地蔵山1号墳 岡山県玉野市玉3丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期末 （33）-149、（33）-241

33182 向日比遺跡 岡山県玉野市向日比 製塩土器 不明 （33）-249

33183 渋川海岸遺跡 岡山県玉野市渋川
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （33）-219

33184 鼻繰鼻の西海岸遺跡 岡山県玉野市渋川 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-241

33185 十禅寺山遺跡
岡山県玉野市八浜町上元
川十禅寺

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-47
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33186 八浜遺跡 岡山県玉野市八浜町大崎 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-241

33187 碁石浜遺跡 岡山県玉野市八浜町見石 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-192

33188 瓶割池（北山頂）遺跡 岡山県玉野市玉原 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-161

33189 的場山遺跡 岡山県玉野市玉的場山 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-11、（33）-47

33190 茶ドラ山遺跡 岡山県玉野市玉 ・ 奥玉 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （33）-47

33191 相引池北山遺跡
岡山県玉野市長尾相引池
北山

製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-161

33192 尾越遺跡 岡山県玉野市長尾尾越 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-47

33193 鴨神社境内遺跡 岡山県玉野市長尾 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-47

33194 長尾所在24-121包含地 岡山県玉野市長尾 製塩土器
弥生時代後期〜古墳
時代

（33）-249

33195 玉野市131番地包含地 岡山県玉野市北浦 製塩土器 古墳時代 （33）-249

33196 北浦所在包蔵地 岡山県玉野市北浦 製塩土器 不明 （33）-249

33197 木目遺跡
岡山県玉野市木目上谷 ・
向谷

製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（33）-71、（33）-249

33198 玉野荘内支所裏遺跡 岡山県玉野市木目 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（33）-161

33199 津雲貝塚 岡山県笠岡市西大島津雲 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （33）-9、（33）-241

33200 王泊遺跡 岡山県笠岡市高島 ・ 王泊
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7、堅塩）、製塩炉

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代、古代

（33）-34、（33）-70、
（33）-124、（33）-161、
（33）-241

33201 黒土遺跡 岡山県笠岡市高島黒土
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（33）-34、（33）-191、
（33）-241

33202 中条遺跡 岡山県笠岡市白石島中条
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（33）-139

33203 尾中遺跡 岡山県笠岡市白石島尾中
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（33）-161

33204 田ノ浦遺跡
岡山県笠岡市白石島田ノ
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃5、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代初頭・前期・
中期、飛鳥時代

（33）-127、（33）-139、
（33）-154

33205 白石島東海岸北遺跡 岡山県笠岡市白石島上浦
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （33）-161

33206 白石島東海岸南遺跡 岡山県笠岡市白石島上浦
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （33）-161

33207 台ノ鼻南海岸遺跡 岡山県笠岡市白石島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-161

33208 カジヤ遺跡 岡山県笠岡市白石島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （33）-161

33209 北木島首ノ峠遺跡 岡山県笠岡市北木島町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（33）-161、（33）-248

33210 笠岡工業高校遺跡 岡山県笠岡市横島鳴ヶ鼻
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期、古墳
時代後期末

（33）-32、（33）-110、
（33）-241

33211 大殿洲遺跡 岡山県笠岡市横島大殿洲
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前期 ・ 中期 （33）-192、（33）-241

33212 上浦Ｂ遺跡
岡山県笠岡市片島洲ノ丸 ・
島頭

製塩土器 古墳時代 （33）-248

33213 大飛島遺跡
岡山県笠岡市神島外浦大
飛島

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ？、
丸底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代中期？、飛
鳥時代

（33）-33、（33）-125、
（33）-161
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33214 神島外浦遺跡
岡山県笠岡市神島外浦大
道

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-12、（33）-241

33215 東村貝塚 岡山県笠岡市神島 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-241

33216 神島東村天神遺跡 岡山県笠岡市神島 製塩土器 古墳時代 （33）-191、（33）-248

33217 鍛冶屋遺跡 岡山県笠岡市小平井
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前期・中期・
後期

（33）-136、（33）-219、
（33）-241

33218 笠岡本町遺跡 岡山県笠岡市笠岡中央町 製塩土器（丸底・備讃・6 ？） 古墳時代後期 （33）-184、（33）-248

33219 東中町遺跡 岡山県笠岡市 製塩土器（丸底 ・ 備讃 ・ 5） 古墳時代中期 （33）-185

33220 高越遺跡
岡山県井原市東江原町字
小丸

製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期後半 ・
末

（33）-256

33221 窪木薬師遺跡 岡山県総社市窪木
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（33）-159、（33）-219、
（33）-241

33222 三須河原遺跡 岡山県総社市三須 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-226

33223 三須畠田遺跡 岡山県総社市三須 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （33）-226

33224 樋本遺跡 岡山県総社市三輪
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前期・中期・
後期

（33）-128、（33）-219

33225 荒神ヶ市遺跡 岡山県総社市真壁 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （33）-146、（33）-219

33226 窪木（赤浜）遺跡 岡山県総社市赤浜
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期 ・ 後
期

（33）-150、（33）-190、
（33）-198、（33）-219、
（33）-287

33227 北溝手遺跡 岡山県総社市北溝手
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期 ・ 後
期

（33）-279、（33）-302

33228 南溝手遺跡 岡山県総社市南溝手
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期前半　
古墳時代中 ・ 後期

（33）-287、（33）-302

33229 神明遺跡 岡山県総社市福井
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期後半、
古墳時代中期 ・ 後期

（33）-331

33230 刑部遺跡 岡山県総社市刑部
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5）

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期

（33）-331

33231 林崎遺跡 岡山県総社市奥坂 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-216

33232 千引カナクロ谷遺跡 岡山県総社市奥坂 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-216

33233 鬼城山 岡山県総社市奥坂 製塩土器（堅塩ナデ） 奈良時代 （33）-307

33234 八紘8号古墳 岡山県総社市山田 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期末 （33）-297、（33）-301

33235 西江遺跡
岡山県新見市哲西町上神
代西江

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期
（33）-68、（33）-126、
（33）-219、（33）-306

33236 新市谷遺跡
岡山県新見市哲西町下神
代

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-66

33237 宗金遺跡 岡山県新見市西方宗金 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-72、（33）-219

33238 大倉遺跡 岡山県新見市畑木字青谷 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-69、（33）-219

33239 鹿久居No． 4遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-35、（33）-241

33240 鹿久居No． 8遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-35、（33）-241

33241 中泊遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-35、（33）-241
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33242 鹿久居千軒遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（33）-35、（33）-192、
（33）-219、（33）-241

33243 鹿久居奥泊遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（33）-35、（33）-241

33244 鹿久居貝ノ前遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代初頭・前期・
後期、飛鳥時代

（33）-35、（33）-70、
（33）-192、（33）-219、
（33）-241

33245 鵜ノ石鼻北西浜遺跡
岡山県備前市日生町日生
（鹿久居島）

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（33）-35

33246 鴻ノ島遺跡
岡山県備前市日生町日生
鴻ノ島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-35

33247 新庄西畑田遺跡 岡山県備前市新庄西畑田 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（33）-129、（33）-241

33248 新庄東田遺跡 岡山県備前市新庄東田 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （33）-129、（33）-241

33249 鹿忍矢寄ヶ浜遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町鹿
忍矢寄

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）、製塩炉？

古墳時代後期、飛鳥
時代

（33）-6、（33）-154、
（33）-193、（33）-219

33250 鹿忍双塚の東浜遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町鹿
忍矢寄

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-161

33251 槌ケ谷1号墳
岡山県瀬戸内市牛窓町鹿
忍槌ケ谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 6世紀後半 （33）-193

33252 前島尾越遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓前島尾越

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代、飛鳥時代
（33）-6、（33）-193、
（33）-219

33253 前島御堂港北浜遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓前島

製塩土器（備讃6） 古墳時代後期 （33）-193、（33）-219

33254 黄島遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓黄島

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 4）
弥生時代中期後半、
古墳時代前期

（33）-241

33255 黒島北岸遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓黒島

製塩土器 古墳時代 （33）-75

33256 黒島東浜遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓黒島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-27、（33）-241

33257 黒島貝塚
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓黒島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代
（33）-193、（33）-219、
（33）-241

33258 綾浦遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓綾浦 ・ 御霊東 ・ 御霊西

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 備讃7、堅塩）

古墳時代中 ・ 後期、
飛鳥時代、奈良時代

（33）-10、（33）-192、
（33）-193、（33）-219、
（33）-269

33259 師楽遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓師楽

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）、製塩炉

古墳時代、飛鳥時代
（33）-3、（33）-70、（33）-92、
（33）-122、（33）-193、
（33）-219、（33）-321

33260 乙佐塚古墳
岡山県瀬戸内市牛窓町牛
窓石木堂

製塩土器（丸底 ・ 備讃6）
6世紀後半〜7世紀初
頭

（33）-114、（33）-193、
（33）-219

33261 粟利郷遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜釜ノ上 ・ 荒神下 ・ 船着

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-10、（33）-219

33262 釜屋の上遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜釜ノ上

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-92、（33）-154、
（33）-193、（33）-219

33263 殿畑遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜殿畑

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）、製塩炉

古墳時代、飛鳥時代
（33）-17、（33）-92、
（33）-193、（33）-219、
（33）-241

33264 磯遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜磯 ・ 殿畑

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7 ？）、製塩炉？

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代？

（33）-4、（33）-92、
（33）-193、（33）-219、
（33）-241

33265 安長遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜安長 ・ 串ノ端 ・ 深ノ田

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代、飛鳥時代 （33）-4、（33）-92、（33）-193

33266 北田遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜段畑・北田・聖ヶ市・森ヶ
上

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代
（33）-2、（33）-92、
（33）-193、（33）-241
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33267 奥浦下遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜 ・ 久保畑 ・ 犬角 ・ 川端 ・
汐田 ・ 樋ノ口

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代
（33）-92、（33）-154、
（33）-193、（33）-241

33268 大道口遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜聖ヶ市 ・ 前田 ・ 大道口 ・
古宮

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（33）-15、（33）-92、
（33）-161、（33）-193、
（33）-219

33269 嶽遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜宮ノ下 ・ 大坪 ・ 中ヶ市 ・
嶽ノ下

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-92、（33）-161、
（33）-193、（33）-219

33270 用本遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜用本 ・ 林ノ下

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）、製塩炉？

古墳時代、飛鳥時代
（33）-14、（33）-92、
（33）-165、（33）-193、
（33）-219、（33）-241

33271 下遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜下

製塩土器（脚台・備讃1・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代中期後半、
弥生時代後期末、古
墳時代後期

（33）-62、（33）-219

33272 寒風池北西斜面遺跡
岡山県瀬戸内市牛窓町長
浜寒風

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241

33273 長浜遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海長濱

製塩土器（脚台・備讃1・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代中期後半
〜後期末、古墳時代
前期

（33）-241、（33）-249、
（33）-267

33274 はないな遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-5、（33）-219

33275 尻海西浜遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海西濱

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（33）-219、（33）-249、
（33）-268

33276 尻海林下遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海林下

製塩土器 古墳〜奈良時代 （33）-249、（33）-268

33277 尻海江ノ山遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海江ノ山

製塩土器 奈良時代 （33）-249

33278 尻海江ノ浜遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海江ノ濱

製塩土器 古墳〜奈良時代 （33）-249、（33）-268

33279 西浜西遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尻
海玉津

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-241

33280 門田貝塚
岡山県瀬戸内市邑久町尾
張門田 ・ 西畑田

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、堅塩ナ
デ）

弥生時代後期〜古墳
時代、古代

（33）-12、（33）-100、
（33）-219、（33）-241、
（33）-269

33281 堂免貝塚
岡山県瀬戸内市邑久町尾
張

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期〜古墳
時代

（33）-219、（33）-241、
（33）-270、（33）-271

33282 山田庄北畑遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尾
張北畑

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（33）-62、（33）-133、
（33）-241、（33）-273

33283 助三畑遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町尾
張助三畑

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-192、（33）-241

33284 百田遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町百
田天神免

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期末
（33）-62、（33）-241、
（33）-272

33285 樋ノ口採集遺物
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄樋ノ口

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241、（33）-271

33286 品治遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（33）-62、（33）-241、
（33）-271

33287 本神後遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（33）-62、（33）-241、
（33）-271

33288 畑中遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（33）-312

33289 赤枝拝登遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄オンザ

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241、（33）-271

33290 松ノ木遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄松ノ木

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241

33291 熊山田散布地
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄字月ノ木

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-133、（33）-255

33292 箕輪下遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町箕
輪広田

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（33）-62、（33）-241、
（33）-271
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33293 円張貝塚
岡山県瀬戸内市邑久町豊
原円張

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-241、（33）-271

33294 千防崎遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町本
庄

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-12

33295 船原梶ヶ端遺跡
岡山県瀬戸内市邑久町本
庄

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（33）-133、（33）-241、
（33）-271

33296 牛文向山遺跡
岡山県瀬戸内市長船町牛
文 ・ 西町

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （33）-203、（33）-241

33297 木鍋山遺跡
岡山県瀬戸内市長船町土
師宮下

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 3）
弥生時時代中期末 ・
後期末

（33）-204、（33）-241

33298 船山遺跡
岡山県瀬戸内市長船町長
船船山

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-109、（33）-161

33299 福里遺跡
岡山県瀬戸内市長船町福
里

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（33）-167、（33）-192、
（33）-241

33300 着銅遺跡 岡山県赤磐市長尾 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-316

33301 山の間遺跡 岡山県赤磐市長尾 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-322

33302 門前池遺跡 岡山県赤磐市長尾 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （33）-58

33303 斎富遺跡 岡山県赤磐市斎富
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃6）

弥生時代後期、古墳
時代後期

（33）-183、（33）-192、
（33）-219

33304 南方前池遺跡 岡山県赤磐市南方 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （33）-173

33305 備前国分寺跡 岡山県赤磐市馬屋 製塩土器（堅塩ナデ） 奈良時代 （33）-290

33306 池新田遺跡 岡山県赤磐市穂先 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-334

33307 新屋敷遺跡 岡山県赤磐市穂先 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （33）-334

33308 谷尻遺跡 岡山県真庭市上水田谷尻 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-61、（33）-219

33309 尾崎遺跡 岡山県美作市古町
製塩土器（堅塩深鉢形ナ
デ ・ 布目、堅塩椀形）、炉

8世紀前半 ・ 中
（33）-288、（33）-289、
（33）-327

33310 鍛冶屋逧古墳群A2号墳 岡山県美作市中尾 ・ 上相 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-318

33311 寄島北西浜遺跡
岡山県浅口市寄島町寄島
かりや

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-16

33312 三郞島遺跡 岡山県浅口市寄島町寄島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-248

33313 安倉八幡遺跡
岡山県浅口市寄島町東安
倉宮東脇

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-248

33314 片本生相所在遺跡
岡山県浅口市寄島町片本
生相

製塩土器 不明 （33）-248

33315 森山遺跡
岡山県浅口市鴨方町六条
院中森山

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期前半 （33）-286

33316 竹林寺天文台遺跡
岡山県浅口市鴨方町本庄、
小田郡矢掛町南山田

製塩土器（脚台 ・ 備讃2）
弥生時代後期中〜後
半

（33）-293

33317 上竹西の坊遺跡 岡山県浅口市金光町上竹
製塩土器（脚台 ・ 備讃1、堅
塩ナデ）

弥生時代中期後半、
8世紀中頃

（33）-103、（33）-135、
（33）-241

33318 下竹園崎遺跡 岡山県浅口市金光町下竹 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-191、（33）-241

33319 東郷遺跡 岡山県浅口市金光町八重 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （33）-286

33320 久田原遺跡
岡山県苫田郡鏡野町久田
下原

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ？） 古墳時代中期？ （33）-257

33321 夏栗遺跡
岡山県苫田郡鏡野町久田
下原

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （33）-262
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を考えるー』　蒲刈町 ・ 蒲刈町教育委員会　1996年9月

（34）-57
大久保徹也「古墳時代中後期における塩の流通」 （塩の会シンポジュウム実行委員会編1997年10月『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）

（34）-58
中越利夫「大野瀬戸周辺の遺跡 ・ 遺物（4） ー広島湾岸域における縄文時代遺跡の地域構造的分析ー」 『内海文化研究紀要』第
26号　広島大学文学部内海文化研究施設　1998年3月

（34）-59 広島県教育委員会編1999年3月『広島県遺跡地図6 （三原市 ・ 尾道市 ・ 因島市 ・ 竹原市 ・ 豊田郡）』　広島県教育委員会

（34）-60
広島県埋蔵文化財調査センター （松井和幸ほか）編1999年3月『和田原Ｄ地点遺跡発掘調査報告書』　広島県埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書第186集　庄原市教育委員会 ・ 財団法人広島県埋蔵文化財調査センター ・ 簡易保険福祉事業団

（34）-61
松浦宣秀「古代の塩づくり」 （芸備友の会（脇坂光彦 ・ 小都隆）編1999年5月『考古学から見た地域文化ー瀬戸内の歴史復元ー』　
株式会社渓水社）

（34）-62 古瀬清秀1999年7月『日本古代における鉄鍛冶技術の研究』広島大学文学部学位論文　広島大学

（34）-63 松浦宣秀「古代の塩づくり」 （蒲刈町誌編集委員会 ・ 蒲刈町教育委員会編2000年1月『蒲刈町誌　通史編』　蒲刈町）

（34）-64
広島県教育委員会編2000年3月『広島県遺跡地図7 （福山市 ・ 府中市 ・ 沼隈郡 ・ 深安郡 ・ 芦品郡 ・ 神石郡）』　広島県教育委員
会

（34）-65
八千代町教育委員会（山手良伸）編2000年3月『新宮遺跡群発掘調査報告書』　八千代町埋蔵文化財調査報告書第1集　八千代町
教育委員会

（34）-66
府中市教育委員会（道田賢志）編2001年3月『府中市内遺跡6 ー 1999年度調査に関する報告ー備後国府跡（金龍寺東遺跡）ほか』　
府中市埋蔵文化財調査報告第12冊　府中市教育委員会

（34）-67
中越利夫「久代東山岩陰（第18次）の調査」 『広島大学文学部帝釈峡遺跡群発掘調査室年報15』　広島大学文学部帝釈峡遺跡群
発掘調査室　2001年3月

（34）-68
東広島市教育文化振興事業団文化財センター （妹尾周三）編2002年3月『西条町　史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書4－第12次・
第13次調査の記録ー』　文化財センター調査報告書第36冊　財団法人東広島市教育文化振興事業団

（34）-69
古瀬清秀ほか「瀬戸内海における古代海上交通と祭祀」 『瀬戸内海に関する研究』創立15周年記念事業　財団法人福武学術文化
振興財団　2002年9月

（34）-70
広島県埋蔵文化財調査センター （渡邊昭人）編2003年3月『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（4） ー油免遺跡の調
査ー』　広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第202集　財団法人広島県埋蔵文化財調査センター

（34）-71
広島県埋蔵文化財調査センター （鍛治益夫）編2003年3月『布掛遺跡 ・ 大仙1号遺跡 ・ 大仙2号遺跡発掘調査報告書』　広島県埋
蔵文化財調査センター調査報告書第209集　財団法人広島県埋蔵文化財調査センター
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（34）-72
吉田町地域振興事業団（新川隆 ・ 重森正樹 ・ 沖田健太郎）編2003年3月『郡山大通院谷遺跡』古代編　財団法人吉田町地域振興
事業団報告書第8集　財団法人吉田町地域振興事業団（全3冊、古代編 ・ 本文、古代編 ・ 図版、西地点編）

（34）-73 三次市教育委員会（兎原仁美）編2004年2月『野稲南第8〜11号古墳』　三次市文化財調査報告書第6集　三次市教育委員会

（34）-74
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（恵谷泰典）編2004年2月『みたち第2 ・ 3号古墳』　財団法人広島県教育事業団発掘調査報
告書第2集　財団法人広島県教育事業団

（34）-75
府中市教育委員会（道田賢志）編2005年3月『府中市内遺跡9 ー 2003年度調査に関する報告ー　備後国府跡（ツジ遺跡）ほか』　府
中市埋蔵文化財調査報告第17冊　府中市教育委員会

（34）-76
東広島市教育文化振興事業団文化財センター （渡邊昭人）編2005年3月『西条町吉行　史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書7』　文
化財センター調査報告書第46冊　財団法人東広島市教育文化振興事業団文化財センター

（34）-77
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（青山透 ・ 古瀬祐子 ・ 伊藤実）編2006年3月『曽川1号遺跡（Ａ〜Ｄ地区）』　財団法人広島県
教育事業団発掘調査報告書第18集　財団法人広島県教育事業団

（34）-78 大久保徹也「塩の生産と流通」 『みよし風土記の丘』№74　三次風土記の丘友の会　2006年3月

（34）-79
古瀬清秀 ・ 加藤徹ほか「厳島における考古学的踏査とその検討（1）」 『内海文化研究紀要』第34号　広島大学大学院文学研究科
附属内海文化研究施設　2006年3月

（34）-80
株式会社パスコ（田部秀男 ・ 小柳太一）編2006年12月『南部山遺跡発掘調査報告書ー広島市安佐南区上安所在ー』　株式会社パ
スコ ・ 財団法人広島市文化財団

（34）-81
古瀬清秀 ・ 加藤徹ほか「厳島における考古学的踏査とその検討（2）」 『内海文化研究紀要』第35号　広島大学大学院文学研究科
附属内海文化研究施設　2007年3月

（34）-82
東広島市教育文化振興事業団文化財センター （中山学）編2007年3月『西条町吉行　史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書9』　文化
財センター調査報告書第58冊　財団法人東広島市教育文化振興事業団文化財センター

（34）-83
岩本正二「広島県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー 「海の生産用具」
から20年ー』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）

（34）-84
加藤徹・古瀬清秀「第二節 柏島西の浜遺跡の発掘調査について」 （川尻町誌編さん委員会・ 呉市史編さん委員会編2008年3月『川
尻町誌　通史編』　呉市）

（34）-85
府中市教育委員会（道田賢志）編2008年3月『府中市内遺跡12　2006年度調査に関する報告　備後国府跡（元町東遺跡）ほか』　府
中市埋蔵文化財調査報告第20冊　府中市教育委員会

（34）-86
柴田昌児「芸予諸島の製塩土器と伊予地域における流通実態」 （四国考古学研究会土器製塩研究部会編2010年10月『製塩土器
の分布状況から見た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会）

（34）-87
「山波崎遺跡」 （尾道市教育委員会（西井亨 ・ 中嶋将史）編2011年3月『尾道市内遺跡　平成21年度』尾道遺跡ほか埋蔵文化財調
査概要　尾道市埋蔵文化財調査報告第43集　尾道市教育委員会

（34）-88 庄原市教育委員会（荒平悠 ・ 辻村哲豊）編2012年3月『常納原遺跡』　庄原市文化財調査報告書26　庄原市教育委員会

（34）-89
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（山田繁樹）編2012年3月『和知白鳥遺跡2 （古墳時代の調査）』　財団法人広島県教
育事業団発掘調査報告書第42集　財団法人広島県教育事業団

（34）-90
東広島市教育文化振興事業団埋蔵文化財センター （植田広）編2012年3月『高屋うめの辺1号 ・ 2号遺跡発掘調査報告書』　文化
財センター調査報告書第77冊　東広島市教育文化振興事業団

（34）-91
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（尾崎光伸）編2013年3月『番久遺跡　原畑遺跡』　財団法人広島県教育事業団発掘
調査報告書第48集　財団法人広島県教育事業団

（34）-92
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（唐口勉三）編2013年3月『向泉川平1号遺跡　向泉川平2号遺跡』　財団法人広島県
教育事業団発掘調査報告書第49集　財団法人広島県教育事業団

（34）-93
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（川﨑真二）編2013年3月『馬ヶ段遺跡　皇塩遺跡』　財団法人広島県教育事業団発
掘調査報告書第51集　財団法人広島県教育事業団

（34）-94
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（河村靖宏）編2013年3月『三重1号遺跡』　財団法人広島県教育事業団発掘調査報
告書第52集　団法人広島県教育事業団

（34）-95
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（曽根猛）編2013年3月『御領遺跡（第2次調査2009）　御領遺跡（第3次調査2010）』　
財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書第55集　財団法人広島県教育事業団
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（34）-96
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（山田繁樹）編2013年3月『常納原遺跡』　財団法人広島県教育事業団発掘調査報告
書第56集　財団法人広島県教育事業団

（34）-97
広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室（山田繁樹）編2013年3月『小迫遺跡 ・ 岡野原遺跡』　財団法人広島県教育事業団発
掘調査報告書第57集　財団法人広島県教育事業団

（34）-98 広島県教育委員会『広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調査） 報告書　平成23年度』　広島県教育委員会　2013年3月

（34）-99
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（川崎真二）編2014年3月『風呂谷遺跡 ・ 風呂谷古墳』　公益財団法人広島県教育事業団発
掘調査報告書第59集　公益財団法人広島県教育事業団

（34）-100
広島県教育委員会（恵谷泰典 ・ 沖憲明 ・ 渡邊昭人）編2014年3月『平成24年度　広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調査）報告書』　
広島県教育委員会

（34）-101
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（唐口勉三）編2015年3月『善正平1号遺跡 ・ 善正平2号遺跡』　公益財団法人広島県教育事
業団発掘調査報告書第70集　公益財団法人広島県教育事業団

（34）-102
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（辻満久 ・ 山澤直樹）編2015年3月『国道313号線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告（3）　御領遺跡第4次調査 （2011）　 御領遺跡第5次調査 （2012）』　公益財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書第73集　
公益財団法人広島県教育事業団

（34）-103
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（辻満久）編2016年3月『国道313号道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（4）　御領
遺跡（第6次調査2013）』　公益財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書第75集　公益財団法人広島県教育事業団

（34）-104
府中市教育委員会（道田賢志 ・ 磯田容子ほか）編2016年3月『備後国府関連遺跡1 第2分冊』　府中市埋蔵文化財調査報告第27冊　
府中市教育委員会

（34）-105
福山市教育委員会文化財課（山岡渉 ・ 江草由梨）編2018年2月『福山市山手町　湯伝遺跡第2次調査報告書』　福山市埋蔵文化財
調査報告第39集　福山市教育委員会

（34）-106
八幡浩二 ・ 内田実 ・ 尾崎光伸 ・ 中山愉希江「福山市宇治島北の浜遺跡の踏査」 『都市経営』№10　福山市立大学都市経営学部　
2018年2月

（34）-107
広島県教育事業団埋蔵文化財調査室（辻満久）編2021年３月『水除浜塩田跡』　公益財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書
第88集　公益財団法人広島県教育事業団
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（34）　広島県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

34001 南部山遺跡
広島県広島市安佐南区上
安

製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （34）-80

34002 斎島遺跡 広島県呉市豊浜町斎島 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-58

34003 沖浦遺跡
広島県呉市蒲刈町大浦沖
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、堅塩薄手ナ
デ、堅塩布目、甕形）、製塩
炉、粘土土坑

古墳時代前 ・ 中 ・ 後
期、飛鳥〜奈良時代

（34）-31、（34）-38、
（34）-40、（34）-63

34004 殿河内遺跡 広島県呉市蒲刈町大浦 製塩土器 古墳時代 （34）-52

34005 藻浦遺跡 広島県呉市倉橋町尾立 製塩土器？ 古墳〜奈良時代 （34）-52

34006 郷尻遺跡 広島県呉市倉橋町鹿島 製塩土器 古墳時代 （34）-52

34007 柏島西の浜遺跡 広島県呉市川尻町柏島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前期 ・ 中期 （34）-84

34008 長浜遺跡 広島県竹原市忠海町 製塩土器 古墳時代 （34）-6、（34）-98

34009 鳳伏山遺跡
広島県竹原市竹原町鳳伏
山

製塩土器 不明 （34）-59

34010 岡野原遺跡
広島県竹原市田万里町岡
野原

製塩土器（堅塩ナデ・布目） 奈良時代 （34）-97

34011 北浦遺跡
広島県三原市鷺浦町小佐
木島北浦

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3、（34）-6

34012 清水谷遺跡
広島県三原市鷺浦町小佐
木島清水谷

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3、（34）-6

34013 西谷遺跡
広島県三原市鷺浦町小佐
木島西谷

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3、（34）-6

34014 須波遺跡
広島県三原市鷺浦町佐木
島須波

製塩土器 不明 （34）-6

34015 佐木島東岸遺跡
広島県三原市鷺浦町佐木
島東海岸

製塩土器 不明 （34）-6

34016 宿袮島遺跡
広島県三原市鷺浦町宿袮
島

製塩土器 不明 （34）-3、（34）-6

34017 兜山北（船岩）古墳
広島県三原市沼田東町納
所字山崎

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-20、（34）-38

34018 みたち第3号古墳
広島県三原市本郷町本郷
字三太刀

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-74

34019 大田貝塚
広島県尾道市高須町出口
竹之端

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（34）-14、（34）-17、
（34）-20、（34）-38

34020
今免遺跡（今免東側遺物
包含地）

広島県尾道市山波町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （34）-18、（34）-20、（34）-38

34021 山波崎遺跡 広島県尾道市山波町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（34）-87

34022 広塚2号古墳
広島県尾道市山波町廻り
田

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （34）-18、（34）-20、（34）-38

34023 古江浜貝塚
広島県尾道市向東町古江
浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（34）-18、（34）-20、
（34）-38、（34）-59

34024 本浦遺跡 広島県尾道市浦崎町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-6

34025 満越遺跡 広島県尾道市浦崎町大畠
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）、製塩炉

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（34）-18、（34）-20、
（34）-27、（34）-30、
（34）-37、（34）-38
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34026 長者ヶ原遺跡 広島県尾道市浦崎町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-13

34027 串の浜遺跡
広島県尾道市浦崎町下組
串の浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-20

34028 曽川1号遺跡
広島県尾道市御調町大町
曽川

製塩土器（堅塩ナデ） 8〜9世紀初頭 （34）-77

34029 大浜広畠遺跡
広島県尾道市因島大浜町
倉谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期
（34）-11、（34）-17、
（34）-20、（34）-38、（34）-86

34030 細島1遺跡
広島県尾道市因島重井町
細島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-2、（34）-3

34031 細島2遺跡
広島県尾道市因島重井町
細島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-2、（34）-3

34032 小細島1遺跡
広島県尾道市因島重井町
小細島

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3

34033 小細島2遺跡
広島県尾道市因島重井町
小細島

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3

34034 小細島3遺跡
広島県尾道市因島重井町
小細島

製塩土器 不明 （34）-2、（34）-3

34035 津之下貝塚
広島県福山市大門町津之
下

製塩土器 不明 （34）-2

34036 ザブ遺跡
広島県福山市津之郷町坂
部

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6 ？）

古墳時代前期、古墳
時代後期？

（34）-16、（34）-20、（34）-38

34037 本谷遺跡 広島県福山市津之郷町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-15

34038 草戸千軒町遺跡 広島県福山市草戸町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-9、（34）-44

34039 福田池遺跡 広島県福山市駅家町 製塩土器 古墳時代前期？ （34）-35

34040 湯伝遺跡 広島県福山市山手町湯伝
製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代中期・後期、
飛鳥時代

（34）-105

34041 二番組貝塚 広島県福山市藤江町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6 ？） 古墳時代後期？ （34）-8

34042 天津貝塚 広島県福山市金江町天津
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩）

古墳時代後期、奈良
時代

（34）-1、（34）-8、（34）-20、
（34）-38

34043 浜上遺跡 広島県福山市金江町天津 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-20

34044 宮ノ尾貝塚 広島県福山市金江町金見 製塩土器 不明 （34）-64

34045 馬取貝塚 広島県福山市柳津町馬取
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前期・中期・
後期

（34）-8、（34）-17、（34）-20、
（34）-38

34046 下迫貝塚 広島県福山市柳津町下迫
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（34）-8、（34）-17、（34）-20、
（34）-38

34047 市場遺跡 広島県福山市柳津町市場
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代前期・中期・
後期

（34）-8、（34）-17、（34）-20、
（34）-38、（34）-64

34048 宇治島北の浜遺跡
広島県福山市走島町宇治
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7、堅塩ナデ ・ 布目、甕
形）

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥〜平安時
代

（34）-26、（34）-33、
（34）-34、（34）-36、
（34）-38、（34）-106

34049 神辺御領遺跡 広島県福山市神辺町御領
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前期 ・ 中期
（34）-21、（34）-24、
（34）-95、（34）-102、
（34）-103

34050 大宮遺跡 広島県福山市神辺町湯野 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-41、（34）-42

34051 福田地遺跡 広島県福山市芦田町有地 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期末 （34）-20

34052 宇佐遺跡 広島県福山市芦田町 製塩土器 不明 （34）-64

34053 大久保遺跡
広島県府中市用土町大久
保

製塩土器 不明 （34）-64
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34054 元町東（ツジ）遺跡 広島県府中市元町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4）
古墳時代前期、奈良
時代

（34）-66、（34）-75、
（34）-85、（34）-104

34055 緑岩古墳
広島県三次市南畑敷町緑
岩

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-28、（34）-38

34056 野稲南第11号古墳 広島県三次市向江田町 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-73

34057 松ヶ迫遺跡 広島県三次市東酒屋町 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-22、（34）-38

34058 高杉町所在遺跡 広島県三次市高杉町 製塩土器 不明 （34）-2

34059 和知白鳥遺跡 広島県三次市和知町 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-89

34060 三重1号遺跡
広島県三次市四拾貫町字
三重

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-94

34061 風呂谷遺跡
広島県三次市四拾貫町字
風呂谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-99

34062 船所遺跡 広島県三次市酒屋町船所 製塩土器 不明 （34）-2

34063 皆瀬遺跡
広島県三次市三良坂町皆
瀬

製塩土器 不明 （34）-6

34064 油免遺跡
広島県三次市三良坂町灰
塚字油免

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-70

34065 善正平2号遺跡 広島県三次市甲奴町宇賀 製塩土器（堅塩布目） 古代 （34）-101

34066 久代東山岩陰遺跡
広島県庄原市東城町久代
東山

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-67、（34）-78

34067 原畑遺跡 広島県庄原市口和町大月 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-91

34068 向泉川平2号遺跡 広島県庄原市口和町向泉 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-92

34069 大成遺跡
広島県庄原市三日市町大
成

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-39、（34）-43

34070 小和田遺跡
広島県庄原市新庄町小和
田

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-25、（34）-38

34071 和田原Ｄ地点遺跡
広島県庄原市新庄町字和
田原

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-60

34072 境ヶ谷遺跡
広島県庄原市川西町字
境ヶ谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （34）-29、（34）-38

34073 布掛遺跡
広島県庄原市川西町字布
掛

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-71

34074 岡山Ａ地点遺跡 広島県庄原市上原町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 （34）-51

34075 常納原遺跡 広島県庄原市西城町八鳥 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-88、（34）-96

34076 馬ヶ段遺跡
広島県庄原市水越町字
馬ヶ段

製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （34）-93

34077 竜王堂遺跡
広島県庄原市平和町竜王
堂

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-50

34078 助平3号遺跡
広島県東広島市西条町御
薗宇

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-46、（34）-47

34079 安芸国分寺跡
広島県東広島市西条町吉
行

製塩土器（堅塩ナデ・布目） 8世紀中頃 （34）-68、（34）-76、（34）-82

34080 安芸国分尼寺跡 広島県東広島市西条町 製塩土器（甕形） 平安時代中頃 （34）-19

34081 高屋うめの辺1号遺跡
広島県東広島市高屋うめ
の辺

製塩土器（丸底 ・ 備讃5、堅
塩ナデ）

古墳時代中期、古代 （34）-90

34082 西本6号遺跡
広島県東広島市高屋町大
畠 ・ 杵原

製塩土器（堅塩ナデ） 古代 （34）-54
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34083 水除浜塩田跡
広島県東広島市安芸津町
風早

塩田 江戸時代 （34）-107

34084 多々良潟遺跡周辺 広島県廿日市市宮島町 製塩土器 不明 （34）-32

34085 上室浜遺跡 広島県廿日市市宮島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6 ？） 古墳時代後期 （34）-53、（34）-84

34086 下室浜遺跡 広島県廿日市市宮島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6 ？） 古墳時代後期 （34）-84

34087 入浜（鷹巣浦）遺跡 広島県廿日市市宮島町
製塩土器（堅塩薄手ナ
デ？）

飛鳥時代 （34）-53

34088 大川浦遺跡 広島県廿日市市宮島町 製塩土器（堅塩布目） 古代 （34）-81

34089 須屋浦遺跡 広島県廿日市市宮島町 製塩土器（堅塩布目） 古代 （34）-79

34090 あての木浦遺跡 広島県廿日市市宮島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （34）-79

34091 郡山大通院谷遺跡
広島県安芸高田市吉田町
吉田

製塩土器（堅塩ナデ） 奈良時代 （34）-72

34092 新宮第3号古墳近辺
広島県安芸高田市八千代
町勝田字新宮

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （34）-65

34093 下岡田遺跡
広島県安芸郡府中町城ヶ
丘

製塩土器（堅塩布目・ハケ） 奈良時代
（34）-10、（34）-12、
（34）-20、（34）-38

34094 月の浦3号遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島月の浦

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7、堅塩ナデ）

飛鳥〜奈良時代
（34）-2、（34）-3、（34）-23、
（34）-38

34095 七谷遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島七谷

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩薄手ナデ）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（34）-2、（34）-3、（34）-23

34096 小馬取遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島小馬取

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩薄手ナデ、堅塩ナデ ・ 布
目）

古墳時代前期、飛鳥
〜奈良時代

（34）-2、（34）-4、（34）-6、
（34）-23、（34）-38

34097 大馬取遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島大馬取

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩薄手ナデ）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（34）-2、（34）-4、（34）-6、
（34）-23

34098 榎迫遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島榎迫

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩ナデ）

古墳時代前期、奈良
時代

（34）-2、（34）-4、（34）-6、
（34）-7、（34）-23

34099
観音浦遺跡 ・ 福浦2号遺
跡

広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-4、（34）-6、（34）-23

34100 大がね遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島大がね

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩薄手ナデ）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（34）-2、（34）-4

34101
かんね遺跡群（大がね遺
跡、 かんね1号遺跡、 か
んね2号遺跡）

広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩薄手ナデ）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（34）-4、（34）-6、（34）-23、
（34）-38

34102 草の浦1号遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野生野島草の浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-4、（34）-6、（34）-23

34103 船島2号遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野船島柳浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-6、（34）-23

34104 牛ヶ首遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
東野臼島牛ヶ首

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩薄手ナデ、堅塩ナデ ・ 布
目、甕形）

古墳時代前期、飛鳥
〜奈良時代

（34）-4、（34）-5、（34）-23、
（34）-38

34105 折免島南遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
中野折免島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、甕
形）

古墳時代前期、古
代？

（34）-23、（34）-38

34106 布浦遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
中野長島布浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩布目）

古墳時代前期、奈良
時代

（34）-6、（34）-23、（34）-38

34107 瀬井遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
中野

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-23

34108 長松遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
中野

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （34）-23

34109 鞍掛遺跡
広島県豊田郡大崎上島町
中野

製塩土器 古墳時代 （34）-100
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（35）　山口県

（35）-1
小川五郞「周防国吉敷郡秋穂二島村美能浜遺物包含地発掘報告書」 『山高郷土史研究会考古学研究報告書』　山口高等学校郷
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（35）-76
杉原和恵「周防国分寺第9次調査」 『平成11年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0101　防府市教育委
員会　2001年3月

（35）-77
杉原和恵 ・ 吉瀨勝康「大崎遺跡試掘調査」 『平成11年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0101　防府
市教育委員会　2001年3月

（35）-78
下関市教育委員会（松永博明）編2001年3月『長門国府跡（長門国府跡周辺遺跡群第13次発掘調査）　長門国府跡（金屋地区）発
掘調査報告』　下関市埋蔵文化財調査報告書72　下関市教育委員会

（35）-79
防府市教育委員会（羽島幸一）編2002年3月『平成12年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0201　防府
市教育委員会

（35）-80
杉原和恵「周防国分寺第9 ・ 11次調査」 『平成12年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0201　防府市教
育委員会　2002年3月

（35）-81
山口県埋蔵文化財センター （小南祐一）編2002年3月『武久浜墳墓群』　山口県埋蔵文化財センター調査報告第32集　　財団法人
山口県教育財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-82
田畑直彦「山口大学構内吉田遺跡　農学部校舎改修（解剖実習棟新営）に伴う発掘調査概報」 『山口考古』第22号　山口考古学会　
2002年7月

（35）-83 佐藤力「下東遺跡｝ 『山口市埋蔵文化財年報2　平成13 （2001）年度』　山口市教育委員会　2003年1月

（35）-84
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（有福史博）編2003年3月『土井遺跡群　二刀遺跡　丸山遺跡　神田口遺跡発掘調査報告
書』　山口県豊北町埋蔵文化財調査報告書第24集　土井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュージアム、中国四国農政局

（35）-85 山口市教育委員会（靑島啓）編2003年3月『大内氏関連町並遺跡3』　山口市埋蔵文化財調査報告第85集　山口市教育委員会

（35）-86
原田光朗『周防国府跡第135次調査』 『平成13年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0301　防府市教育
委員会　2003年3月

（35）-87
下関市教育委員会（東哲志）編2003年3月『長門国府跡（長門国府跡周辺遺跡群第15次発掘調査）　長門国府跡（亀の甲地区）発
掘調査報告書』　下関市埋蔵文化財調査報告書78　下関市教育委員会

（35）-88
東哲志「六連島式土器小考ー長門国（山口県西部域）出土例を中心にー」 『福岡大学考古学論集ー小田富士雄先生退職記念ー』　
小田富士雄先生退職記念事業会　2004年3月

（35）-89
田畑直彦「農学部バイオ環境制御施設新営に伴う試掘調査」 『山口大学構内遺跡調査研究年報16 ・ 17』　山口大学埋蔵文化財
資料館　2004年3月

（35）-90 山口大学埋蔵文化財資料館（田畑直彦）編2004年3月『山口大学構内遺跡調査研究年報16 ・ 17』　山口大学埋蔵文化財資料館

（35）-91
防府市教育委員会編2004年3月『防府市埋蔵文化財調査概要　平成14年度』　防府市埋蔵文化財調査概要0401　防府市教育委員
会

（35）-92
下関市教育委員会（仲原周一）編2004年3月『蓋井島下り遺跡発掘調査報告書』　下関市埋蔵文化財調査報告書79　下関市教育
委員会

（35）-93 渡辺一雄「製塩土器」 （山口県編2004年3月『山口県史　資料編考古2』　山口県）

（35）-94 杉原和恵「神郷大塚遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）
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（35）-95 鈴木卓「赤妻遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-96 上山佳彦「赤迫遺跡Ａ地区」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-97 伊藤照雄「筏石遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-98 濱崎真二「長門国府（金屋地区）」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-99 岩崎仁志「山ノ口遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-100 石井龍彦「高野遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-101 渡辺一雄「堀田遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-102 岩崎仁志「坂部遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-103 池田善文「平原第2遺跡」 （山口県編2004年３月『山口県史　資料編考古２』　山口県）

（35）-104
田中洋一「周防国府跡第140次調査」 『平成15年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0501　防府市教育
委員会　2005年3月

（35）-105
佐々木達也「天田遺跡試掘調査」 『平成15年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0501　防府市教育委
員会　2005年3月

（35）-106
山口県埋蔵文化財センター （椿英一）編2005年3月『尾崎原遺跡　大里遺跡　北智雲院遺跡』　山口県埋蔵文化財センター調査報
告第50集　財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-107
山口県埋蔵文化財センター （堀田浩一）編2005年3月『宮迫神田遺跡　的場遺跡』　山口県埋蔵文化財センター調査報告第51集 ・
下関市文化財調査報告書11 ・ 山口県豊北町埋蔵文化財調査報告書第40集　財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財
センター ・ 下関市教育委員会

（35）-108
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（小林善也）編2005年3月『宮ノ下遺跡　神田遺跡』　下関市埋蔵文化財調査報告書8 ・ 山口
県豊北町埋蔵文化財調査報告書第37集　下関市教育委員会、土井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュージアム、中国四国農政局

（35）-109
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（有福史博）編2005年3月『土井ヶ浜遺跡周辺遺跡群　寺ヶ浴遺跡　広田遺跡　磯遺跡』　下
関市埋蔵文化財調査報告書9 ・ 山口県豊北町埋蔵文化財調査報告書第38集　下関市教育委員会、土井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュー
ジアム、中国四国農政局

（35）-110 青島啓「中村遺跡　第1次」 『山口市埋蔵文化財年報5　平成16年度』　山口市教育委員会　2006年3月

（35）-111 河原剛「中村遺跡　第4次」 『山口市埋蔵文化財年報5　平成16年度』　山口市教育委員会　2006年3月

（35）-112
山口市教育委員会（青島啓）編2006年3月『山口市内遺跡詳細分布調査　名田島地区 ・ 秋穂二島地区』　山口市埋蔵文化財調査
報告報告第94集　山口市教育委員会

（35）-113
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（近藤晋一郎 ・ 種浦加代子）編2006年3月『今宮遺跡』　下関市文化財調査報告書16　下関
市教育委員会、土井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュージアム、中国四国農政局

（35）-114
株式会社埋蔵文化財サポートシステム（種浦加代子）編2006年3月『古殿遺跡』　下関市文化財調査報告書17　下関市教育委員
会、土井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュージアム、中国四国農政局

（35）-115
財団法人安芸高田市地域振興事業団（新川隆）編2006年3月『古殿遺跡2』　下関市文化財調査報告書18　下関市教育委員会、土
井ヶ浜遺跡 ・ 人類学ミュージアム、中国四国農政局

（35）-116
「田ノ浦遺跡」 『山口県埋蔵文化財センター年報　平成17年度　陶塤第19号』　財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財
センター　2006年8月

（35）-117
山口県埋蔵文化財センター （石井龍彦 ・ 安村隆博 ・ 児玉勉）編2007年3月『田ノ浦遺跡ー平成17 ・ 18年度調査ー』　山口県埋蔵
文化財センター調査報告第59集　財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター
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（35）-118
大林達夫「周防国府跡2005-A次調査（SK－AE）」 『平成17年度防府市内遺跡発掘調査概要』　防府市埋蔵文化財調査概要0701　
防府市教育委員会　2007年3月

（35）-119
防府市教育委員会（原田光朗）編2007年3月『周防国府跡』都市計画道路新橋牟礼線道路改良工事に伴う発掘調査概要2　防府市
教育委員会 ・ 周防国府跡調査会

（35）-120
中原周一「山口県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー 「海の生産用具」
から20年－』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）

（35）-121
杉原和惠「周防国府跡第161次調査（SK－HL）」 『防府市内遺跡発掘調査概要　平成18年度』　防府市埋蔵文化財調査概要0801　
防府市教育委員会　2008年3月

（35）-122 佐々木達也「周防国府跡2008-D （SK－DA）」 『防府市内遺跡発掘調査報告書　平成20年度』　　防府市教育委員会　2010年3月

（35）-123
山口県埋蔵文化財センター （谷口哲一 ・ 後藤義拓 ・ 米田浩晃 ・ 山本寛子 ・ 中原香織）編2011年3月『田ノ浦遺跡2　平成20 ・ 21
年度調査』　　山口県埋蔵文化財センター調査報告第74集　財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-124
横山成己「農学部付属動物医療センター改修3期工事に伴う本発掘調査」 『山口大学埋蔵文化財資料館年報ー平成20年度ー』　
山口大学埋蔵文化財資料館年報6　山口大学埋蔵文化財資料館　2012年3月

（35）-125
山口県埋蔵文化財センター （高木英明）編2012年3月『萩原遺跡 ・ 古大里遺跡』　山口県埋蔵文化財センター調査報告第78集　財
団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-126 杉原和惠「周防国府跡第171次調査（SK－FB）」 『平成22年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2012年3月

（35）-127
佐々木達也「周防国府跡第173次調査（SK－FF）」 『平成22年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2012年3
月

（35）-128
原田光朗「周防国府跡第174次調査（SK－LX） （史跡周防国衙跡二町域）」 『平成22年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府
市教育委員会　2012年3月

（35）-129
防府市教育委員会（杉原和惠 ・ 佐々木達也）編2012年3月『周防国府跡発掘調査報告2 ー鎌瀬地区 ・ 寿昌院地区 ・ 東弐高洲名
地区の調査ー』　防府市教育委員会

（35）-130
横山成己「農学部付属動物医療センター改修3期工事に伴う立合調査」 『山口大学埋蔵文化財資料館年報ー平成21年度ー』山口
大学埋蔵文化財資料館年報7　山口大学埋蔵文化財資料館　2013年3月

（35）-131
防府市教育委員会（佐々木達也）編2013年3月『周防国府跡発掘調査報告3 ー船所 ・ 浜宮北方地区の調査 ー』　防府市教育委員
会

（35）-132
山口県埋蔵文化財センター （上山佳彦）編2013年3月『延行条里遺跡（秋根上町1地区 ・ 2Ａ地区）』　山口県埋蔵文化財センター調
査報告第83集　　公益財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-133
羽島幸一「瀬戸内の製塩と流通についてー周防国を中心に堅塩と煎塩の様相をみるー」 （奈良文化財研究所（青木敬）編2013年
12月『塩の生産 ・ 流通と官衙 ・ 集落』第16回古代官衙 ・ 集落研究会報告書　奈良文化財研究所研究報告第12冊　独立行政法人
国立文化財機構奈良文化財研究所）

（35）-134 杉原和惠「周防国府跡第179次（SK－LY ・ RY）」 『平成24年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2014年3月

（35）-135
佐々木達也「周防国府跡2012－B次調査（SK－CJ）」 『平成24年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2014
年3月

（35）-136
山口県埋蔵文化財センター （高木英明 ・ 井上広之 ・ 河村美沙）編2015年3月『中恋路遺跡3』　山口県埋蔵文化財センター調査報
告第91集　公益財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-137
防府市教育委員会（原田光朗/杉原和惠/佐々木達也/吉瀬勝康）編2015年3月『周防国府跡発掘調査報告4　国府南限域の調査』　
防府市教育委員会

（35）-138
山口県埋蔵文化財センター ・ 防府市教育委員会（光永辰男 ・ 水津亜希子 ・ 小河泰史 ・ 西尾健司 ・ 櫻昭博 ・ 山田圭子 ・ 杉原和惠）
編2015年3月『下津令遺跡　西尾崎2 ・ 3地区　向条谷地区　中ヶ原地区』　山口県埋蔵文化財センター調査報告第90集　公益財団
法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター ・ 防府市教育委員会

（35）-139
杉原和惠「周防国府跡第180次調査（SK-RX）」 （防府市教育委員会（佐々木達也 ・ 磯部愛）編2015年3月『平成25年度　防府市内
遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会）

（35）-140 下関市教育委員会（中原周一）編2015年3月『要須遺跡』　下関市文化財調査報告書38　下関市教育委員会
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（35）-141 下関市教育委員会（小林善也）編2015年3月『金子遺跡』　下関市文化財調査報告書40　下関市教育委員会

（35）-142 横山成己「山口県吉田遺跡の発掘調査と出土音義木簡」 『第37回木簡学会研究集会資料』　木簡学会　2015年12月

（35）-143
山口県埋蔵文化財センター （光永辰男 ・ 宮下孝優 ・ 大重優花）編2016年3月『堂道遺跡 』　山口県埋蔵文化財センター調査報告
第97集 公益財団法人 山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-144
横山成己「図書館改修工事及び環境整備（図書館周辺道路迂回）工事に伴う本発掘調査」 『山口大学埋蔵文化財資料館年報－
平成24年度－』　山口大学埋蔵文化財資料館年報10　山口大学埋蔵文化財資料館　2016年3月

（35）-145
横山成己「光校内（御手洗 ・ 月待山遺跡）の調査」 『山口大学埋蔵文化財資料館年報－平成24年度－』　山口大学埋蔵文化財資
料館年報10　山口大学埋蔵文化財資料館　2016年3月

（35）-146
防府市教育委員会（杉原和惠 ・ 佐々木達也）編2016年3月『周防国府跡発掘調査報告5　二町域（政庁推定地）西方の調査』 　　防
府市教育委員会

（35）-147
平井耕平「周防国府跡第183次調査（SK-RK）」 （防府市教育委員会（佐々木達也 ・ 児玉真　）編2016年3月『平成26年度　防府市
内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会

（35）-148 岩崎仁志「山口県」 『日本考古学年報67 （2014年度版）』　日本考古学協会　2016年5月

（35）-149
田畑直彦「吉田構内総合研究棟新営に伴う発掘掘調査」 『山口大学構内遺跡調査研究年報20』　山口大学埋蔵文化財資料館　
2017年3月

（35）-150 杉原和惠「周防国府跡第185次調査（SK－IF）」 『平成27年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2017年3月

（35）-151
杉原和惠「周防国府跡第2015-1次調査（SK－EB）」 『平成27年度　防府市内遺跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会　2017年3
月

（35）-152 防府市教育委員会（佐々木達也）編2017年3月『周防国府跡発掘調査報告6　国府北西部の調査 』　防府市教育委員会

（35）-153
防府市教育委員会（佐々木達也）編2018年3月『周防国府跡発掘調査報告7　多々良地区 ・ 柳ノ本地区の調査 』　防府市教育委員
会

（35）-154
防府市教育委員会（佐々木達也）編2019年3月『周防国府跡発掘調査報告8　大代地区 ・ 鍛冶屋地区 ・ 京慶地区の調査 』　防府
市教育委員会

（35）-155
杉原和惠「周防国府跡第190次調査（SK-IG）」 （防府市教育委員会（杉原和惠）編2019年3月『平成29年度　防府市内遺跡発掘調
査報告書』　防府市教育委員会）

（35）-156
平井耕平「周防国府跡第2017-A次次調査（SK-CJ）」 （防府市教育委員会（杉原和惠）編2019年3月『平成29年度　防府市内遺跡
発掘調査報告書』　防府市教育委員会

（35）-157
佐々木達也「周防国府跡第2017-B次次調査（SK-DG）」 （防府市教育委員会（杉原和惠）編2019年3月『平成29年度　防府市内遺
跡発掘調査報告書』　防府市教育委員会）

（35）-158
山口県埋蔵文化財センター （石井龍彦）編2019年3月『迫遺跡 ・ 明力遺跡 ・ 前岡河内遺跡 』　山口県埋蔵文化財センター調査報
告第102集　公益財団法人山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター

（35）-159
横山成己 ・ 川島尚宗 ・ 乃美友香「調査動物医療センター （リニアック室等）新営その他工事に伴う本発掘調査」 （山口大学埋蔵
文化財資料館（横山成己）編2019年３月『山口大学埋蔵文化財資料館年報ー平成26年度ー』　山口大学埋蔵文化財資料館年報12　
山口大学埋蔵文化財資料館）

（35）-160
横山成己 ・ 川島尚宗 ・ 山田圭子「動物医療センター （リニアック室等）新営その他工事（プレハブ撤去）に伴う立会調査」 （山口大
学埋蔵文化財資料館（横山成己）編2020年３月『山口大学埋蔵文化財資料館年報ー平成27年度ー』　山口大学埋蔵文化財資料館
年報13　山口大学埋蔵文化財資料館）

（35）-161 防府市教育委員会（佐々木達也）編2020年3月『周防国府跡第191次発掘調査報告書』　防府市教育委員会

（35）-162 防府市教育委員会（太田有香）編2020年3月『周防国府跡第193次発掘調査報告書』　防府市教育委員会

（35）-163 防府市教育委員会（本山雅子）編2020年3月『周防国府跡第194次発掘調査報告書』　防府市教育委員会
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（35）-164
防府市教育委員会（杉原和惠）編2020年３月『平成30年度　防府市内遺跡発掘調査報告書　周防国府跡第192次 ・ 2018-1 ・ 2次調
査　周防国府跡2018-A ・ B ・ C調査　下右田遺跡第39次調査　下右田遺跡2018-A ・ B ・ C ・ D ・ E ・ F次調査ほか』　防府市教育
委員会

（35）-165 防府市教育委員会（佐々木達也）編2020年３月『周防国府跡発掘調査報告9　草園地区の調査』　防府市教育委員会

（35）-166
美祢市教育委員会（山根謙二 ・ 岩元亮祐）編2020年３月『長登銅山跡　平成27-30年度調査報告書4』 　美祢市文化財調査報告第
1集　美袮市教育委員会

（35）-167
川島尚宗 ・ 横山成己「吉田構内（吉田遺跡）の調査　１． 実習棟（動物病理解剖施設）新営その他工事に伴う予備発掘調査 ・ 本発
掘調査」 （山口大学埋蔵文化財資料館（横山成己）編2021年３月『山口大学埋蔵文化財資料館年報ー平成28年度ー』　山口大学
埋蔵文化財資料館年報14　山口大学埋蔵文化財資料館）

585584



日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（35）　山口県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

35001 筏石遺跡 山口県下関市蓋井島筏石
製塩土器（堅塩砲弾形布
目、甕形）

8〜9世紀
（35）-3、（35）-5、（35）-6、
（35）-19、（35）-23、
（35）-24、（35）-92、（35）-97

35002 六連島遺跡
山口県下関市六連島音次
郎

製塩土器（堅塩砲弾形布
目、甕形）

奈良時代 （35）-6、（35）-19

35003 吉母浜遺跡 山口県下関市吉母
製塩土器（脚台4、堅塩砲弾
形布目、甕形）

古墳時代前期、奈良
時代

（35）-19、（35）-21、
（35）-24、（35）-120

35004 吉見稗尻窯跡 山口県下関市吉見稗尻
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-42

35005 安岡駅構内遺跡 山口県下関市安岡町
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-19

35006 延行条理遺跡
山口県下関市綾羅木字延
行

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代
（35）-30、（35）-42、
（35）-132

35007 金子遺跡
山口県下関市秋根上町2丁
目

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-141

35008 要須遺跡 山口県下関市伊倉町1丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-140

35009 吉田馬場遺跡 山口県下関市吉田地方
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-39

35010 柳瀬遺跡第2地区
山口県下関市吉田地方字
久保田

製塩土器（脚台4、堅塩砲弾
形布目）

古墳時代前期、古代 （35）-52

35011 神田遺跡 山口県下関市安岡
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-15、（35）-19

35012 長門国府跡 山口県下関市長府金屋町
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代
（35）-61、（35）-78、
（35）-87、（35）-98

35013 熊野原遺跡 山口県下関市熊野町1丁目 製塩土器（堅塩） 8世紀 （35）-74

35014 垢田舟原遺跡 山口県下関市垢田字舟原 製塩土器（甕形） 古代 （35）-25

35015 武久浜墳墓群 山口県下関市武久町2丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀 （35）-81

35016 二刀遺跡
山口県下関市豊北町阿川
字二刀

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8〜9世紀初頭 （35）-84

35017 宮迫神田遺跡 山口県下関市豊北町粟野
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-107

35018 寺ヶ浴遺跡
山口県下関市豊北町神田
上字寺ヶ浴

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-109

35019 宮ノ下遺跡
山口県下関市豊北町神田
上字神田

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-108

35020 今宮遺跡
山口県下関市豊北町神田
上字今宮

製塩土器（堅塩布目） 8世紀中〜9世紀前半 （35）-113

35021 古殿遺跡
山口県下関市豊北町神田
上字古殿

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-114、（35）-115

35022 山ノ口遺跡
山口県下関市菊川町古賀
山ノ口

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-32、（35）-42、（35）-99

35023 泊ヶ鼻遺跡
山口県下関市豊浦町室津
下字泊ヶ鼻

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-33、（35）-42

35024 高野遺跡
山口県下関市豊浦町川棚
字高野

製塩土器（脚台棒状、堅塩
砲弾形布目）

古墳時代後期末、 8
〜9世紀

（35）-65、（35）-100、
（35）-120

35025 波雁ガ浜遺跡
山口県宇部市東岐波 ・ 波
雁が浜

製塩土器（脚台極小形、脚
台長脚、脚台棒状、堅塩尖
底ナデ、堅塩砲弾形布目）、
製塩炉

古墳時代前期〜奈良
時代

（35）-9、（35）-11、（35）-13、
（35）-19、（35）-23、
（35）-24、（35）-26、
（35）-70、（35）-120
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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

35026 白土沖遺跡
山口県宇部市東岐波白土
沖合

製塩土器 古墳時代 （35）-19

35027 中恋路遺跡 山口県山口市宮野下地内
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-136

35028 大内氏関連町並遺跡 山口県山口市天花1丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-85

35029 下東遺跡 山口県山口市吉敷下東
製塩土器（脚台長脚、脚台
棒状、堅塩深鉢形尖底ナ
デ）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（35）-12、（35）-19、
（35）-24、（35）-37、
（35）-83、（35）-120

35030 神郷大塚遺跡 山口県山口市吉田字神郷
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀中〜9世紀
（35）-33、（35）-34、
（35）-42、（35）-94

35031 中村遺跡 山口県山口市吉敷字正宗
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-110、（35）-111

35032 堂道遺跡
山口県山口市黒川字堂道 ・
紺屋河内

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-143

35033 吉田遺跡 山口県山口市平川 ・ 吉田
製塩土器（脚台棒状、堅塩
砲弾形布目）

古墳時代後期、 8〜9
世紀

（35）-22、（35）-24、
（35）-28、（35）-35、
（35）-36、（35）-42、
（35）-82、（35）-89、
（35）-90、（35）-124、
（35）-130、（35）-142、
（35）-144、（35）-149、
（35）-159、（35）-160、
（35）-167

35034 毛割遺跡
山口県山口市下子鯖 ・ 毛
割

製塩土器（脚台棒状、堅塩
砲弾形布目）

古墳時代後期〜奈
良 ・ 平安時代

（35）-17、（35）-19

35035 赤妻遺跡 山口県山口市赤妻町
製塩土器（脚台棒状、堅塩
砲弾形布目）

古墳時代後期〜奈
良 ・ 平安時代

（35）-29、（35）-42、
（35）-95、（35）-120

35036 長浜遺跡
山口県山口市秋穂二島長
浜

製塩土器（脚台棒状） 古墳時代後期 （35）-9、（35）-19

35037 めうじ西平遺跡
山口県山口市秋穂二島め
うじ西平

製塩土器（脚台） 古墳時代前期 （35）-19、（35）-112

35038 美濃ガ浜遺跡
山口県山口市秋穂二島字
田ノ尻

製塩土器（脚台、脚台長脚、
脚台棒状、堅塩砲弾形布
目、甕形）

古墳時代前期・中期・
後期、古代

（35）-1、（35）-2、（35）-4、
（35）-7、（35）-10、（35）-13、
（35）-19、（35）-24、
（35）-66、（35）-67、
（35）-68、（35）-120、
（35）-133

35039 古大里遺跡 山口県山口市秋穂二島
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-125

35040 大河内遺跡 山口県山口市秋穂東 製塩土器（脚台長脚） 古墳時代後期
（35）-9、（35）-19、（35）-24、
（35）-69、（35）-71、
（35）-120

35041 赤石遺跡 山口県山口市秋穂東
製塩土器（脚台棒状、堅塩
砲弾形布目）

古墳時代後期、古代 （35）-19

35042 花香遺跡
山口県山口市秋穂東 ・ 花
香

製塩土器（脚台、脚台棒状） 古墳時代前期 ・ 後期 （35）-19、（35）-24

35043 丸塚山遺跡 山口県山口市阿知須丸塚 製塩土器（脚台小型） 古墳時代前期 （35）-14、（35）-19

35044 赤迫遺跡 山口県山口市阿知須赤迫
製塩土器（脚台小型、脚台
長脚、脚台棒状）

古墳時代前期・中期・
後期

（35）-56、（35）-72、
（35）-96、（35）-120

35045 堅田遺跡 山口県萩市見島本村
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-42

35046 坂部遺跡 山口県萩市福井下 製塩土器（脚台棒状） 古墳時代後期末
（35）-49、（35）-102、
（35）-120

35047 周防国府跡 山口県防府市多々良2丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8〜9世紀前半 （35）-16

35048 周防国府跡62 ・ 66次 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8〜9世紀初頭 （35）-40

35049 周防国府跡84次 山口県防府市国衙 製塩土器（堅塩） 9世紀？ （35）-45
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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

35050 周防国府跡山升地区 山口県防府市国衙5丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

9世紀前半 （35）-60

35051 周防国府跡86次 山口県防府市国衙4丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目 ・ ハケ）

8〜9世紀 （35）-46

35052 周防国府跡88次 山口県防府市国衙 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-51

35053 周防国府跡94次 山口県防府市国衙5丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-54

35054 周防国府跡95次 山口県防府市牟礼字森田
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

7〜9世紀 （35）-55

35055 周防国府跡99次 山口県防府市多々良2丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-59

35056 周防国府跡100次 山口県防府市国衙1丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀後半 （35）-58

35057 周防国府跡101次 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀中 ・ 後半 （35）-57

35058 周防国府跡103次 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀中 （35）-63

35059 周防国府跡107次 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-63

35060 周防国府跡109次 山口県防府市国衙3丁目 製塩土器（堅塩） 8世紀後半 （35）-73

35061 周防国府跡123次 山口県防府市多々良1丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-75

35062 周防国府跡124 ・ 125次 山口県防府市国衙 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-79

35063 周防国府跡135次 山口県防府市国衙3丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-86

35064 周防国府跡140次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 9世紀前半 （35）-104

35065 周防国府跡 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-119

35066 周防国府跡2005-A次 山口県防府市多々良2丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-118

35067 周防国府跡2008-D次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-122

35068 周防国府跡161次 山口県防府市国衙1丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-121

35069 周防国府跡171次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-126

35070 周防国府跡173次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-127

35071 周防国府跡174次 山口県防府市国衙3丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-128

35072 周防国府跡第179次 山口県防府市国衙3丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-134

35073 周防国府跡第180次 山口県防府市国衙3丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

9世紀 （35）-139

35074 周防国府跡第183次 山口県防府市国衙3丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀前半 （35）-147

35075 周防国府跡第185次 山口県防府市国衙5丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-150

35076 周防国府跡第191次 山口県防府市多々良 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-161

35077 周防国府跡第192次 山口県防府市多々良ほか 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-164
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35078 周防国府跡第193次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-162

35079 周防国府跡第194次 山口県防府市岩畠3丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-163

35080 周防国府跡第2015-1次 山口県防府市国衙4丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-151

35081 周防国府跡2012－B次 山口県防府市多々良2丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-135

35082 周防国府跡鎌瀬地区
山口県防府市国衙3〜5丁
目

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀初頭 （35）-129

35083
周防国府跡船所 ・ 浜宮
北方地区

山口県防府市国衙5丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀初頭 （35）-131

35084 周防国府跡 山口県防府市 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-48

35085 周防国府跡南西域
山口県防府市国衙 ・ 警固
町 ・ 勝間 ・ 岸津

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-137

35086 周防国府跡 山口県防府市国衙 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-146

35087 周防国府跡北西部 山口県防府市国衙
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-152

35088
周防国府跡多々良地区
など

山口県防府市多々良
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-153

35089 周防国府跡 山口県防府市多々良
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-154

35090 周防国府跡第190次 山口県防府市国衙5丁目 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-155

35091 周防国府跡第2017-A次 山口県防府市多々良2丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-156

35092 周防国府跡第2017-B次 山口県防府市国衙4丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-157

35093 周防国府跡 山口県防府市多々良
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-165

35094 天田遺跡 山口県防府市岩畠3丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

9世紀前半 （35）-105

35095 周防国分寺 山口県防府市国分寺町 製塩土器（堅塩） 古代 （35）-76、（35）-80

35096 下右田遺跡
山口県防府市高井 ・ 下右
田

製塩土器 不明 （35）-64

35097 大崎遺跡 山口県防府市大崎字木船 製塩土器 不明 （35）-77

35098 正坊院遺跡
山口県防府市佐野字正坊
院

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-91

35099 下津令遺跡 山口県防府市台道
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀末〜9世紀初頭 （35）-138、（35）-148

35100 奥ヶ原遺跡
山口県岩国市周東町下祖
生

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-38、（35）-42

35101 市延遺跡 山口県光市室積市延
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-8、（35）-19、（35）-24

35102 御手洗遺跡 山口県光市室積8丁目
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代 （35）-145

35103 光中学校 山口県光市室積浦 製塩土器（甕形） 古代 （35）-43

35104 堀田遺跡 山口県長門市日置上堀田
製塩土器（堅塩砲弾形布
目、甕形？）

奈良時代
（35）-18、（35）-19、
（35）-24、（35）-42、
（35）-101

35105 大里遺跡 山口県柳井市日積大里
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-106
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35106 前岡河内遺跡 山口県柳井市伊保庄
製塩土器（丸底、堅塩砲弾
形布目）

古墳時代、古代 （35）-158

35107 長登銅山跡 山口県美祢市美東町長登
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代
（35）-31、（35）-41、
（35）-42、（35）-62、
（35）-166

35108 大切製錬遺跡 山口県美祢市美東町長登
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

8世紀中〜9世紀前半 （35）-31

35109 杉山遺跡
山口県美祢郡美東町赤下
杉

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-42

35110 平原遺跡 山口県美祢市美東町大田 製塩土器（脚台棒状） 古墳時代後期末 （35）-50

35111 平原第2遺跡
山口県美祢市美東町大字
大田字嵯峨

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

古代
（35）-44、（35）-50、
（35）-53、（35）-103

35112 勝栄寺遺跡 山口県周南市富田字淸水
製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-20、（35）-24

35113 本山向原遺跡
山口県山陽小野田市小野
田

製塩土器（脚台長脚） 古墳時代後期 （35）-19、（35）-24

35114 田ノ浦遺跡 山口県熊毛郡上関町長島
製塩土器（脚台？、堅塩深
鉢形ナデ ・ ハケ、堅塩砲弾
形布目、甕形）

古墳時代前期？、奈
良〜平安時代前半

（35）-116、（35）-117、
（35）-123

35115 浜田遺跡
山口県熊毛郡平生町佐賀
浜田

製塩土器（堅塩砲弾形布
目）

奈良時代 （35）-19、（35）-27
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栗林誠治「製塩土器について」 『大柿遺跡2』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第48集　財団法人徳島県埋蔵文化財セン
ター　2004年3月

（36）-34
徳島県埋蔵文化財センター （久保脇美朗）編2004年3月『町口遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第49集　徳島県教育
委員会 ・ 財団法徳島県埋蔵文化財センター

（36）-35
徳島県埋蔵文化財センター （幸泉満夫）編2005年3月『中庄東遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第54集　徳島県教育
委員会 ・ 財団法徳島県埋蔵文化財センター （全3冊、第1分冊、 第2分冊、第3分冊 ）

（36）-36
徳島県埋蔵文化財センター （棚次美和子 ・ 幸泉満夫）編2005年3月『大柿遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第55集　
徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター （全2冊、第1分冊本文編、 第2分冊観察表 ・ 図版編 ）

（36）-37
徳島大学埋蔵文化財調査室（定森秀夫 ・ 中村豊）編2005年3月『庄（庄 ・ 蔵本）遺跡　徳島大学蔵本団地体育館建設に伴う発掘調
査報告書』　徳島県教育委員会 ・ 徳島大学埋蔵文化財調査室

（36）-38

徳島県埋蔵文化財センター （栗林誠治 ・ 氏家敏之）編2005年9月『大柿遺跡3』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第60集　
徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター ・ 日本道路公団（全9冊、第1分冊. 池田地区、大船戸地区、堂の本 ・ 石
橋地区、第2分冊. 鳥井地区、第3分冊. 大坪地区、第4分冊. 横田地区 ・ カワラケメン地区、第5分冊. 馬のシャクリ地区、第6分冊. 松
吉地区、第7分冊. 新貝地区、第8分冊. まとめ分析編、第9分冊. 写真図版編

（36）-39
斎浩市「辺露遺跡」 （財団法人徳島県埋蔵文化財センター （原芳伸ほか）編2005年9月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第62集　徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター ・
日本道路公団（全3冊、本文編第1分冊、本文編第2分冊、自然科学 ・ 図版編）

（36）-40 三加茂町教育委員会（岡本和彦）編2006年2月『中庄東遺跡』　三加茂町教育委員会

（36）-41
徳島県埋蔵文化財センター （近藤玲 ・ 谷川真基）編2006年3月『矢野遺跡3 （弥生 ・ 古代編）』　徳島県埋蔵文化財センター調査
報告書第63集　徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省四国地方整備局（全2冊、第1分冊、 第2分
冊 ）

（36）-42 勝浦康守「観音寺遺跡」 『徳島市埋蔵文化財発掘調査概要16』　徳島市教育委員会　2006年3月

（36）-43 徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター編2006年3月『徳島県遺跡地図』　徳島県教育委員会

（36）-44 海部町教育委員会（林田真典）編2006年3月『芝遺跡』　海部町教育委員会

（36）-45
徳島県埋蔵文化財センター （久保脇美朗）編2006年3月『立江馬渕遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第64集　徳島県
教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター
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（36）-46
徳島県立埋蔵文化財総合センター 「徳島 ・ 美馬市 ・ 拝原東遺跡　現地説明会資料」 『文化財発掘出土情報』　ジャパン通信情報
センター　2006年4月

（36）-47
木本誠二「徳島県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』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）

（36）-48
栗林誠治「古墳時代後期 ・ 消費地遺跡出土製塩土器に関する一考察」 『徳島県埋蔵文化財センター研究紀要　真珠』第7号　財
団法人徳島県埋蔵文化財センター　2008年1月

（36）-49
徳島県埋蔵文化財センター （久保脇美郎 ・ 白石純）編2008年3月『田井遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第69集　徳
島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター ・ 国土交通省四国地方整備局

（36）-50
徳島県埋蔵文化財センター （原芳伸）編2008年3月『寺山遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第70集　徳島県教育委員
会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター

（36）-51
徳島県埋蔵文化財センター （氏家敏之）編2008年3月『敷地遺跡（1））』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第72集　徳島県教
育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター

（36）-52 勝浦康守「観音寺遺跡」 『徳島市埋蔵文化財発掘調査概要18』　徳島市教育委員会　2008年3月

（36）-53
徳島県埋蔵文化財センター （島田豊彰）編2009年3月『末石遺跡 中庄東遺跡』第1分冊　徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第
74集　徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター （全2冊、第1分冊、第2分冊）

（36）-54
徳島県埋蔵文化財センター （島田豊彰）編2009年3月『宮ノ本遺跡1 大原遣跡　 庄境遺跡』　徳島県埋蔵文化財センター調査報告
書第76集　徳島県教育委員会 ・ 財団法人徳島県埋蔵文化財センター （全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊）

（36）-55 岡山真知子「徳島県」 『日本考古学年報61　2008年度』　日本考古学協会　2010年5月

（36）-56
栗林誠治「吉野川流域における製塩土器の搬入様相」 （四国考古学研究会土器製塩研究部会編2010年10月『製塩土器の分布状
況から見た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会）

（36）-57
「古墳時代の塩の道」 『四国地区埋蔵文化財センター巡回展―四国の古墳時代―　第3回続 ・ 発掘へんろ』解説冊子　高知県文
化財団埋蔵文化財センター　2011年

（36）-58
徳島大学埋蔵文化財調査室（中村豊）編2011年3月『庄（庄 ・ 蔵本）遺跡』　徳島県教育委員会 ・ 国立大学法人徳島大学埋蔵文化
財調査室

（36）-59
岩本正二「製塩」 （土生田純之 ・ 亀田修一編2012年9月『古墳時代研究の現状と課題（社会 ・ 政治構造及び生産流通研究）』下　
同成社）

（36）-60 入江文敏「古墳時代の製塩土器と集落」 『馬の考古学』　雄山閣　2019年11月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（36）　徳島県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

36001 庄遺跡 徳島県徳島市庄町
製塩土器（丸底1、堅塩布
目）

古墳時代中期、古代
（36）-16、（36）-17、
（36）-28、（36）-37、（36）-47

36002 庄 ・ 蔵本遺跡 徳島県徳島市庄町
製塩土器（脚台4 ？、丸底1・
2）

古墳時代初頭？、古
墳時代中期 ・ 後期

（36）-28、（36）-33、
（36）-56、（36）-57、（36）-58

36003 向寺山遺跡
徳島県徳島市八万町向寺
山

製塩土器（丸底1） 古墳時代中期
（36）-6、（36）-8、（36）-47、
（36）-50

36004 樋口遺跡 徳島県徳島市上八万町 製塩土器（堅塩） 古代 （36）-22

36005 敷地遺跡 徳島県徳島市国府町敷地
製塩土器（丸底1 ・ 2、堅塩
布目））

古墳時代中期・後期、
古代

（36）-51、（36）-57

36006 阿波国府跡 徳島県徳島市国府町 製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （36）-7、（36）-18、（36）-47

36007 矢野遺跡 徳島県徳島市国府町矢野 製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （36）-41、（36）-47

36008 高畑遺跡
徳島県徳島市国府町矢野
字松木

製塩土器（堅塩布目） 古代 （36）-12、（36）-47

36009 観音寺遺跡 徳島県徳島市国府町 製塩土器（堅塩布目） 奈良時代
（36）-33、（36）-42、
（36）-47、（36）-52

36010 福池遺跡
徳島県鳴門市鳴門町土佐
泊浦字福池

製塩土器（脚台4、丸底1）、
製塩炉

古墳時代前期 ・ 中期
（36）-6、（36）-23、（36）-28、
（36）-47

36011 亀浦遺跡
徳島県鳴門市鳴門町土佐
泊浦字福池

製塩土器（脚台2 ・ 3 ・ 4、丸
底1 ・ 2）

弥生時代終末〜古墳
前期 ・ 中期 ・ 後期

（36）-25、（36）-28、
（36）-29、（36）-47

36012
大毛島№6遺跡（瓶浦神
社）

徳島県鳴門市鳴門町 製塩土器（丸底2 ？） 古墳時代後期 （36）-4

36013 大毛島№16 ・ 17遺跡 徳島県鳴門市鳴門町 製塩土器 不明 （36）-2

36014 大毛島39区遺跡
徳島県鳴門市鳴門町土佐
泊浦宇野

製塩土器（脚台4） 古墳時代前期
（36）-5、（36）-6、（36）-11、
（36）-28、（36）-47

36015 土佐泊大谷遺跡
徳島県鳴門市鳴門町土佐
泊浦字大谷

製塩土器（堅塩？） 平安時代 （36）-17

36016 辺露遺跡
徳島県鳴門市大津町大代
字辺露

製塩土器（脚台3、丸底1）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭、古墳時
代中期

（36）-27、（36）-28、
（36）-39、（36）-47

36017 大代谷的場遺跡
徳島県鳴門市大津町大代
字的場

製塩土器（丸底1） 古墳時代中期 （36）-25、（36）-28、（36）-47

36018 坂東辻見堂遺跡 徳島県鳴門市大麻町 製塩土器（堅塩） 古代 （36）-35

36019 大島田遺跡 徳島県鳴門市瀬戸町 製塩土器 古墳時代後期 （36）-29

36020 室遺跡 徳島県鳴門市瀬戸町字室 製塩土器（丸底） 古墳時代後期 （36）-1、（36）-28、（36）-43

36021 室北方遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町室
深ヶ谷井

製塩土器 古墳時代 （36）-43

36022 室南方遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町室
中ヶ谷井

製塩土器（丸底1） 古墳時代中期 （36）-1、（36）-43

36023 日出遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町堂浦
日出

製塩土器（脚台4、丸底1、甕
形）、製塩炉

古墳時代前期 ・ 中期
（36）-1、（36）-3、（36）-21、
（36）-24、（36）-28、
（36）-47、（36）-55

36024 網代遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町堂浦
字大日出

製塩土器（脚台2、丸底1）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭、古墳時
代中期

（36）-1、（36）-3、（36）-28、
（36）-47

36025 堂浦阿波井遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町字堂
浦字阿波井

製塩土器（丸底1） 古墳時代中期 （36）-28、（36）-47
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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

36026 堂浦日出遺跡
徳島県鳴門市瀬戸町字堂
浦日出 ・ 大日出

製塩土器 古墳時代 （36）-43

36027 立江馬渕遺跡
徳島県小松島市立江町馬
渕

製塩土器（堅塩布目） 8世紀後半 （36）-45

36028 庄境遺跡 徳島県阿南市富岡町庄境 製塩土器（堅塩布目） 8世紀末〜9世紀前半 （36）-54

36029 町口遺跡
徳島県阿波市吉野町西条
町口

製塩土器（堅塩布目） 古代 （36）-34、（36）-35、（36）-47

36030 拝原東遺跡 徳島県美馬市脇町拝原 製塩土器（脚台3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（36）-46、（36）-56

36031 薬師遺跡
徳島県美馬市美馬町字薬
師

製塩土器（堅塩布目） 奈良〜平安時代前半 （36）-26、（36）-47

36032 石井城ノ内遺跡
徳島県名西郡石井町字城
ノ内

製塩土器（脚台2、堅塩布
目）

弥生時代後期末、古
代

（36）-19、（36）-31、（36）-47

36033 田井遺跡
徳島県海部郡美波町田井
字久保

製塩土器（堅塩布目） 古代 （36）-49

36034 芝遺跡
徳島県海部郡海陽町野江
字西ノ内

製塩土器（堅塩） 奈良時代 （36）-44、（36）-47

36035 黒谷川郡頭遺跡
徳島県板野郡板野町大寺
字郡頭

製塩土器（脚台3） 古墳時代初頭 （36）-9、（36）-47

36036 金泉寺遺跡
徳島県板野郡板野町大寺
亀山下

製塩土器（脚台4） 古墳時代前期 （36）-20

36037 古町遺跡
徳島県板野郡板野町大寺
楠ノ本

製塩土器（堅塩布目） 古代 （36）-30、（36）-47

36038 古城遺跡
徳島県板野郡板野町古城
字楠ノ本

製塩土器（堅塩ナデ） 古代 （36）-14

36039 川端遺跡 徳島県板野郡板野町川端
製塩土器（脚台4、堅塩ナ
デ ・ 布目）

古墳時代前期、奈良
時代

（36）-20、（36）-28、（36）-47

36040 黒谷川宮ノ前遺跡 徳島県板野郡板野町犬伏 製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀 （36）-15、（36）-47

36041 大柿遺跡
徳島県三好郡東みよし町昼
間

製塩土器（丸底1、丸底2） 古墳時代中 ・ 後期

（36）-32、（36）-36、
（36）-38、（36）-47、
（36）-56、（36）-57、
（36）-59、（36）-60

36042 中庄東遺跡
徳島県三好郡東みよし町中
庄

製塩土器（丸底2 ？、堅塩ナ
デ ・ 布目）

古墳時代後期， 奈良
時代後半〜平安時代
前半

（36）-35、（36）-40、
（36）-47、（36）-53、

36043 稲持遺跡
徳島県三好郡東みよし町稲
持

製塩土器 古墳時代 （36）-17
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（37）　香川県

（37）-1 快舟散史（水原岩太郎） 「考古行脚」 『吉備考古』 16 ・ 22号　吉備考古会　1933年 ・ 1934年

（37）-2 水原岩太郎編1939年10月『師楽式土器図録』　水原岩太郎（謄写版和装）

（37）-3 寺田貞次「讃岐沙彌島の先史時代遺跡」 『考古学』 10－12　東京考古学会　1939年11月

（37）-4 木村幹夫「小豆島に於ける安田釘ヶ谷遺跡に就いて」 『考古學』第12巻第1号　東京考古学会　1941年1月

（37）-5 快船散史「小豆島ノ見学」 『吉備考古』第50号　吉備考古会　1941年7月

（37）-6 寺田貞次「四海村長濱貝塚」 （香川県史蹟名勝天然記念物調査會編1942年9月『史蹟名勝天然記念物調査報告』第13　香川県）

（37）-7 松浦正一　「多度郡本島村向島遺跡」 『香川県文化財調査報告』第1集　香川県教育委員会　1951年3月

（37）-8 松浦正一「小豆島豊島村讃岐横引遺跡」 『香川県文化財調査報告』第2集　香川県教育委員会　1953年3月

（37）-9 竺林徳（小竹一郎）編1955年1月『高松市高松町すべり山出土弥生式遺物報告書』　竺林徳（小竹一郎）

（37）-10
喜兵衛島発掘調査団「ー共同研究ー　謎の師楽式　瀬戸内海喜兵衛島の考古学的調査報告」 『歴史評論』第72号　河出書房　
1956年1月

（37）-11 森井正 ・ 高橋邦彦「粟島遺跡」 『香川県文化財調査報告』第4集　香川県教育委員会　1956年3月

（37）-12 善入義信「香川県小豊島出土の師楽式土器について」 『若木考古』第50号　国大考古学会々報　1958年5月

（37）-13 近藤義郎「師楽式遺跡における古代塩生産の立証」 『歴史学研究』 223号　岩波書店　1958年9月

（37）-14
鎌木義昌・六車恵一「香川県高松市高松町大空遺跡の土器」 （日本考古学協会弥生式土器文化総合研究特別委員会（小林行雄・
杉原荘介）編1961年4月『弥生式土器集成資料編2』　弥生式土器集成刊行会）

（37）-15 森井正「坂出市師楽式与島貝塚」 『香川県文化財調査報告』第7集　香川県教育委員会　1962年3月

（37）-16 近藤義郎「香川県三豊郡船越八幡神社遺跡」 『日本考古学年報11 （昭和33年度）』　誠文堂新光社　1962年3月

（37）-17 近藤義郎「香川県香川郡喜兵衛島遺跡」 『日本考古学年報11 （昭和33年度）』　誠文堂新光社　1962年3月

（37）-18 近藤義郎「香川県香川郡倉浦遺跡」 『日本考古学年報11 （昭和33年度）』　誠文堂新光社　1962年3月

（37）-19 近藤義郎「香川県香川郡荒神島遺跡」 『日本考古学年報13 （昭和35年度）』　誠文堂新光社　1964年3月

（37）-20 近藤義郎「香川県香川郡喜兵衛島古墳群」 『日本考古学年報15 （昭和37年度）』　誠文堂新光社　1966年3月

（37）-21 森井正「小豆郡における考古学的作業の略報」 『香川県文化財調査報告』第9　香川県教育委員会　1968年3月

（37）-22 近藤義郎「香川県香川郡喜兵衛島遺跡」 『日本考古学年報19 （昭和41年度）』　誠文堂新光社　1971年4月
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（37）-23 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

（37）-24 西谷れい子「沙弥島遺跡発掘調査概報」 『文化財協会報』第57号　香川県文化財保護協会　1972年10月

（37）-25 香川県教育委員会（秋山忠 ・ 松本豊胤 ・ 松本敏三）編1974年『葛島（香川県埋蔵文化財調査報告）』　香川県教育委員会

（37）-26 瀬戸内海歴史民俗資料館編1975年7月『展示品図録2』　瀬戸内海歴史民俗資料館

（37）-27 岩本正二「弥生時代の土器製塩ー備讃瀬戸地域の場合ー」 『考古学研究』第23巻第1号（通巻89号）　考古学研究会　1976年7月

（37）-28 秋山忠「櫃石島第1調査区」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財予備調査報告（1）』　香川県教育委員会　1977年3月

（37）-29 大山真充「櫃石島第3 ー南調査区」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財予備調査報告（1）』　香川県教育委員会　1977年3月

（37）-30 日本塩業体系編集委員会（近藤義郎）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（37）-31
千葉幸伸 ・ 松本敏三「瀬戸内海をめぐる祭祀遺跡」 『瀬戸内の海上信仰調査報告（東部地域）』　瀬戸内海歴史民俗資料館　1979
年3月

（37）-32
廣瀬常雄編「花見山遺跡ホウロク石地区第1次調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（3）　塩浜遺跡　羽佐島遺跡　花
見山遺跡　がんど遺跡　北浦遺跡』　香川県教育委員会　1980年3月

（37）-33
町川義晃「塩浜遺跡」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（3）　塩浜遺跡　羽佐島遺跡　花見山遺跡　がんど遺跡　北浦遺
跡』　香川県教育委員会　1980年3月

（37）-34 斉藤賢一「高屋遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和54年度』　香川県教育委員会　1980年3月

（37）-35 香川県教育委員会（秋山忠 ・ 松本敏三）編1980年3月『仁尾町 ・ 南草木遺跡調査報告』　香川県教育委員会

（37）-36
いなだ浜製塩遺跡発掘調査団（団長 ・ 石部正志） 『いなだ浜製塩遺跡発掘ニュース』№1 ・ №2 ・ №3 （プリント）　1980年7月24日 ・
1980年7月25日 ・ 1981年7月25日

（37）-37 岩本正二「製塩土器の分布と流通」 『考古学研究』第27巻第2号（通巻106号）　考古学研究会　1980年9月

（37）-38 「大浦浜遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度』　香川県教育委員会　1981年3月

（37）-39 「与島塩浜遺跡C地区」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度』　香川県教育委員会　1981年3月

（37）-40 伊沢肇一「大浜遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度』　香川県教育委員会　1981年3月

（37）-41
大山真充ほか「大浦浜遺跡の調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（4）　塩浜遺跡　西方遺跡　花見山遺跡　大浦遺
跡　大浦浜遺跡』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1981年3月

（37）-42
藤好史郎ほか「塩浜遺跡の調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（4）　塩浜遺跡　西方遺跡　花見山遺跡　大浦遺跡　
大浦浜遺跡』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1981年3月

（37）-43 松本敏三「大串長蛇ヶ谷遺跡について」 『瀬戸内海歴史民俗資料館だより』第11号　瀬戸内海歴史民俗資料館　1981年3月

（37）-44 香川県教育委員会（伊沢肇一 ・ 森本義臣）編1981年3月『大浜遺跡発掘調査概要』　詫間町教育委員会

（37）-45 岡山大学考古学研究室荒神島遺跡調査団『荒神島発掘ニユ－ス』№1　1981年3月14日
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（37）-46 製塩遺跡発掘調査団（団長 ・ 石部正志） 『塩飽広島製塩遺跡調査ニュース』 1〜4 （プリント）　1981年7月30日〜1981年8月2日

（37）-47 安田和文「大浦浜遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和56年度』　香川県教育委員会　1982年3月

（37）-48
大山真充「製塩土器編年試案について」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（5）　西方遺跡　大浦浜遺跡　羽佐島遺跡』　
香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1982年3月

（37）-49
大山真充 ・ 真鍋昌宏ほか「大浦浜遺跡」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（5）　西方遺跡　大浦浜遺跡　羽佐島遺跡』　
香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1982年3月

（37）-50
香川県教育委員会（大山真充）編1982年3月『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（5）　西方遺跡　大浦浜遺跡　羽佐島遺
跡』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団

（37）-51 伊沢肇一「志度町天野出土の弥生式土器について」 『文化財協会報昭和56年度特別号』　香川県文化財保護協会　1982年3月

（37）-52 牟礼良典「香川県高松市の小原遺跡について」 『香川県自然科学館研究報告』 5　香川県自然科学館　1983年3月

（37）-53
林正弘 ・ 藤好史郎編「櫃石島の調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（6）　初田遺跡　ヤケヤマ遺跡　大浦浜遺跡　
長崎通り遺跡　長崎古墳』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1983年3月

（37）-54
林正弘 ・ 藤好史郎編「岩黒島初田遺跡の調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（6）　初田遺跡　ヤケヤマ遺跡　大浦
浜遺跡　長崎通り遺跡　長崎古墳』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1983年3月

（37）-55 「櫃石島古墳群」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-56 「すべり山遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-57 「沙弥ナカンダ浜遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-58 「高屋遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-59 「大浜遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-60 「南草木遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-61 「喜兵衛島古墳群」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-62 「葛島古墳群」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-63 「釘ヶ谷遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-64 「富丘古墳群」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-65 「中玉浜遺跡」 『新編香川叢書　考古篇』　新編香川叢書刊行企画委員会　1983年3月

（37）-66 安田和文「大浦浜遺跡（1）大浦浜南端調査区」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度』　香川県教育委員会　1983年8月

（37）-67 林正弘「大浦浜遺跡（2）」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度』　香川県教育委員会　1983年8月

（37）-68 香川県教育委員会編1984年2月『語りかける埋蔵文化財　備讃瀬戸の島々 4』　香川県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団
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（37）-69
香川県文化財保護協会坂出支部（川畑迪）編1984年『沙弥島案内　附ナカンダ浜遺跡出土品一覧』　香川県文化財保護協会坂出
支部

（37）-70
埋蔵文化財天理教調査団（山内紀嗣）編1984年7月『布留遺跡出土の製塩土器1』　考古学調査研究中間報告9　埋蔵文化財天理
教調査団

（37）-71 「稲木遺跡」 『香川県埋蔵文化財発掘調査年報　昭和58年度』　香川県教育委員会　1984年12月

（37）-72 文化庁文化財保護部記念物課編1985年3月『広域遺跡保存対策調査研究報告6』　文化庁

（37）-73
大山真充「香川県大浦浜遺跡における製塩と漁網との関係ついて」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海
の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　発表要旨　資料集1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（37）-74
大山真充「香川県」 （埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人編1986年2月『海の生産用具ー弥生時代から平安時代までー　発
表要旨　資料集1』　埋蔵文化財研究会第19回研究集会世話人）

（37）-75
藤好史郎ほか「下川津遺跡の調査」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（7）　下川津遺跡　岡宮古墳　聖通寺城跡』　香川
県教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団　1986年3月

（37）-76 「大串長蛇が谷薬師遺跡と古墳時代の製塩」 （志度町史編さん委員会編1986年5月『新編志度町史』上巻　志度町）

（37）-77 香川県編1987年3月『香川県史　第13巻資料編　考古』　香川県

（37）-78 「東風浜遺跡」 『香川県史　第13巻資料編　考古』　香川県　1987年3月

（37）-79 「粟島馬城遺跡」 『香川県史　第13巻資料編　考古』　香川県　1987年3月

（37）-80
香川県教育委員会（野中寬文ほか）編1987年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第二冊　大門遺跡ほ
か』　香川県教育委員会 ・ 日本道路公団

（37）-81 「櫃石島県道調査」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和59年度〜昭和62年度』　香川県教育委員会　1988年3月

（37）-82
香川県教育委員会（大山真充 ・ 真鍋昌宏）編1988年3月『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告5　大浦浜遺跡』　香川県
教育委員会 ・ 本州四国連絡橋公団（全3冊、本文編、実測図版編、写真図版編）

（37）-83
大山真充「香川県製塩遺跡地名表」 『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告5　大浦浜遺跡』　香川県教育委員会 ・ 本州
四国連絡橋公団　1988年3月（全3冊、本文編、実測図版編、写真図版編）

（37）-84 川畑迪「坂出地方の製塩土器」 （坂出市史編さん委員会編1988年4月『坂出市史　資料編』　坂出市）

（37）-85 川畑迪「沙弥ナカンダ浜遺跡出土品」 （坂出市史編さん委員会編1988年4月『坂出市史　資料編』　坂出市）

（37）-86 高松市教育委員会（藤井雄三）編1989年3月『久米池南遺跡発掘調査報告書』　高松市教育委員会

（37）-87
香川県埋蔵文化財調査センター （西村尋文）編1989年3月『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告6　花見山遺跡』　香川
県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 本州四国連絡橋公団

（37）-88
安藤清和 ・ 國木健司「鴨部地区の調査」 『一般国道11号線高松東バイパス建設及び県営圃場整備に伴う埋蔵文化財試掘調査報
告2』　香川県教育委員会　1989年3月

（37）-89 國木健司「鴨部南谷遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　昭和63年度』　香川県教育委員会　1989年3月

（37）-90
香川県埋蔵文化財調査センター （西岡達哉）編1989年3月『稲木遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査セ
ンター ・ 日本道路公団

（37）-91 稲木遺跡発掘調査団（笹川龍一）編1989年3月『稲木遺跡』　稲木遺跡発掘調査団
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（37）-92 善通寺市教育委員会（笹川龍一）編1989年3月『仲村廃寺』　善通寺市教育委員会

（37）-93
香川県埋蔵文化財調査センター （西岡達哉）編1990年2月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第七冊　一の
谷遺跡群』　　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団（全2冊、本文編、写真図版編）

（37）-94 川畑聡「横立山東麓1号墳」 『『香川県埋蔵文化財調査年報　平成元年度』　香川県教育委員会　1990年3月

（37）-95
香川県埋蔵文化財調査センター （藤好史郎 ・ 西村尋文）編1990年3月『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告7　下川津
遺跡』　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター・本州四国連絡橋公団（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊・
写真図版）

（37）-96 香川県教育委員会（國木健司）編1990年3月『鴨部南谷遺跡発掘調査概報』　志度町教育委員会

（37）-97 國木健司「粟地 ・ 釘が谷東遺跡」 『『香川県埋蔵文化財調査年報　平成元年度』　香川県教育委員会　1990年3月

（37）-98
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1990年12月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第八冊　延
命遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-99 大山真充「製塩」 『古墳時代の研究』第4巻　生産と流通1　雄山閣出版　1991年1月

（37）-100 岩崎孝 ・ 北山健一郎「正箱 ・ 薬王寺遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成2年度』　香川県教育委員会　1991年3月

（37）-101
川畑聡「横立山東麓1号墳」 『高松市文化財調査報告書　横立山東麓1号墳　史跡高松城跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第18集　
高松市教育委員会　1991年3月

（37）-102
香川県埋蔵文化財調査センター （宮崎哲治）編1991年11月『県道多度津丸亀線緊急地方道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告　道下遺跡』　　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-103
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1992年1月『中小河川大束川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　川津元結
木遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-104
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1992年8月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第11冊　三条
番ノ原遺跡』　　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-105 岩本正二「弥生時代の土器製塩」 （近藤義郎編1992年11月『吉備の考古学的究』 （上）　山陽新聞社出版局）

（37）-106 大久保徹也「古墳時代以降の土器製塩」 （近藤義郎編1992年11月『吉備の考古学的究』 （下）　山陽新聞社出版局）

（37）-107
香川県埋蔵文化財調査センター （宮崎哲治）編1993年11月『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第2冊　林 ・ 坊城遺
跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 建設省四国地方建設局

（37）-108 「高松市小山 ・ 南谷遺跡」 『いにしえの讃岐』第8号　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　1993年11月

（37）-109
香川県埋蔵文化財調査センター （山下平重）編1993年11月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第13冊　郡
家原遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-110 香川県教育委員会（國木健司）編1993年12月『石田高校校庭内遺跡発掘調査報告書』　香川県教育委員会

（37）-111 岩本正二「香川県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（37）-112
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1994年3月『平成5年度県道高松志度線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
概報　小山 ・ 南谷遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-113
高松市教育委員会（山元敏裕）編1994年3月『𠗖 ・ 松ノ木遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第23集　高松市教育委員会 ・ 建設
省四国地方建設局

（37）-114
香川県埋蔵文化財調査センター （広瀬常雄）編1994年3月『県道山崎御厩線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　正箱・
薬王寺遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
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（37）-115
香川県埋蔵文化財調査センター （西岡達哉）編1994年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第14冊　川津
中塚遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団（全2冊、本文編、写真図版編）

（37）-116
國木健司「八丁地遺跡」 『香川県埋蔵文化財発掘調査報告　平成5年度香川県土木部道路整備事業に伴う発掘調査報告集』　香
川県教育委員会　1994年3月

（37）-117
香川県埋蔵文化財調査センター （西村尋文）編1994年3月『国道バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成5年度』　香
川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 建設省四国地方建設局

（37）-118
「小山 ・ 南谷遺跡」 『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成5年度』　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　
1994年5月

（37）-119
「吉野下秀石遺跡」 『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成5年度』　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　
1994年5月

（37）-120
香川県埋蔵文化財調査センター （森格也 ・ 古野徳久）編1995年3月『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　前
田東 ・ 中村遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 建設省四国地方建設局（全3冊、第1分冊、第
2分冊、第3分冊 ・ 写真図版）

（37）-121
香川県埋蔵文化財調査センター （北山健一郎 ・ 森下友子）編1995年3月『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第4冊　
太田下 ・ 須川遺跡』　　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 建設省四国地方建設局

（37）-122
香川県埋蔵文化財調査センター （木下晴一）編1995年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第16冊　川津
二代取遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-123
高松市教育委員会（山元敏裕）編1995年10月『蛙股遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第29集　高松市教育委員会 ・ 建設省四国
地方建設局

（37）-124
高松市教育委員会（山元敏裕）編1995年10月『居石遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第30集　高松市教育委員会 ・ 建設省四国
地方建設局

（37）-125
大山真充「瀬戸内の製塩ー古墳時代後期の生産拡大の意味ー」 （松原弘宣編1995年12月『古代王権と交流ー瀬戸内海地域にお
ける交流の展開ー』第6巻　名著出版）

（37）-126
香川県埋蔵文化財調査センター （大久保徹也 ・ 森格也）編1995年12月『高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6冊　
上天神遺跡』　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター・建設省四国地方建設局（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（37）-127 大嶋和則「大空遺跡出土弥生土器の概要」 『高松市歴史資料館収蔵目録　考古資料』　高松市歴史資料館　1996年3月

（37）-128
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1996年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第21冊　川津
下樋遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-129 高畠豊「馬宿畑方遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成7年度』　香川県教育委員会　1996年3月

（37）-130
香川県埋蔵文化財調査センター （古野徳久）編1996年3月『池戸郵便局建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　砂入遺跡』　香川県
教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 郵政省四国郵便局

（37）-131
香川県埋蔵文化財調査センター （西岡達哉）編1996年12月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　空港跡地
遺跡1』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-132 萬木一郎「馬宿畑方遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成8年度』　香川県教育委員会　1997年3月

（37）-133 萬木一郎「王子の谷遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成8年度』　香川県教育委員会　1997年3月

（37）-134 大嶋和則「奥の坊権現前遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成8年度』　香川県教育委員会　1997年3月

（37）-135 今井和彦「沙弥千人塚遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成8年度』　香川県教育委員会　1997年3月

（37）-136 高松市教育委員会（山本英之 ・ 中西克也）編1997年3月『日暮 ・ 松林遺跡』　高松市文化財調査報告第34集　高松市教育委員会

（37）-137
坂出市教育委員会（今井和彦）編1997年3月『坂出市内遺跡発掘調査報告書　平成8年度国庫補助事業報告書　沙弥島長崎鼻遺
跡、沙弥島千人塚遺跡』　坂出市教育委員会
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（37）-138
香川県埋蔵文化財調査センター （山下平重）編1997年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第26冊　川津
一ノ又遺跡1』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-139
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1997年3月『中小河川大束川改修に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　川津一ノ又遺
跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-140 志度町教育委員会（高畠豊）編1997年3月『花池尻遺跡』　志度町教育委員会

（37）-141
香川県埋蔵文化財調査センター （西岡達哉 ・ 喜岡永光 ・ 門脇範子）編1997年3月『国立善通寺病院看護学校建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査概報第1冊　旧練兵場遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-142 木下晴一編「県道紫雲出山線」 『埋蔵文化財試掘調査報告10　香川県内遺跡発掘調査』　香川県教育委員会　1997年3月

（37）-143
香川県埋蔵文化財調査センター （大久保徹也 ・ 高橋佳緒里）編1997年3月『国道バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　
平成8年度』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 建設省四国地方建設局7

（37）-144 寒川町教育委員会（山本一伸）編1997年5月『森広遺跡』　寒川町教育委員会

（37）-145
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編1997年8月『県道高松志度線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　小山・
南谷遺跡1」　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-146
香川県埋蔵文化財調査センター （蔵本晋司）編1997年9月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第2冊　空港跡地
遺跡2』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-147
大久保徹也「古墳時代中後期における塩の流通」 （塩の会シンポジュウム実行委員会編1997年10月『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）

（37）-148
高松市教育委員会（山本英之）編1998年3月『弘福寺領讃岐国山田郡田図関係遺跡発掘調査概報3』　高松市埋蔵文化財調査報
告第35集　高松市教育委員会

（37）-149
高松市教育委員会（山本英之 ・ 中西克也）編1998年3月『境目 ・ 下西原遺跡』　高松市文化財調査報告第36集　高松市教育委員
会

（37）-150
徳島文理大学文化財学科（石野博信 ・ 福田彰浩 ・ 三木素美子） 「小豆島の考古学」 （徳島文理大学文学部コミュニケーション学
科編1998年3月『徳島文理大学文学部共同研究　小豆島』　徳島文理大学文学部コミュニケーション学科）

（37）-151
福田彰浩「豊栄川丸山遺跡の台付鉢ー小豆島における土器製塩開始時期の再検討ー」 （徳島文理大学文学部コミュニケーション
学科編1998年3月『徳島文理大学文学部共同研究　小豆島』　徳島文理大学文学部コミュニケーション学科）

（37）-152
香川県埋蔵文化財調査センター （森下友子）編1998年10月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　空港跡地
遺跡3』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-153
香川県埋蔵文化財調査センター （古野德久重）編1998年10月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第30冊　
川津一ノ又遺跡2』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-154 大嶋和則「奥の坊権現前遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成9年度』　香川県教育委員会　1999年2月

（37）-155 高松市教育委員会（山本英之）編1999年3月『讃岐国弘福寺領の調査2』　高松市埋蔵文化財調査報告第37集　高松市教育委員会

（37）-156 高松市教育委員会（山元英之）編1999年3月『キモンドー遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第39集　高松市教育委員会

（37）-157
高松市教育委員会（大嶋和則）編1999年3月『奥の坊遺跡群1　（奥の坊地区（試掘）　大空古墳　金川渕古墳）』　高松市文化財調
査報告第40集　高松市教育委員会

（37）-158
高松市教育委員会（大嶋 和則）編1999年3月『高松城跡（（作事丸）』　高松市埋蔵文化財調査報告第41集　高松市教育委員会 ・
財団法人松平公益会

（37）-159
香川県埋蔵文化財調査センター （山下平重）編1999年3月『高校新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　多肥松林遺跡』　香
川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-160
香川県埋蔵文化財調査センター （蔵本晋司）編1999年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第32冊　中間
西井坪遺跡2』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団（全2冊、本文編、観察表 ・ 写真図
版編）
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（37）-161 西村尋文 ・ 塩崎誠司「坂出高校第2体育館」 『埋蔵文化財試掘調査報告12』　香川県教育委員会　1999年3月

（37）-162 大川地区広域行政振興整備組合埋蔵文化財係（阿河鋭二）編1999年3月『陵遺跡』　長尾町教育委員会

（37）-163 喜兵衛島研究会（近藤義郎）編1999年5月『喜兵衛島ー師楽式土器製塩遺跡群の研究ー』　喜兵衛島刊行会

（37）-164
香川県埋蔵文化財調査センター （蔵本晋司）編1999年10月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第33冊　川
津川西遺跡 ・ 飯山一本松遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-165
香川県埋蔵文化財調査センター （木下晴一）編2000年2月『県道高松志度線緊急整備工事および県立医療短期大学建設に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告　原中村遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-166
香川県埋蔵文化財調査センター （山元素子）編2000年2月『県道改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　八丁地遺跡　本村 ・
横内遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-167
大久保徹也2000年3月『製塩土器の型式学的検討に基づく古墳時代中後期、中部瀬戸内海産塩流通システムの復元』 ー平成11
〜12年度科学研究費補助金＜基盤研究（C） （2）＞研究成果報告書ー　徳島文理大学

（37）-168 高松市教育委員会（大嶋和則）編2000年3月『一角遺跡』　高松市文化財調査報告書第44集　　高松市教育委員会

（37）-169
高松市教育委員会（山元敏裕）編2000年3月『高松市内遺跡発掘調査概報一平成11年度国庫補助事業一』　高松市文化財調査報
告第45集　高松市教育委員会

（37）-170 高松市教育委員会（小川賢）編2000年3月『香西南西打遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第50集　高松市教育委員会

（37）-171
香川県埋蔵文化財調査センター （小野秀幸 ・ 香西亮）編2000年3月『県道 ・ 河川関係埋蔵文化財発掘調査概報　平成11年度』　
香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-172
「須田 ・ 中尾瀨遺跡ほか」 『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成11年度』　財団法人香川県埋蔵文化財調査セン
ター　2000年5月

（37）-173
香川県埋蔵文化財調査センター （山下平重）編2000年8月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第36冊　金毘
羅山遺跡1　塔の山南遺跡　庵の谷遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団 ・ 香川
県土木部

（37）-174
香川県埋蔵文化財調査センター （松本和彦 ・ 宮崎哲治）編2000年10月『県道高松王越坂出線建設改良事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告　雄山古墳群』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-175 高松市教育委員会（川畑聡）編2001年3月『松縄下所遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第52集　高松市教育委員会

（37）-176 高松市教育委員会（大嶋和則 ・ 中西克也） 2001年3月『木太中村遺跡』　高松市文化財調査報告書第53集　高松市教育委員会

（37）-177 「与島駐在所新築」 『埋蔵文化財試掘調査報告14　香川県内遺跡発掘調査』　香川県教育委員会　2001年3月

（37）-178
大久保徹也「塩飽諸島における土器製塩の消長」 （徳島文理大学文学部文化財学科編2001年3月『徳島文理大学文学部共同研
究　塩飽諸島』　徳島文理大学文学部文化財学科）

（37）-179
石原徹也ほか「西久保谷遺跡」 『県道関係埋蔵文化財発掘調査概報平成12年度　本村中遺跡　西久保谷遺跡　川津六反地遺跡　
川津昭和遺跡　上林遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　2001年3月

（37）-180
石原徹也 ・ 小野秀幸「西久保谷遺跡」 『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成12年度』　財団法人香川県埋蔵文化
財調査センター　2001年5月

（37）-181
香川県埋蔵文化財調査センター （松本和彦）編2001年10月『国道193号改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　岡清水遺跡』　　
香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-182
香川県埋蔵文化財調査センター （山下素子）編2001年10月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第38冊　川
津東山田遺跡1区』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-183 高松市教育委員会（川畑聡）編2001年12月『凹原遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第56集　高松市教育委員会
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（37）-184
高松市教育委員会（小川賢 ・ 中西克也）編2001年12月『東中筋遺跡ー第1次調査ー』　高松市文化財調査報告第57集　高松市教
育委員会

（37）-185
香川県埋蔵文化財調査センター （木下晴一）編2002年3月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第5冊　空港跡地
遺跡5』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-186
香川県埋蔵文化財調査センター （山下平重 ・ 信里芳紀）編2002年3月『サンポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告第2冊　西打遺跡2』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-187 今井和彦「小与島A遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成12年度』　香川県教育委員会　2002年3月

（37）-188 西岡達哉「文京町二丁目遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成12年度』　香川県教育委員会　2002年3月

（37）-189 元興寺文化財研究所（狭川真一 ・ 角南聡一郎）編2002年3月『旧練兵場遺跡』　善通寺市 ・ 財団法人元興寺文化財研究所

（37）-190
香川県埋蔵文化財調査センター （片桐孝浩）編2002年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第39冊　原間
遺跡1』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団 ・ 香川県土木部（全2冊、第1分冊、第2分
冊（表 ・ 図版））

（37）-191
藤原好二「山本慶一氏寄贈の資料2」 『倉敷埋蔵文化財センター年報8 ー平成12 （2000）年度ー』　倉敷埋蔵文化財センター　2002
年3月

（37）-192
香川大学埋蔵文化財調査室（丹羽佑―）編2002年3月『農学部遺跡1』　香川大学埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　香川大学埋蔵
文化財調査室

（37）-193 西岡達哉ほか「文京町2丁目遺跡」 『埋蔵文化財試掘調査報告15』　香川県教育委員会　2002年3月

（37）-194
大久保徹也「備讃瀬戸地域における弥生後期土器製塩の特質」 『環瀬戸内の考古学ー平井勝氏追悼論文集ー』上巻　古代吉備
研究会　2002年11月

（37）-195
高松市教育委員会（川畑聡）編2002年12月『天満 ・ 宮西遺跡〜集落 ・ 水田編〜』　高松市埋蔵文化財発掘調査報告第60集　高松
市教育委員会

（37）-196 高松市教育委員会（山元敏裕）編2003年3月『史跡天然記念物屋島』　高松市埋蔵文化財調査報告第62集　高松市教育委員会

（37）-197 大嶋和則「奥の坊遺跡」 『香川県埋蔵文化財センター年報　平成13年度』　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　2003年3月

（37）-198
西岡達哉ほか「坂出高校第2体育館」 『香川県埋蔵文化財センター年報　平成13年度』　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　
2003年3月

（37）-199
香川県埋蔵文化財調査センター （蔵本晋司）編2003年3月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6冊　空港跡地
遺跡6 （Ｇ地区）』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-200
香川県埋蔵文化財調査センター （西村尋文）編2003年3月『県道富田西志度線道路改良事業及び県道高松長尾大内線道路改良
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　寺田 ・ 産宮通遺跡　南天枝遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査
センター

（37）-201
古瀬清秀・打田知之・八幡浩二「瀬戸内海島嶼部及び沿岸部の遺跡踏査ー古代海上交通と祭祀に関してー」 『内海文化研究紀要』
第31号　広島大学文学部内海文化研究室　2003年3月

（37）-202 香川県教育委員会（佐藤竜馬）編2003年3月『県道関係埋蔵文化財発掘調査報告　村黒遺跡 ・ 積浦遺跡』　香川県教育委員会

（37）-203 三木町教育委員会（松田重治 ・ 二神希代江）編2003年3月『西土居遺跡群』　三木町教育委員会

（37）-204
香川県埋蔵文化財調査センター （山元素子）編2003年10月『インテリジェントパーク整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　空
港跡地遺跡（Ｋ地区）』　　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 香川県土地開発公社

（37）-205
香川県埋蔵文化財調査センター （山元素子 ・ 松本和彦）編2004年1月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
第48冊　大山遺跡 ・ 中谷遺跡 ・ 桶谷遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-206
高松市教育委員会（大嶋和則）編2004年3月『奥の坊遺跡群2 （奥の坊権現前遺跡）』　高松市埋蔵文化財調査報告第67集　高松
市教育委員会
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（37）-207
高松市教育委員会（小川 賢 ・ 山元敏裕）編2004年3月『宗高坊城遺跡』　高松市埋蔵文化財発掘調査報告第68集　高松市教育委
員会

（37）-208
高松市教育委員会（川畑聡 ・ 小川賢）編2004年3月『天満 ・ 宮西遺跡〜旧河道編〜　上西原遺跡〜第2次調査〜』　高松市文化財
調査報告第69集　高松地教育委員会

（37）-209
香川県埋蔵文化財調査センター （信里芳紀）編2004年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第49冊　中間
東井坪遺跡 ・ 正箱遺跡 ・ 八幡遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター ・ 日本道路公団

（37）-210
香川県埋蔵文化財調査センター （乗松真也）編2004年3月『サンポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6冊　
浜ノ町遺跡』　香川県教育委員会 ・ 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

（37）-211
香川県埋蔵文化財調査センター （森格也 ・ 信里芳紀 ・ 長井博志）編2004年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第47冊　成重遺跡1』　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター・日本道路公団・香川県土木部（全
2冊、第1分冊、第2分冊）

（37）-212
香川県埋蔵文化財センター （乗松真也）編2004年9月『空港跡地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第8冊　空港跡地遺跡8』　
香川県教育委員会 ・ 香川県土地開発公社

（37）-213
高松市教育委員会（大嶋和則）編2004年9月『松林遺跡（第2次調査）』　高松市文化財調査報告第77集　高松市教育委員会 ・ 株式
会社ユーリックホーム

（37）-214
高松市教育委員会（川畑聡）編2004年12月『多肥宮尻遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第78集　高松市教育委員会 ・ 株式会社
西日本住建

（37）-215
高松市教育委員会（大嶋和則）編2004年12月『奥の坊遺跡群3 （大空北遺跡 ・ 奥の坊奥池西遺跡）』　高松市埋蔵文化財調査報
告第79集　高松市教育委員会

（37）-216
香川県埋蔵文化財センター （宮﨑哲治）編2005年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第55冊　前田東 ・
中村遺跡2』　　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局 ・ 西日本高速道路株式会社

（37）-217
高松市教育委員会（小川 賢 ・ 片桐節子）編2005年3月『高松城跡（東町奉行所跡）』　高松市埋蔵文化財調査報告第83集　高松市
教育委員会 ・ 高松琴平電気鉄道株式会社

（37）-218
坂出市教育委員会（今井和彦）編2005年3月『坂出市内遺跡発掘調査報告書　平成16年度国庫補助事業報告書』　坂出市教育委
員会

（37）-219 西村尋文 ・ 細川健一ほか「文京町二丁目西遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成15年度』　香川県教育委員会　2005年3月

（37）-220
大川広域行政組合埋蔵文化財係（松田朝由）編2005年3月『鵜の部山古墳 ・ 大串石切場跡』　さぬき市埋蔵文化財調査報告第2集　
さぬき市教育委員会

（37）-221
香川県埋蔵文化財調査センター （森格也）編2005年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第54冊　成重遺
跡2』　香川県教育委員会 ・ 日本道路公団（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（37）-222
松本和彦「瀬戸内海国立公園　白鳥松原園地」 『埋蔵文化財試掘調査報告18　香川県内遺跡発掘調査』　香川県教育委員会　
2005年3月

（37）-223
香川県埋蔵文化財センター （山元素子 ・ 小野秀幸）編2005年3月『県道大内白鳥インター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　
原間遺跡』　香川県教育委員会

（37）-224 片桐孝浩「史跡　喜兵衛島製塩遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成15年度』　香川県教育委員会　2005年3月

（37）-225
高松市教育委員会（大嶋和則）編2005年8月『日暮 ・ 松林遺跡（済生会特養ホーム）』　高松市文化財調査報告第86集　高松市教
育委員会 ・ 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会

（37）-226
高松市教育委員会（川畑聰）編2005年8月『日暮 ・ 松林遺跡』　高松市文化財調査報告第87集　高松市教育委員会 ・ 株式会社象
企画

（37）-227 近藤義郎2005年8月『土器製塩の島 : 喜兵衛島製塩遺跡と古墳』　シリーズ「遺跡を学ぶ」 18　　新泉社

（37）-228 「本郷遺跡」 『いにしえの讃岐』第47号　香川県埋蔵文化財センターセンターだより　香川県埋蔵文化財センター　2005年9月

（37）-229
香川県埋蔵文化財センター （小野秀幸）編2005年10月『県道高松志度線及び県道丸亀詫間豊浜線に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告　花池尻北遺跡　西久保谷遺跡』　香川県教育委員会
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（37）-230 今井和彦「ナカンダ浜遺跡」 『香川県埋蔵文化財調査年報　平成16年度』　香川県教育委員会　2006年1月

（37）-231
高松市教育委員会（大嶋和則）編2006年3月『奥の坊遺跡群4 （奥ノ坊古墳群 ・ 久米池遺跡）』　高松市埋蔵文化財調査報告第94
集　高松市教育委員会

（37）-232
高松市教育委員会（大嶋和則 ・ 中西克也）編2006年3月『新田本村遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第95集　高松市教育委員
会

（37）-233
香川県埋蔵文化財センター （宮崎哲治）編2006年3月『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第56冊　前田東 ・
中村遺跡3』　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局 ・ 西日本高速道路株式会社

（37）-234
香川県埋蔵文化財センター （片桐孝浩）編2006年11月『県道塩江屋島西線道路局部改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　
竹元遺跡』　香川県教育委員会

（37）-235
東かがわし市教育委員会（阿河鋭二）編2006年3月『神越5号古墳』　東かがわ市埋蔵文化財調査報告第2集　東かがわし市教育委
員会

（37）-236
香川県埋蔵文化財センター （山元素子）編2006年3月『一般国道32号綾歌バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　佐
古川 ・ 窪田遺跡』　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-237
香川県埋蔵文化財センター （片桐孝浩）編2006年12月『県道高松志度線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　小山 ・
南谷遺跡2』　香川県教育委員会

（37）-238 岩本正二 ・ 大久保徹也2007年2月『備讃瀬戸の土器製塩』　吉備人出版

（37）-239
高松市教育委員会（山元敏裕 ・ 川畑聰）編2007年3月『諏訪神社遺跡　久米山遺跡群―諏訪神社御旅所地区―』　高松市埋蔵文
化財調査報告第100集　高松市教育委員会

（37）-240
高松市教育委員会（渡邊誠）編2007年3月『特別史跡讃岐国分寺跡一第16〜21 ・ 25〜35次調査―　如意輪寺窯跡 国分中西遺跡 
兎子山遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第102集　高松市教育委員会

（37）-241
香川県埋蔵文化財センター （森格也）編2007年3月『空港跡地整備事業（県立図書館 ・ 文書館建設事業）に伴う埋蔵文化財調査
報告第9冊　空港跡地遺跡9』　香川県教育委員会

（37）-242
香川県埋蔵文化財センター （西岡達哉）編2007年3月『三木郵便局建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　砂入遺跡』　香川県教育
委員会 ・ 日本郵政公社

（37）-243 信里芳紀「内海ダム再開発事業」 『埋蔵文化財試掘調査報告20　香川県内遺跡発掘調査』　香川県教育委員会　2007年3月

（37）-244
乗松真也「香川県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具
から20年ー』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）

（37）-245
大久保徹也「塩生産 ・ 流通の古墳時代後期的特質についてーとくに備讃瀬戸海域の生産再開と畿内における塩調達方式ー」 （第
56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー海の生産用具から20年ー』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）

（37）-246
香川県埋蔵文化財センター （西岡達哉）編2007年10月『一般国道32号満濃バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　
吉野下秀石遺跡』　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-247
香川県埋蔵文化財センター （森下英治）編2008年1月『県道高松長尾大内線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　尾崎
西遺跡』　香川県教育委員会

（37）-248
香川県埋蔵文化財センター （片桐孝浩）編2008年1月『広域基幹河川弘田川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　弘田川西
岸遺跡』　香川県教育委員会

（37）-249
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2008年1月『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第2冊　鹿伏 ・ 中所遺跡1』　
香川県教育委員会

（37）-250
香川県埋蔵文化財センター （長井博志 ・ 宮崎哲治）編2008年2月『一般国道11号坂出丸亀バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告第1冊　稲木北遺跡　永井北遺跡　小塚遺跡』　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-251
香川県埋蔵文化財センター （宮崎哲治）編2008年2月『一般国道32号綾歌バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　俊
正遺跡』　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-252
香川県埋蔵文化財センター （森下英治）編2008年2月『県道丸亀多度津線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　中東遺跡2　
奥白方中落遺跡　奥白方南原遺跡』　香川県教育委員会
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（37）-253
高松市教育委員会（川畑聰）編2008年3月『光専寺山遺跡　竹元遺跡　高野廃寺　本村遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第110
集　高松市教育委員会

（37）-254
香川県埋蔵文化財センター （森下英治）編2008年11月『県道円座香南線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2冊　本郷遺跡　
川原遺跡』　香川県教育委員会

（37）-255
香川県埋蔵文化財センター （西村尋）編2009年1月『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　鹿伏 ・ 中所遺跡2』　香
川県教育委員会

（37）-256
高松市教育委員会（大嶋和則）編2009年2月『奥の坊遺跡群7 （（奥の坊遺跡8 ・ 9 ・ 10 ・ 11区）』　高松市埋蔵文化財調査報告第
118集　高松市教育委員会

（37）-257
香川県埋蔵文化財センター （木下晴一）編2009年2月『都市計画道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　木太中村遺跡　
文京町二丁目西遺跡』　香川県教育委員会

（37）-258 高松市教育委員会（渡邊誠）編2009年3月『高松城跡（江戸長屋跡2）』　高松市埋蔵文化財調査報告第123集　高松市教育委員会

（37）-259
大久保徹也「塩生産から見た備讃瀬戸海域の役割」 『現代に生きる遺跡　古墳時代の備讃瀬戸　都城周辺の都市的景観』考古学
研究会例会シンポジュウム記録6　考古学研究会　2009年6月

（37）-260
大久保徹也「瀬戸内の弥生・古墳時代土器製塩ー生産・流通の変遷ー」 『製塩土器の分布状況から見た塩の生産／流通の検討ー
四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会　2010年10月

（37）-261
乗松真也「弥生時代後期における土器製塩と製塩土器の流通ー高松平野を中心にー」 『製塩土器の分布状況から見た塩の生産
／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会　2010年10月

（37）-262
信里芳紀「古墳時代中 ・ 後期における製塩土器の搬入様相ー丸亀平野を中心にー」 『製塩土器の分布状況から見た塩の生産／
流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会　2010年10月

（37）-263
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2010年11月『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第4冊　鹿伏 ・ 中所遺跡3』　
香川県教育委員会

（37）-264
香川県埋蔵文化財センター （信里芳紀）編2011年2月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第2冊　旧練兵場遺跡2 （第19次調査）』　香川県教育委員会・独立行政法人国立病院機構善通寺病院（全3冊、第1分冊、
第2分冊、第3分冊 ・ 図版）

（37）-265
高松市教育委員会（渡邊誠）編2011年3月『空港跡地遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第134集　医療法人慶昭会 ・ 高松市教育
委員会

（37）-266
乗松真也「弥生時代後期から古墳時代前期にかけての土器製塩体制の変化ー高松平野を中心とした検討からー」 『青藍』第8号　
考古フォーラム蔵本　2011年5月

（37）-267
香川県埋蔵文化財センター （山下平重）編2012年2月『県道丸亀詫間豊浜線 （多度津西工区） 緊急地方道路整備工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告　西白方瓦谷遺跡』 　香川県教育委員会

（37）-268
高松市教育委員会（渡邊誠）編2012年3月『木太鬼無街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2冊　北山浦遺跡』　高松市文
化財調査報告第137集　高松市教育委員会

（37）-269 高松市教育委員会（高上拓）編2012年3月『林宗高遺跡』　高松市埋蔵文化財発掘調査報告第142集　高松市教育委員会

（37）-270
高松市教育委員会（波多野篤）編2012年3月『奥の坊遺跡群10　（奥の坊遺跡6区　遺物包含層出土遺物編）』　高松市埋蔵文化財
調査報告第143集　高松市教育委員会

（37）-271
香川県埋蔵文化財センター （山下平重）編2012年3月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　多肥
北原遺跡』　香川県教育委員会

（37）-272 大川広域行政組合（阿河鋭二）編2012年3月『沖代水田西遺跡』　東かがわ市埋蔵文化財調査報告第6集　東かがわ市教育委員会

（37）-273
大川広域行政組合（阿河鋭二）編2012年3月『寺田遺跡発掘調査報告書』　さぬき市埋蔵文化財調査報告第10集　さぬき市教育委
員会

（37）-274
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2012年3月『高校新設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第5冊　鹿伏 ・ 中所遺跡4』　
香川県教育委員会

（37）-275
香川県埋蔵文化財センター （信里芳紀）編2013年2月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第3冊　旧練兵場遺跡3』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構善通寺病院（全5冊、第1分冊、第2分冊、第3
分冊、第4分冊、第5分冊 ・ 図版）
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（37）-276
信里芳紀「古墳時代中 ・ 後期における製塩土器の搬入様相ー丸亀平野を中心にー」 『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統
合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　旧練兵場遺跡3』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構善通寺病院　
2013年2月

（37）-277
高上拓「鵜羽神社境内遺跡（重要遺跡確認調査）」 『高松市内遺跡発掘調査概報ー平成25年度国庫補助事業ー』　高松市埋蔵文
化財調査報告第152集　高松市教育委員会　2014年3月

（37）-278
高松市教育委員会（渡邊誠 ・ 波多野篤）編2014年3月『佐料遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第155集　香川県農業協同組合 ・
高松市教育委員会

（37）-279
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2014年3月『国道438号道路改良工事 ・ 県道富熊宇多津線道路改良工事 ・ 城山川河川
改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　川津六反地遺跡 ・ 川津昭和遺跡』　　香川県教育委員会

（37）-280
香川県埋蔵文化財センター （木下晴一）編2014年3月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第4冊　旧練兵場遺跡4』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構善通寺病院

（37）-281
公益財団法人元興寺文化財研究所（佐藤亜聖一 ・ 村田裕介）編2014年7月『旧練兵場遺跡』　善通寺市文化財資料第3集　善通寺
市教育委員会

（37）-282
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2014年11月 『県道三木国分寺線道路改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　兀塚
遺跡』  香川県教育委員会

（37）-283
香川県埋蔵文化財センター （乗松真也）編2014年11月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　太
田原高州遺跡1』　香川県教育委員会

（37）-284
香川県埋蔵文化財センター （森下友子）編2015年2月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第5冊　旧練兵場遺跡5』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構善通寺病院

（37）-285
高上拓「鵜羽神社境内遺跡」 『高松市内遺跡発掘調査概報ー平成26年度国庫補助事業ー』　高松市埋蔵文化財調査報告第159
集　高松市教育委員会　2015年3月

（37）-286
高松市教育委員会（小川賢 ・ 新井場萌）編2015年3月『御殿貯水池南遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第161集　高松市教育委
員会

（37）-287
香川県埋蔵文化財センター （乗松真也）編2015年3月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　多肥
北原西遺跡』　香川県教育委員会

（37）-288
香川県埋蔵文化財センター （西村尋文）編2015年3月『香川県農業試験場移転事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第5冊　西末
則遺跡5 （第一分冊）』　香川県教育委員会

（37）-289 『発掘現場通信 蒲生遺跡』　小豆地区県立学校再編整備事業に伴う発掘調査　香川県埋蔵文化財センター　2015年

（37）-290 『蒲生遺跡発掘調査現地説明会資料』　香川県埋蔵文化財センター　2015年6月28日

（37）-291
香川県埋蔵文化財センター （小野秀幸）編2015年10月『県道高松志度線及び県道丸亀詫間豊浜線に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告　花池尻北遺跡　西久保谷遺跡』　香川県教育委員会

（37）-292
高松市教育委員会（小川賢 ・ 中西克也）編2016年2月『高松城跡（丸の内地区）』　高松市埋蔵文化財調査報告第167集　高松市教
育委員会

（37）-293
香川県埋蔵文化財センター （松本和彦）編2016年2月『高松土木事務所新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　多肥松林遺跡』 　
香川県教育委員会

（37）-294
高上拓「鵜羽神社境内遺跡」 『高松市内遺跡発掘調査概報　平成27年度高松市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書』　高松市埋蔵文化財調査報告第168集　高松市教育委員会　2016年3月

（37）-295
高松市教育委員会（舩築紀子 ・ 磯崎福子）編2016年3月『林コミュニティセンター建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　空
港跡地遺跡（ 亀の町地区1 ） ―第2次調査―』　高松市埋蔵文化財調査報告第171集　高松市教育委員会

（37）-296
公益財団法人元興寺文化財研究所（佐藤亜聖 ・ 村田裕介）編2016年3月『旧練兵場遺跡』　善通寺市文化財資料第4集　善通寺市
教育委員会

（37）-297
香川県埋蔵文化財センター （森下友子）編2016年3月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第6冊　旧練兵場遺跡6』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

（37）-298
香川県埋蔵文化財センター （森下栄治）編2016年3月『独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告第7冊　旧練兵場遺跡7』　香川県教育委員会 ・ 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
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（37）-299 「蒲生遺跡」 『香川県埋蔵文化財センター年報　平成27年度』　香川県埋蔵文化財センター　2017年2月

（37）-300
高松市教育委員会（新井場萌）編2017年3月『高松城跡（（寿町一丁目地区）』　高松市埋蔵文化財調査報告第176集　株式会社和
田コーポレーション ・ 高松市教育委員会

（37）-301
高松市教育委員会（舩築紀子 ・ 森原 奈々）編2017年3月『萩前 ・ 一本木遺跡1』　高松市埋蔵文化財調査報告第177集　高松市教
育委員会（全3冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊（観察表 ・ 写真図版））

（37）-302
香川県埋蔵文化財センター （乗松真也 ・ 真鍋貴匡）編2017年3月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告　太田原高州遺跡2』　香川県教育委員会

（37）-303
香川県埋蔵文化財センター （蔵本晋司）編2017年3月『国道11号大内白鳥バイパス改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3
冊　田中遺跡』 　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-304
香川県埋蔵文化財センター （森下栄治）編2017年3月『県道紫雲出山線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　本村中遺跡』　
香川県教育委員会

（37）-305
香川県埋蔵文化財センター （小野秀幸）編2017年3月『小豆地域県立学校再編整備事業（小豆地区統合校）に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告　蒲生遺跡』　香川県教育委員会

（37）-306 高松市教育委員会（波多野篤）編2017年9月『川島本町遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第184集　高松市教育委員会

（37）-307 増田鉄平「沙弥ナカンダ浜遺跡」 （坂出市史編さん所編2017年9月『坂出市史　資料補遺　考古編』　坂出市）

（37）-308 今井和彦「沙弥島1〜4号墳」 （坂出市史編さん所編2017年9月『坂出市史　資料補遺　考古編』　坂出市）

（37）-309 今井和彦「沙弥島千人塚」 （坂出市史編さん所編2017年9月『坂出市史　資料補遺　考古編』　坂出市）

（37）-310
香川県埋蔵文化財センター （蔵本晋司）編2017年11月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 　多
肥松林遺跡』　香川県教育委員会

（37）-311
香川県埋蔵文化財センター （蔵本晋司）編2018年2月『県道紫雲出山線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第2冊　須田 ・ 中尾
瀬遺跡』　香川県教育委員会

（37）-312
香川県埋蔵文化財センター （山元素子）編2018年3月『香川県警察高松北警察署建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　高松
城跡』　香川県教育委員会

（37）-313
香川県埋蔵文化財センター （木下晴一 ・ 山元素子）編2018年3月『県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告　多肥宮尻遺跡』　香川県教育委員会

（37）-314
香川県埋蔵文化財センター （山元素子）編2018年3月『香川県警察本部機動隊舎建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　汲仏
遺跡』 　香川県教育委員会

（37）-315
高松市教育委員会（舩築紀子 ・ 森原奈々）編2018年3月『萩前 ・ 一本木遺跡2』　高松市埋蔵文化財調査報告第187集　高松市教
育委員会

（37）-316
高松市教育委員会（香川将慶 ・ 益﨑卓己）編2018年6月『多肥宮尻遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第195集　高松市教育委員
会

（37）-317
香川県埋蔵文化財センター （蔵本晋司）編2019年2月『県道中徳三谷高松線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊　上
林遺跡』　香川県教育委員会

（37）-318 高松市教育委員会（香川将慶）編2019年3月『林宗高遺跡』　高松市埋蔵文化財発掘調査報告第199集　高松市教育委員会

（37）-319 高松市教育委員会（渡邊誠）編2019年3月『史跡天然記念物屋島』　高松市埋蔵文化財調査報告第200集　高松市教育委員会

（37）-320
高松市教育委員会（船築紀子 ・ 磯崎福子）編2019年3月『栗林田中遺跡』　高松市埋蔵文化財調査報告第201集　高松市教育委員
会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（37）-321
高松市教育委員会（渡邊誠）編2019年3月『特別史跡讃岐国分寺跡　1　遺物編1』　高松市埋蔵文化財調査報告第202集　高松市
教育委員会
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（37）-322 香川県埋蔵文化財センター （松本和彦）編2019年3月『讃岐国府跡2』　香川県教育委員会（全2冊、第1分冊、第2分冊）

（37）-323
香川県埋蔵文化財センター （山下平重）編2019年3月『県立石田高等学校造園実習棟新築等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　石
田高校校庭内遺跡』　香川県教育委員会

（37）-324
香川県埋蔵文化財センター （森下英治）編2019年3月『国道11号大内白鳥バイパス改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第5
冊　西村遺跡』 　香川県教育委員会 ・ 国土交通省四国地方整備局

（37）-325
香川県埋蔵文化財センター （竹内裕貴）編2019年3月『国道438号道路改築事業 （飯山工区） に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6
冊　岸の上遺跡1』　香川県教育委員会

（37）-326
高松市教育委員会（三輪望）編2019年8月『宮西・一角遺跡第8次調査』　高松市文化財調査報告書第204集　　高松市教育委員会・
瀬賀一哉

（37）-327
大久保徹也「土器製塩の展開　瀬戸内海沿岸地帯を中心に」 『製塩土器からみた播磨』第21回播磨考古学研究集会資料集　第21
回播磨考古学研究集会実行委員会　2020年2月

（37）-328 近藤義郎「香川県香川郡喜兵衛島遺跡」 （日本考古学協会編1958年３月『日本考古学年報』 7 （昭和29年度）　日本考古学協会）

（37）-329 高松市教育委員会（中西克也）編2021年３月『萩前 ・ 一本木遺跡3』　高松市埋蔵文化財調査報告第220集　高松市教育委員会

（37）-330 高松市教育委員会（上原ふみ）編2021年３月『萩前 ・ 一本木遺跡4』　高松市埋蔵文化財調査報告第221集　高松市教育委員会

（37）-331
高松市教育委員会（梶原慎司 ・ 有岡京香）編2021年３月『太田下 ・ 須川遺跡（第5次調査）』　高松市埋蔵文化財調査報告第222集　
高松市教育委員会

（37）-332
高松市教育委員会（梶原慎司）編2021年３月『宮ノ浦遺跡（第２次調査）』　高松市埋蔵文化財調査報告第223集　高松市教育委員
会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（37）　香川県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

37001 大島遺跡 香川県高松市庵治町大島
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-77、（37）-194

37002 高州浜遺跡
香川県高松市庵治町高州
浜

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-31、（37）-77

37003 原中村遺跡 香川県高松市牟礼町原
製塩土器（脚台・備讃1・2・
3）

弥生時代中期後半
〜弥生時代後期末

（37）-165

37004
久米山遺跡群諏訪神社
御旅所地区

香川県高松市東山崎町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期末 （37）-239

37005 本郷遺跡
香川県高松市西山崎町 ・
中間町

製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末 ・ 古
墳時代初頭

（37）-228、（37）-254

37006
鵜羽神社境内（浦生）遺
跡

香川県高松市屋島西町
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖
底 ・ 備讃7、堅塩薄手ナデ）

弥生時代後期〜古墳
時代後期、飛鳥〜奈
良時代

（37）-169、（37）-196、
（37）-277、（37）-285、
（37）-294、（37）-299、
（37）-319

37007 新田本村遺跡 香川県高松市新田町
製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃6、堅塩薄手ナデ）

弥生時代後期終末、
古墳時代後期、奈良
時代

（37）-134、（37）-232

37008 小山 ・ 南谷遺跡
香川県高松市高松町 ・ 新
田町

製塩土器（脚台 ・ 備讃2、堅
塩ナデ）

弥生時代後期、奈良
時代

（37）-108、（37）-112、
（37）-118、（37）-145、
（37）-237、（37）-261

37009 大空（すべり山）遺跡
香川県高松市高松町大空
すべり山

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期前半

（37）-9、（37）-14、（37）-30、
（37）-56、（37）-77、
（37）-127、（37）-157、
（37）-194、（37）-261

37010 南谷遺跡 香川県高松市高松町南谷 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-56、（37）-83、（37）-86

37011 奥の坊権現前遺跡
香川県高松市高松町奥ノ
坊

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（37）-134、（37）-154、
（37）-157、（37）-206

37012 奥の坊奥池西遺跡 香川県高松市高松町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-215

37013 奥ノ坊古墳群 香川県高松市高松町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-231

37014 奥の坊遺跡 香川県高松市高松町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（37）-197、（37）-256、
（37）-270

37015 上林遺跡 香川県高松市上林町 製塩土器、図1点 弥生時代末 （37）-317

37016 空港跡地遺跡 香川県高松市林町
製塩土器（脚台・備讃1・2・
3 ・ 4、丸底 ・ 備讃5、堅塩ナ
デ）

弥生時代中期後半
〜古墳時代中期、 8
世紀末

（37）-131、（37）-146、
（37）-152、（37）-185、
（37）-194、（37）-199、
（37）-204、（37）-212、
（37）-241、（37）-261、
（37）-265、（37）-295

37017
讃岐国弘福寺田図比定
地

香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-148、（37）-155

37018 一角遺跡 香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-168、（37）-326

37019 𠗖 ・ 松ノ木遺跡 香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-113

37020 林 ・ 坊城遺跡 香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-107

37021 宗高坊城遺跡 香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-207

37022 林宗高遺跡 香川県高松市林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代終末 ・ 古墳
時代初頭

（37）-269、（37）-318
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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

37023 木太中村遺跡 香川県高松市木太町
製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3、
丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期、古墳
時代後期

（37）-176、（37）-257

37024 前田東 ・ 中村遺跡 香川県高松市前田東町 製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 2）
弥生時代中期後半
〜後期

（37）-120、（37）-216、
（37）-233、（37）-261

37025 竹元遺跡
香川県高松市東植田町竹
元

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期
（37）-83、（37）-234、
（37）-253

37026 下司遺跡
香川県高松市東植田町下
司

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-77

37027 正箱遺跡 香川県高松市檀紙町正箱 製塩土器（堅塩ナデ・布目） 奈良時代中 ・ 後半
（37）-100、（37）-114、
（37）-209

37028 八幡遺跡 香川県高松市檀紙町八幡 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期終末 （37）-209

37029 兀塚遺跡
香川県高松市檀紙町 ・ 円
座町

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-282

37030 横立山東麓1号古墳 香川県高松市中山町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-94、（37）-101

37031 中間西井坪遺跡 香川県高松市中間町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期、古墳
時代終末 ・ 7世紀前
半

（37）-160

37032 高松城跡
香川県高松市玉藻町 ・ 丸
の内

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（37）-158、（37）-194、
（37）-217、（37）-258、
（37）-292、（37）-300、
（37）-312

37033 浜ノ町遺跡
香川県高松市浜ノ町 ・ 錦
町

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-210

37034 上天神遺跡
香川県高松市三条町 ・ 上
天神町

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-126

37035 東中筋遺跡 香川県高松市桜町2丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-184

37036 栗林田中遺跡 香川県高松市栗林町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-320

37037 境目 ・ 下西原遺跡 香川県高松市松縄町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-149

37038 天満 ・ 宮西遺跡 香川県高松市松縄町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 ・ 終末 （37）-195、（37）-208

37039 松縄下所遺跡 香川県高松市松縄町 製塩土器（堅塩薄手） 7世紀後半〜8世紀 （37）-175

37040 御殿貯水池南遺跡 香川県高松市鶴市町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期後半 （37）-286

37041 日暮 ・ 松林遺跡 香川県高松市多肥下町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（37）-136、（37）-225、
（37）-226

37042 多肥松林遺跡 香川県高松市多肥上町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（37）-159、（37）-213、
（37）-293、（37）-310

37043 多肥北原遺跡 香川県高松市多肥上町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期末 （37）-271

37044 多肥北原西遺跡 香川県高松市多肥上町 製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （37）-287

37045 多肥宮尻遺跡 香川県高松市多肥上町
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃5）

弥生後期後半 ・ 末、
古墳中期

（37）-214、（37）-313、
（37）-316

37046 凹原遺跡 香川県高松市多肥下町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-183

37047 汲仏遺跡 香川県高松市多肥下町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-314

37048 川島本町遺跡 香川県高松市川島本町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-306

37049 萩前 ・ 一本木遺跡 香川県高松市仏生山町甲
製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6、
丸底尖底 ・ 7 ？）

古墳時代中期、古墳
時代後期〜飛鳥時代

（37）-301、（37）-315、
（37）-329、（37）-330
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37050 蛙股遺跡 香川県高松市伏石町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-123

37051 居石遺跡 香川県高松市伏石町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-124

37052 キモンドー遺跡 香川県高松市伏石町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-156

37053 太田下 ・ 須川遺跡 香川県高松市太田下町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代中期末 ・ 後
期末

（37）-121、（37）-331

37054 太田原高州遺跡 香川県高松市太田上町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-283、（37）-302

37055 香西南西打遺跡 香川県高松市香西南町
製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・
3 ？、堅塩）

弥生時代後期末、古
代

（37）-170、（37）-186

37056 北山浦遺跡 香川県高松市西春日町 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期末 （37）-268

37057 佐料遺跡 香川県高松市鬼無町佐料 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-278

37058 宮ノ浦遺跡第２次調査 香川県高松市三谷町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-332

37059 小原遺跡 香川県高松市亀水町
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩薄手）

古墳時代後期、古代 （37）-52、（37）-167

37060 国分中西遺跡
香川県高松市国分寺町国
分

製塩土器（堅塩） 奈良時代 （37）-240

37061 讃岐国分寺跡
香川県高松市国分寺町国
分

製塩土器（堅塩ナデ） 奈良時代 （37）-321

37062 岡清水遺跡
香川県高松市香南町岡字
清水

製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-181

37063 道下遺跡 香川県丸亀市金倉町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-102

37064 三条番ノ原遺跡 香川県丸亀市三条町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-104

37065 郡家原遺跡
香川県丸亀市三条町字黒
島 ・ 中村、郡家町字八幡下

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期後半 （37）-109

37066 佐古川 ・ 窪田遺跡
香川県丸亀市綾歌町栗熊
佐古川 ・ 窪田

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期末 （37）-236

37067 俊正遺跡
香川県丸亀市綾歌町岡田
上

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-251

37068 岸の上遺跡 香川県丸亀市飯山町川原
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7 ？）

7世紀末〜9世紀初 （37）-325

37069 本島木烏神社遺跡 香川県丸亀市本島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37070 尻浜北墓地遺跡
香川県丸亀市本島町本島
尻浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-194

37071 本島イナダ浜遺跡 香川県丸亀市本島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37072 向島C遺跡 香川県丸亀市本島町向島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167、（37）-178

37073 向島D遺跡 香川県丸亀市本島町向島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-178、（37）-194

37074 向島遺跡
香川県丸亀市本島町笠島
向島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-2、（37）-7、（37）-77、
（37）-191

37075 立石いなだ浜遺跡 香川県丸亀市広島町立石
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-36

37076 立石（西墓地）遺跡 香川県丸亀市広島町立石
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （37）-167、（37）-178
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37077 立石砂丘遺跡 香川県丸亀市広島町立石
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代前期、飛鳥
時代

（37）-178

37078 広島茂浦遺跡 香川県丸亀市広島町茂浦
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-167、（37）-178

37079 広島江ノ浦遺跡
香川県丸亀市広島町江の
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）、近世塩田

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代、近世

（37）-46、（37）-83、
（37）-106、（37）-167、
（37）-178

37080 釜ノ越海岸遺跡
香川県丸亀市広島町釜の
越

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-167、（37）-178

37081 広島市井（墓地東）遺跡 香川県丸亀市広島町市井
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （37）-167、（37）-178

37082 高州遺跡
香川県丸亀市手島町手島
高州

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （37）-83、（37）-178

37083 手島E遺跡 香川県丸亀市手島町手島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37084 手島D遺跡 香川県丸亀市手島町手島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37085 花見山遺跡 香川県坂出市櫃石
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-32、（37）-87

37086 大浦浜遺跡 香川県坂出市櫃石大浦浜

製塩土器（脚台・備讃1・2・
3 ・ 4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、丸
底尖底・備讃7、堅塩薄手）、
製塩炉、中世粘土土壙

弥生時代中期後半
〜平安時代、中世

（37）-1、（37）-2、（37）-28、
（37）-29、（37）-38、
（37）-41、（37）-47、
（37）-48、（37）-49、
（37）-53、（37）-66、
（37）-67、（37）-82

37087 ガンド浜遺跡
香川県坂出市櫃石がんど
浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-2、（37）-72、（37）-81

37088 西浦遺跡 香川県坂出市櫃石西浦 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-2

37089 岩黒島東海岸遺跡 香川県坂出市岩黒島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-2、（37）-72

37090 岩黒島初田遺跡 香川県坂出市岩黒島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-54

37091 大州浜遺跡 香川県坂出市与島町東方
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（37）-15、（37）-72、
（37）-77、（37）-82、
（37）-106、（37）-177

37092 ドンビン山遺跡 香川県坂出市与島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37093 与島塩浜遺跡 香川県坂出市与島町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-33、（37）-39、（37）-42

37094 与島味泥遺跡 香川県坂出市与島町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-26

37095 与島浦成遺跡 香川県坂出市与島町与島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-72

37096 御宮様遺跡
香川県坂出市与島町小与
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37097 小与島遺跡
香川県坂出市与島町小与
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-2、（37）-84、
（37）-106、（37）-187

37098 瀬居本浦遺跡
香川県坂出市瀬居島町本
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-106、（37）-111

37099 沙弥ナカンダ浜遺跡
香川県坂出市沙弥島北通
り

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6）、製塩炉

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 後期

（37）-3、（37）-24、（37）-30、
（37）-57、（37）-69、
（37）-77、（37）-82、
（37）-84、（37）-85、
（37）-218、（37）-230、
（37）-307

614



番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

37100 沙弥島西浜遺跡 香川県坂出市沙弥島西浦
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-83、（37）-106

37101 白石古墳 香川県坂出市沙弥島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-57、（37）-69、（37）-99

37102 沙弥島第4号古墳 香川県坂出市沙弥島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-308

37103 沙弥千人塚遺跡第5号
香川県坂出市沙弥島南通
り

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期末
（37）-135、（37）-137、
（37）-309

37104 文京町二丁目遺跡
香川県坂出市文京町二丁
目

製塩土器（丸底 ・ 備讃6）、
製塩炉

古墳時代後期
（37）-161、（37）-188、
（37）-193、（37）-198、
（37）-257

37105 文京町二丁目西遺跡
香川県坂出市文京町西2丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃6）

弥生時代後期終末、
古墳時代後期

（37）-219、（37）-257

37106 加茂樋本遺跡 香川県坂出市加茂町樋本 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-84

37107 本鴨遺跡 香川県坂出市加茂町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-194

37108 高屋遺跡
香川県坂出市高屋町町揚
北

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃5）、鹹水溜め

弥生時代後期〜古墳
時代前期 ・ 中期

（37）-34、（37）-58、
（37）-77、（37）-84

37109 雄山古墳群下層 香川県坂出市高屋町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-174

37110 蝶塚 香川県坂出市王越町木沢 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期末
（37）-27、（37）-30、
（37）-77、（37）-84

37111 大崎鼻西側浜遺跡 香川県坂出市王越町木沢
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-167、（37）-178

37112 下川津遺跡
香川県坂出市川津町下川
津

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7）

弥生時代後期末〜古
墳時代前期、古墳時
代後期、飛鳥時代

（37）-75、（37）-95

37113 川津元結木遺跡
香川県坂出市川津町元結
木

製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-103

37114 川津二代取遺跡 香川県坂出市川津町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （37）-122、（37）-147

37115 川津下樋遺跡 香川県坂出市川津町弘光 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （37）-128、（37）-147

37116 川津一ノ又遺跡
香川県坂出市川津町字一
ノ又

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3、
丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7）

弥生時代後期〜古墳
時代初頭、古墳時代
後期、飛鳥時代

（37）-138、（37）-139、
（37）-147、（37）-153

37117 川津東山田遺跡 香川県坂出市川津町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（37）-182

37118 川津川西遺跡 香川県坂出市川津町
製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

弥生時代後期末〜古
墳時代初頭 ・ 中期 ・
後期

（37）-164

37119 川津六反地遺跡 香川県坂出市川津町 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-279

37120 川津中塚遺跡 香川県坂出市川津町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

弥生時代後期末、古
墳時代後期

（37）-115、（37）-167

37121 讃岐国府跡 香川県坂出市府中町本村
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7、堅塩ナデ）

古墳時代後期、飛鳥
時代、奈良時代

（37）-322

37122 稲木遺跡
香川県善通寺市稲木町下
川原

製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代初頭、古墳
時代後期

（37）-71、（37）-90、（37）-91

37123 仲村廃寺下層
香川県善通寺市仙遊町1丁
目

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-92

37124 旧練兵場遺跡
香川県善通寺市仙遊町2丁
目

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）

弥生時代後期末〜古
墳時代、飛鳥時代

（37）-141、（37）-189、
（37）-262、（37）-264、
（37）-275、（37）-276、
（37）-280、（37）-281、
（37）-284、（37）-296、
（37）-297、（37）-298
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37125 弘田川西岸遺跡
香川県善通寺市善通寺町 ・
仙遊町

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7）

弥生時代後期〜古墳
時代前期、古墳時代
後期、飛鳥時代

（37）-248

37126 永井北遺跡 香川県善通寺市中村町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （37）-250

37127 一の谷遺跡 香川県観音寺市古川町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （37）-93

37128 小天王塚南（古墳）
香川県観音寺市柞田町宇
土井之内

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （37）-167

37129 鴨部南谷遺跡 香川県さぬき市鴨部田中
製塩土器（脚台・備讃1・2・
3 ・ 4）

弥生時代中期後半
〜古墳時代前期

（37）-88、（37）-89、
（37）-96、（37）-194、
（37）-261

37130 大串長蛇ヶ谷遺跡 香川県さぬき市鴨庄大串
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-43、（37）-76、（37）-77

37131 花池尻遺跡 香川県さぬき市鴨庄 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-140

37132 天野遺跡 香川県さぬき市志度天野 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期末 （37）-50、（37）-51

37133 花池尻北遺跡 香川県さぬき市志度 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-291

37134 八丁地遺跡 香川県さぬき市志度 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期〜古墳
時代初頭

（37） 116、（37）-147、
（37）-166、（37）-261

37135 鶴羽遺跡 香川県さぬき市津田町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-77、（37）-220

37136 石田高校校庭内遺跡
香川県さぬき市寒川町石田
東

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代終末 （37）-110、（37）-323

37137 森広遺跡 香川県さぬき市寒川町
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期後半
〜古墳時代前期

（37）-144

37138 寺田 ・ 産宮通遺跡
香川県さぬき市大川町富田
西大道 ・ 寺田

製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-200

37139 寺田遺跡
香川県さぬき市大川町富田
西字寺田

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期後半
〜末

（37）-273

37140 王子の谷遺跡 香川県さぬき市大川町 製塩土器（堅塩） 奈良時代 （37）-133

37141 辛立遺跡 香川県さぬき市長尾町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（37）-147

37142 陵遺跡 香川県さぬき市長尾町名 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-162

37143 尾崎西遺跡 香川県さぬき市長尾町東 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-247

37144 沖代水田西遺跡 香川県東かがわ市引田 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-272

37145 田中遺跡 香川県東かがわ市白鳥 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代初頭

（37）-303

37146 成重遺跡 香川県東かがわ市白鳥 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 弥生時代後期末 （37）-211、（37）-221

37147 松原遺跡 香川県東かがわ市松原 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（37）-83、（37）-222、
（37）-235

37148 馬宿畑方遺跡
香川県東かがわ市馬宿字
畑方

製塩土器（堅塩布目）
奈良時代後半〜平安
時代初頭

（37）-129、（37）-132

37149 楠谷遺跡 香川県東かがわ市水主 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代後期末〜古
墳時代前期

（37）-205

37150 金毘羅山遺跡 香川県東かがわ市水主 製塩土器（脚台 ・ 備讃2） 弥生時代後期 （37）-173

37151 西村遺跡 香川県東かがわ市西村 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-324
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37152 土居遺跡 香川県東かがわ市土居 製塩土器（堅塩） 古代 （37）-147

37153 原間遺跡
香川県東かがわ市川東原
間

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3、
丸底 ・ 備讃6、堅塩ナデ）

弥生時代後期〜古墳
時代初頭、古墳時代
後期、古代

（37）-190、（37）-223

37154 東風浜遺跡
香川県三豊市詫間町粟島
東風浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖底 ・
備讃7）

古墳時代前期・中期・
後期、飛鳥時代

（37）-11、（37）-78

37155 西浜遺跡
香川県三豊市詫間町粟島
西浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-194

37156 粟島馬城遺跡
香川県三豊市詫間町粟島
馬城

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）

弥生時代後期末〜古
墳時代、飛鳥時代

（37）-79、（37）-83

37157 不天ノ州浜遺跡
香川県三豊市詫間町粟島
不天

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-83

37158 須田 ・ 中尾瀬遺跡 香川県三豊市詫間町詫間
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（37）-171、（37）-172、
（37）-311

37159 本村中遺跡 香川県三豊市詫間町詫間 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-304

37160 船越八幡神社遺跡
香川県三豊市詫間町荘内
大浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）、製塩炉

弥生時代後期末〜古
墳時代、飛鳥時代

（37）-16、（37）-77、
（37）-83、（37）-142、
（37）-262

37161 鍋尻（松下畑）遺跡
香川県三豊市詫間町荘内
大浜

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-106、（37）-111

37162 大浜遺跡
香川県三豊市詫間町大浜
甲

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-40、（37）-44、（37）-59

37163 南草木遺跡
香川県三豊市仁尾町南草
木

製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃6 ？）

弥生時代後期末、古
墳時代後期？

（37）-35、（37）-60

37164 大門遺跡
香川県三豊市高瀬町上勝
間

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-80

37165 延命遺跡
香川県三豊市豊中町上高
野大池

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （37）-98

37166 西久保谷遺跡
香川県三豊市三野町大見
西久保谷

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7、堅塩薄手）

古墳時代前期・後期、
7世紀〜8世紀初頭

（37）-179、（37）-180、
（37）-229

37167 白ヶ浦遺跡
香川県小豆郡土庄町大余
島白ヶ浦

製塩土器 不明 （37）-111

37168 要鉄遺跡
香川県小豆郡土庄町淵崎
要鉄

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-10、（37）-13、（37）-83

37169 双浦遺跡
香川県小豆郡土庄町小入
部双浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-64、（37）-111

37170 長浜遺跡
香川県小豆郡土庄町長浜
内浜

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-6、（37）-106

37171 小部浜遺跡
香川県小豆郡土庄町小部
浜東坪

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-150

37172 東浜遺跡 香川県小豆郡土庄町小部 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-111

37173 琴塚浜遺跡 香川県小豆郡土庄町浜畠 製塩土器 不明 （37）-150

37174 伊喜末遺跡
香川県小豆郡土庄町伊喜
末中島

製塩土器（脚台・備讃1・2・
3 ・ 4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

弥生時代中期後半末
〜古墳時代、飛鳥時
代

（37）-111、（37）-147

37175 積遺跡
香川県小豆郡土庄町伊喜
末小豊島入道

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

古墳時代初頭・前期・
後期

（37）-12、（37）-21、
（37）-77、（37）-83、
（37）-194
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37176 壇山遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
壇山

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生中期後半末 （37）-27、（37）-30

37177 横引遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦后飛岬

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）、灰土

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-8、（37）-77

37178 柚が浜遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦柚

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-147、（37）-150

37179 神子ヶ浜遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦神子ケ浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）

弥生時代後期末、古
墳時代前期 ・ 中期 ・
後期、飛鳥時代

（37）-111

37180 甲崎遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦甲崎

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-83、（37）-106

37181 中玉浜遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦中玉浜

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-65、（37）-83

37182 水ヶ浦遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦水ヶ浦

製塩土器（脚台・備讃1・2・
4、丸底 ・ 備讃5 ・ 6、丸底尖
底 ・ 備讃7、堅塩ナデ）

弥生時代中期後半
〜古墳時代、飛鳥時
代、奈良時代

（37）-70、（37）-77、
（37）-83、（37）-194

37183 家浦遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-111

37184 家浦八幡遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
家浦八幡

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-111

37185 浜田遺跡
香川県小豆郡土庄町豊島
唐櫃浜田

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37186 釘ヶ谷遺跡
香川県小豆郡小豆島町安
田釘ヶ谷

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生中期後半末 （37）-4、（37）-63、（37）-97

37187 粟地遺跡
香川県小豆郡小豆島町安
田

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 4）
弥生中期後半、古墳
時代前期

（37）-77、（37）-83、
（37）-150

37188 荒神遺跡
香川県小豆郡小豆島町神
懸通

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生中期後半末 （37）-243

37189 人形屋遺跡
香川県小豆郡小豆島町草
壁人形屋

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-5

37190 梅津遺跡
香川県小豆郡小豆島町草
壁片城

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-5

37191 室生遺跡
香川県小豆郡小豆島町池
田室生

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-111

37192 信谷遺跡
香川県小豆郡小豆島町池
田信谷 ・ 土川

製塩土器 古墳時代？ （37）-111

37193 山風呂遺跡
香川県小豆郡小豆島町池
田上地

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半末 （37）-77、（37）-83

37194 浜条遺跡
香川県小豆郡小豆島町池
田浜条

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-83

37195 西風呂遺跡
香川県小豆郡小豆島町蒲
生西風呂

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

弥生時代中期末、古
墳時代前期 ・ 後期

（37）-77、（37）-83

37196 蒲生遺跡
香川県小豆郡小豆島町蒲
生角田

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4、丸底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・
備讃7、堅塩ナデ）、塩田、鹹
水穴

弥生時代後期〜古墳
時代前期、古墳時代
後期、飛鳥時代、奈良
時代、中世末〜近世

（37）-70、（37）-83、
（37）-147、（37）-289、
（37）-290、（37）-305

37197 入部遺跡
香川県小豆郡小豆島町蒲
生入部

製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ・ 4） 古墳時代前期 （37）-77、（37）-83

37198 池ノ内遺跡
香川県小豆郡小豆島町室
生池ノ内

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期末 （37）-150

37199 豊栄川（丸山）遺跡
香川県小豆郡小豆島町室
生豊栄川

製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期後半 （37）-150、（37）-151

37200 砂入遺跡
香川県木田郡三木町池戸
字大塚

製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-130、（37）-242
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37201 農学部遺跡 香川県木田郡三木町池戸 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （37）-192

37202 西土居遺跡 香川県木田郡三木町井戸 製塩土器（脚台 ・ 備讃2 ・ 3） 弥生時代後期 （37）-203

37203 鹿伏 ・ 中所遺跡
香川県木田郡三木町平木 ・
鹿伏

製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（37）-249、（37）-255、
（37）-261、（37）-263、
（37）-274

37204 鞍掛浜遺跡 香川県香川郡直島町井島
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）、製塩炉

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-30、（37）-111

37205 砲弾浜遺跡 香川県香川郡直島町井島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37206 牛ヶ首遺跡
香川県香川郡直島町牛ヶ
首島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5、 6 ？）

古墳時代前期・中期、
古墳時代後期？

（37）-106、（37）-147

37207 牛ヶ首西浜遺跡
香川県香川郡直島町牛ヶ
首島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-106、（37）-111

37208 屏風島南浜遺跡
香川県香川郡直島町屏風
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-106、（37）-111

37209 喜兵衛島遺跡
香川県香川郡直島町喜兵
衛島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）、製塩炉

古墳時代前期・中期・
後期

（37）-2、（37）-10、（37）-13、
（37）-17、（37）-22、
（37）-23、（37）-30、
（37）-61、（37）-77、
（37）-163、（37）-201、
（37）-224、（37）-227、
（37）-328

37210 喜兵衛島古墳群
香川県香川郡直島町喜兵
衛島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期

（37）-10、（37）-13、
（37）-20、（37）-30、
（37）-61、（37）-163、
（37）-227

37211 京の上臈北浜遺跡
香川県香川郡直島町京の
上臈

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37212 局島ホタテ浜遺跡 香川県香川郡直島町局島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-111、（37）-147

37213 局島南西浜遺跡 香川県香川郡直島町局島
製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （37）-83

37214 局島ロクロ浜遺跡 香川県香川郡直島町局島 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-106、（37）-111

37215 家島はしもと畑遺跡 香川県香川郡直島町家島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（37）-111、（37）-147、
（37）-201

37216 向島アババ遺跡 香川県香川郡直島町向島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37217 向島シンバ山の浜遺跡 香川県香川郡直島町向島 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-111

37218 向島向浜遺跡 香川県香川郡直島町向島
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-106、（37）-111

37219 重石浜遺跡
香川県香川郡直島町木村
重石

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-106、（37）-111

37220 横防遺跡 香川県香川郡直島町横防 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-83、（37）-106

37221 外ヶ浜遺跡 香川県香川郡直島町横防
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-111、（37）-147

37222 倉浦遺跡 香川県香川郡直島町倉浦
製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底・備讃5・6、丸底尖底・
備讃7）、鹹水溜土坑

古墳時代初頭・前期・
中期 ・ 後期、飛鳥時
代

（37）-18、（37）-30、
（37）-111、（37）-106

37223 中倉浦遺跡 香川県香川郡直島町倉浦
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-111

37224 小倉浦遺跡 香川県香川郡直島町倉浦
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（37）-111、（37）-106
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37225 直島西海岸遺跡 香川県香川郡直島町 製塩土器（脚台 ・ 備讃1 ？） 弥生時代中期後半？ （37）-83

37226 直島積浦遺跡 香川県香川郡直島町積浦
製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

古墳時代初頭・前期・
後期

（37）-106、（37）-202

37227 尾鷹島遺跡
香川県香川郡直島町尾鷹
鷹島

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （37）-106、（37）-111

37228 葛島東浜遺跡 香川県香川郡直島町葛島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-83、（37）-147

37229 葛島南浜遺跡 香川県香川郡直島町葛島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-2、（37）-25、
（37）-106、（37）-201

37230 葛島遺跡 香川県香川郡直島町葛島
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-62

37231 荒神島北浜遺跡
香川県香川郡直島町荒神
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6、丸
底尖底 ・ 備讃7、堅塩布目）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代、奈良 ・ 平
安時代

（37）-19、（37）-45、
（37）-77、（37）-106

37232 荒神島東浜遺跡
香川県香川郡直島町荒神
島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （37）-106、（37）-111

37233 荒神島北面西谷遺跡
香川県香川郡直島町荒神
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37234 荒神島ア地区遺跡
香川県香川郡直島町荒神
島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-201

37235 西末則遺跡
香川県綾歌郡綾川町北山
田下

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （37）-288

37236 南鴨遺跡
香川県仲多度郡多度津町
南鴨

製塩土器（丸底尖底 ・ 備讃
7）

飛鳥時代 （37）-83

37237 佐柳島東側砂嘴
香川県仲多度都多度津町
佐柳島

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （37）-167

37238 中東遺跡
香川県仲多度都多度津町
奥白方

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 （37）-252

37239 西白方瓦谷遺跡
香川県仲多度都多度津町
西白方

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（37）-267

37240 吉野下秀石遺跡
香川県仲多度郡まんのう町
吉野下

製塩土器（脚台 ・ 備讃3、丸
底 ・ 備讃6）

弥生時代後期末、古
墳時代後期

（37）-117、（37）-119、
（37）-143、（37）-167、
（37）-246
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（38）-19 谷若倫郎「愛媛県今治市糸大谷遺跡 ・ 馬島亀ヶ浦遺跡」 『日本考古学年報43 （1990）』　日本考古学協会　1992年7月

（38）-20
今治市教育委員会編1993年3月『今治市内遺跡分布詳細分布調査報告書3　第3次調査　桜井 ・ 波止浜 ・ 近見地区』今治市埋蔵
文化財調査報告書第17集　今治市教育委員会

（38）-21 出作遺跡調査団（谷若倫郎）編1993年3月『出作遺跡1』　松前町教育委員会

（38）-22
谷若倫郎「来島海人の動向　古墳時代における芸予海域の様相」 （下條信行編1993年11月『海と緑の田園都市大西町　　斎灘 ・
燧灘の考古学（瀬戸内海 ・ 愛媛）』　大西町）
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（38）-23 長井数秋「愛媛県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（38）-24
愛媛県埋蔵文化財調査センター （柴田昌児 ・ 相原清志）編1994年3月『多々羅製塩遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第52集　
財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-25 今治市教育委員会（藤村啓修）編1994年3月『松木2号遺跡3』　今治市埋蔵文化財調査報告書第21集　今治市教育委員会

（38）-26 今治市教育委員会（山本正廣）編1994年6月『郷桜井八反地遺跡』　今治市埋蔵文化財調査報告書第19集　今治市教育委員会

（38）-27
梅木謙一ほか「樽味四反地遺跡2 ・ 3 ・ 4次調査地」 『桑原地区の遺跡2』　松山市文化財調査報告書第46集　松山市教育委員会 ・
財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　1994年11月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-28 谷若倫郎編1994年11月『特別展図録　出作遺跡とそのマツリー古墳時代松山平野の祭祀と政治一』　松前町教育委員会

（38）-29
愛媛県埋蔵文化財調査センター （真鍋昭文）編1995年3月『持田町3丁目遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第58集　財団法人愛
嬢県埋蔵文化財調査センター

（38）-30
廣田秀久ほか「富田10地点（上徳上胡遺跡）」 『市内遺跡試掘確認調査報告書』　今治市埋蔵文化財調査報告書第24集　今治市
教育委員会　1995年3月

（38）-31
愛媛県埋蔵文化財調査センター （土井光一郞 ・ 伊藤祐三）編1996年3月『若草町遺跡2』　埋蔵文化財発掘調査報告書第60集　財
団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-32
村上恭通ほか『江口貝塚3 ー第4次調査報告ー』　愛媛大学法文学部考古学研究室報告第4冊　愛媛大学法文学部考古学研究室　
1996年3月

（38）-33
愛媛県埋蔵文化財調査センター （谷若倫郎 ・ 楠真衣子 ・ 山崎友紀）編1996年3月『糸大谷遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告第63
集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-34
今治市教育委員会（廣田秀久ほか）編1996年3月『中寺馬之焏遺跡発掘調査報告書』　今治市埋蔵文化財調査報告書第25集　今
治市教育委員会

（38）-35 今治市教育委員会編1996年3月『市内遺跡試掘確認調査報告書3』　今治市埋蔵文化財調査報告書第28集　今治市教育委員会

（38）-36
「2地点（杣田池田遺跡）」 『市内遺跡試掘確認調査報告書3』　今治市埋蔵文化財調査報告書第28集　今治市教育委員会　1996年
3月

（38）-37
愛媛大学埋蔵文化財調査室（田崎博之）編1997年3月『樽味遺跡3－樽味遺跡3次調査報告ー』　愛媛大学埋蔵文化財調査報告4　
愛媛大学埋蔵文化財調査室

（38）-38
今治市教育委員会（廣田秀久ほか）編1997年3月『新谷畦田遺跡発掘調査報告書』　今治市埋蔵文化財調査報告書第29集　今治
市教育委員会

（38）-39
今治市教育委員会（小野倫良 ・ 白石聡）編1997年3月『高橋湯ノ窪遺跡発掘調査報告書』　今治市埋蔵文化財調査報告書第30集　
今治市教育委員会

（38）-40
今治市教育委員会（白石聡）編1997年3月『四村額ヶ内遺跡発掘調査報告書』　今治市埋蔵文化財発掘調査報告書第33集　今治
市教育委員会

（38）-41 長井数秋「芸予諸島の製塩土器」 『古代学研究』第139号　古代学研究会　1997年8月

（38）-42
柴田昌児「芸予諸島及びその周辺地域における土器製塩研究の成果と課題－特に愛媛県の最近の調査事例を中心にー」 （塩の
会シンポジュウム実行委員会編1997年10月『シンポジュウム製塩土器の諸問題－古代における塩の生産と流通－』　塩の会シン
ポジュウム実行委員会）

（38）-43
今治市教育委員会（廣田秀久 ・ 田坂嘉則 ・ 藤村啓修）編1998年3月『別宮上河内遺跡発掘調査報告書』　今治市埋蔵文化財発掘
調査報告書第39集　今治市教育委員会

（38）-44
愛媛県埋蔵文化財調査センター （阿部勝行 ・ 真鍋昭文）編1998年3月『火内遺跡 ・ 臥間遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第70
集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-45
財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （谷若倫郎）編1998年3月『四村日本遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第71集　財団
法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-46
愛媛県埋蔵文化財調査センター （岡田敏彦 ・ 谷若倫郎ほか）編1999年3月『鹿の子古墳群　新谷森ノ前遺跡』　埋蔵文化財発掘
調査報告書第78集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
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（38）-47
愛媛県埋蔵文化財調査センター （谷若倫郎 ・ 真鍋昭文）編1999年3月『馬島亀ヶ浦遺跡　馬島ハゼヶ浦遺跡』　埋蔵文化財発掘調
査報告書第79集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-48 東予市教育委員会（長井数秋）編1999年3月 『新池遺跡 ・ 小池遺跡』　東予市教育委員会

（38）-49 愛媛県教育委員会文化財保護課編2000年3月『愛媛県埋蔵文化財包蔵地分布図』　愛媛県教育委員会

（38）-50
愛媛県埋蔵文化財調査センター （西川真美）編2000年12月『道ヶ谷古墳  池の奥遺跡　平田七反地遺跡』　埋蔵文化財発掘調査
報告書第86集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-51 西川真実「杣田遺跡3次調査」 『愛比売　平成12年度年報』　財団法人愛嬢県埋蔵文化財調査センター　2001年12月

（38）-52
今治市教育委員会（白石聡）編2002年3月『松木広田遺跡（松木遺跡群） 1』　今治市埋蔵文化財調査報告書第66集　今治市教育
委員会

（38）-53
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （高尾和長）編2002年12月『船ヶ谷遺跡ー第4次調査ー　遺溝 ・ 遺物編』　松山市文
化財調査報告書88　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

（38）-54
谷若倫郎「古墳時代後期一終末期における瀬戸内臨海集落の成立事情一来島海峡に面する糸大谷 ・ 糸山古墳群の評価をめぐっ
て－」 『四国とその周辺の考古学』犬飼徹夫先生古稀記念論集　犬飼徹夫先生古稀記念論集刊行会　2002年12月

（38）-55
愛媛県埋蔵文化財調査センター （立花卓）編2002年12月『幸の木遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第102集　財団法人愛媛県
埋蔵文化財調査センター

（38）-56
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （高尾和長）編2003年3月『船ヶ谷遺跡第4次調査2 ー分析 ・ 観察表 ・ 写真図版ー　
福音小学校構内遺跡3 ー写真図版ー』　松山市文化財調査報告書95　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋
蔵文化財センター

（38）-57
古瀬清秀・打田知之・八幡浩二「瀬戸内海島嶼部及び沿岸部の遺跡踏査ー古代海上交通と祭祀に関してー」 『内海文化研究紀要』
第31号　広島大学文学部内海文化研究室　2003年3月

（38）-58
愛媛県埋蔵文化財調査センター （西川真美）編2004年3月『矢田八反坪遺跡3次』　埋蔵文化財発掘調査報告書第112集　財団法
人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-59 『松ノ丁遺跡 ・ 大関遺跡現地説明会資料』　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター　2004年7月

（38）-60 北条市教育委員会（大北冬彦 ・ 東園千輝男 ・ 長尾聡子）編2004年8月『北条常保免遺跡』 　北条市教育委員会

（38）-61 生名村誌編さん委員会編2004年9月『生名村誌』　生名村

（38）-62 柴田昌児「松ノ丁遺跡」 『愛比売　平成15年度年報』　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター　2004年11月

（38）-63
松山市教育委員会（小玉亜紀子 ・ 梅木謙―）編2005年3月『樽味四反地道跡2－6次調査－　古墳時代中期〜中世編』　松山市文
化財調査報告書第106集　松山市教育委員会

（38）-64 伊予市教育委員会（長井数秋）編2005年3月『行道山遺跡』　伊予市教育委員会

（38）-65
愛媛県埋蔵文化財調査センター （柴田昌児 ・ 若杉美香）編2005年3月『久枝遺跡　久枝2遺跡　本郷1遺跡』　埋蔵文化財発掘調査
報告書第122集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （全5冊、本文編1 （久枝遺跡）、本文編2 （久枝2遺跡 ・ 本郷1遺跡）、
自然科学分析 ・ 考察編、観察表 ・ 一覧表編、写真図版）

（38）-66 片岡大介「松ノ丁遺跡」 『愛比売　平成16年度年報』　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター　2005年5月

（38）-67
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （宮内慎―）編2006年3月『東石井遺跡 ・ 西石井遺跡－1 ・ 2 ・ 3次調査地－』　松
山市文化財調査報告書第112集　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （全3冊、本文編、
観察表編、写真図版編）

（38）-68 今治市教育委員会編2006年3月『市内遺跡試掘確認調査報告書22』　今治市埋蔵文化財調査報告書第80集　今治市教育委員会

（38）-69
愛媛県埋蔵文化財調査センター （山内英樹）編2006年4月『高地スゴ谷1遺跡 ・ 高地栗谷4号墳 ・ 阿方牛ノ江1遺跡 ・ 阿方牛ノ江2
遺跡 ・ 阿方牛ノ江3遺跡 ・ 阿方牛ノ江4遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第130集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
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（38）-70
加島次郎「樽味四反地遺跡8次調査地」 『東野森ノ木1 ・ 2 ・ 3 ・ 4次調査地ほか』　松山市文化財調査報告書第117集　松山市教
育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2007年3月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-71
加島次郎「樽味四反地遺跡9次調査地」 『東野森ノ木1 ・ 2 ・ 3 ・ 4次調査地ほか』　松山市文化財調査報告書第117集　松山市教
育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2007年3月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-72
加島次郎「樽味高木遺跡7次調査地」 『東野森ノ木1 ・ 2 ・ 3 ・ 4次調査地ほか』　松山市文化財調査報告書第117集　松山市教育
委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2007年3月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-73
加島次郎「樽味高木遺跡9次調査地」 『東野森ノ木1 ・ 2 ・ 3 ・ 4次調査地ほか』　松山市文化財調査報告書第117集　松山市教育
委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2007年3月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-74
高尾久子「樽味高木遺跡11次調査地」 『東野森ノ木1 ・ 2 ・ 3 ・ 4次調査地ほか』　松山市文化財調査報告書第117集　松山市教育
委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2007年3月（全2冊、本文編、図版編）

（38）-75
愛媛県埋蔵文化財調査センター （池尻伸吾 ・ 和田正人）編2007年3月『別名端谷1遺跡　別名端谷2遺跡　別名成ルノ谷遺跡　別
名寺谷1遺跡　別名寺谷2遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第139集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

（38）-76
柴田昌児 ・ 大野由美子「愛媛県」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳時代の海人集団を再検討するー
海の生産用具から20年ー』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）

（38）-77
柴田昌児「西部瀬戸内と芸予諸島周辺域における海人集団の動態」 （第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会編2007年9月『古墳
時代の海人集団を再検討するー海の生産用具から20年ー』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）

（38）-78
愛媛県埋蔵文化財調査センター （松村さを里 ・ 柴田圭子）編2007年10月『世田山4号墳　成福寺8遺跡　成福寺3 ・ 4号墳　松木池
遺跡　長網1遺跡2次』　埋蔵文化財発掘調査報告書第140集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （全2冊、本文編、図版編）

（38）-79

愛媛県埋蔵文化財調査センター （柴田昌児 ・ 柴田圭子）編2008年3月『大久保遺跡（大久保 ・ 竹成地区 ・ E地区）　大開遺跡 ・ 松
ノ丁遺跡（1次 ・ 2次）』　埋蔵文化財発掘調査報告書第144集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （全3冊、第1分冊（大久
保遺跡（大久保 ・ 竹成地区））、第2分冊（大久保遺跡（E地区） ・ 大開遺跡 ・ 松ノ丁遺跡（1次） ・ 松ノ丁遺跡（2次））、第3分冊（自然
科学分析 ・ 考察編））

（38）-80 長井数秋「弓削諸島の考古学」 『ソーシアル ・ リサーチ』 33　ソーシアル ・ リサーチ研究会　2008年

（38）-81
愛媛大学法文学部考古学研究室（石井千絵里）編2008年『豊島明神遺跡 ・ 入津遺跡試掘調査報告書』　愛媛大学法文学部考古
学研究室

（38）-82
村上泰通「芸予諸島 ・ 弓削島における製塩遺跡の基礎的研究」 『財団法人福武学術文化振興財団　歴史学 ・ 地理学助成報告書　
平成19年度』　財団法人福武学術文化振興財団　2008年10月

（38）-83
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （宮内慎一）編2009年1月『樽味四反地遺跡-14次 ・ 16次調査一』　松山市文化財
調査報告書第133集　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

（38）-84
愛媛県埋蔵文化財調査センター （大野由美子）編2009年1月『一本松遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第149集　財団法人愛媛
県埋蔵文化財調査センター

（38）-85 村上恭通「塩鉄生産と地域社会ー中 ・ 西部瀬戸内を中心としてー」 『季刊考古学』第106号　雄山閣　2009年2月

（38）-86
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター （相原秀仁）編2009年3月『樽味四反地遺跡ー 12次 ・ 13次調査ー』　松山市文化財
調査報告書第130集　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター

（38）-87
「松木広田遺跡」 （今治市教育委員会（田坂嘉則 ・ 白石聡）編2009年3月『松木広田遺跡　第2次調査ほか』　今治市埋蔵文化財調
査報告書第95集　今治市教育委員会）

（38）-88
「延喜遺跡」 （今治市教育委員会（田坂嘉則 ・ 白石聡）編2009年3月『松木広田遺跡　第2次調査ほか』　今治市埋蔵文化財調査報
告書第95集　今治市教育委員会）

（38）-89
愛媛県埋蔵文化財調査センター （西川真実）編2009年3月『杣田池田遺跡2次 ・ 3次』　埋蔵文化財発掘調査報告書第153集　財団
法人愛嬢県埋蔵文化財調査センター

（38）-90
橋本雄― 「樽味四反地遺跡17次調査」 『樽味四反地遺跡ー 17次 ・ 18次調査―』　松山市文化財調査報告書第139集　松山市教
育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2010年2月

（38）-91
橋本雄― 「樽味四反地遺跡18次調査」 『樽味四反地遺跡ー 17次 ・ 18次調査―』　松山市文化財調査報告書第139集　松山市教
育委員会 ・ 財団法人松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター　2010年2月

（38）-92
愛媛県埋蔵文化財調査センター （三好裕之 ・ 今泉ゆかり ・ 若杉美香）編2010年3月『北井門遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書
159集　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （全6冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊、第4分冊、遺物観察表、写真図版）
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（38）-93 松村さお里「朝倉下　下経田遺跡」 『愛比売　平成21年度年報』　財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター　2010年5月

（38）-94 松村さを里「愛媛県」 『日本考古学年報61　2008年度』　日本考古学協会　2010年5月

（38）-95
柴田昌児 「芸予諸島の製塩土器と伊予地域における流通実態」 （四国考古学研究会土器製塩研究部会編2010年10月『製塩土器
の分布状況から見た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会）

（38）-96
白石聡 「今治平野松木遺跡群の製塩土器」 （四国考古学研究会土器製塩研究部会編2010年10月『製塩土器の分布状況から見
た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会）

（38）-97
柴田昌児 ・ 山之内志郎 「資料編　愛媛県における非生産遺跡出土製塩土器」 （四国考古学研究会土器製塩研究部会編2010年
10月『製塩土器の分布状況から見た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿集　四国考古学研究会）

（38）-98
今治市教育委員会（田坂嘉則 ・ 白石聡ほか）編2011年3月『松木広田遺跡第5 ・ 6 ・ 7次調査ほか』　今治市埋蔵文化財発掘調査
報告書第105集　今治市教育委員会

（38）-99
松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター （水本完児）編2011年3月『樽味立添遺跡4次調査　樽味高木遺跡15 次調査』　
松山市文化財調査報告書第152集　松山市教育委員会 ・ 財団法人松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター

（38）-100
柴田昌児「芸予型製塩土器の流通と集団関係」 『平成23年度瀬戸内海考古学研究会公開大会　予稿集』　瀬戸内海考古学研究
会　2011年5月

（38）-101
「古墳時代の塩の道」 『四国地区埋蔵文化財センター巡回展－四国の古墳時代－第3回続 ・ 発掘へんろ』解説冊子　財団法人高
知県文化財団埋蔵文化財センター　2011年6月

（38）-102
柴田昌児「邪馬台国時代の伊予 ・ 瀬戸内海」 『平成23年度秋季特別展「邪馬台国時代の伊予 ・ 四国」展示図録』　愛媛県歴史文
化博物館　2011年10月

（38）-103 柴田昌児2011年10月「古代瀬戸内の地域社会と集団関係」 『総合科学部成果発表会　レジメ』　広島大学

（38）-104
柴田昌児「芸予諸島北部地域における古墳時代土器製塩の動態」 『芸予諸島 ・ 上島島域における製塩の歴史』　愛媛大学考古
学研究室第12回シンポジュウム予稿集　愛媛大学考古学研究室　2012年2月

（38）-105
幸泉満夫「上島町佐島 ・ 宮ノ浦遺跡の第1次発掘調査成果報告書」 『芸予諸島 ・ 上島島域における製塩の歴史』　愛媛大学考古
学研究室第12回シンポジュウム予稿集　愛媛大学考古学研究室　2012年2月

（38）-106
愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター編『東アジア塩業考古学の現状と課題ー予稿集ー』第5回東アジア古代鉄器文化セン
ター国際シンポジウム　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（38）-107
柴田昌児 「瀬戸内海における製塩考古学の現状と課題」 『東アジア塩業考古学の現状と課題ー予稿集ー』第5回東アジア古代鉄
器文化センター国際シンポジウム　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（38）-108
槙林啓介「東アジアにおける海岸砂丘と初期製塩」 『東アジア塩業考古学の現状と課題ー予稿集ー』第5回東アジア古代鉄器文化
センター国際シンポジウム　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（38）-109 『中国の塩業考古学を学ぶ－佐島 ・ 宮ノ浦遺跡がつなぐ山東と愛媛－』　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（38）-110
柴田昌児 「瀬戸内海における製塩考古学の現状と課題」 『中国の塩業考古学を学ぶ－佐島 ・ 宮ノ浦遺跡がつなぐ山東と愛媛－』　
愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2012年8月

（38）-111
柴田昌児「灘と瀬戸の考古学」 『学術研究集会　海の古墳を考える2　　西部瀬戸内、灘と瀬戸から見た古墳とその景観 : 予稿集』　　
海の古墳を考える会　2012年10月

（38）-112 長井数秋「魚島の考古学」 『ふたな』第15号　愛媛考古学研究所　2012年12月

（38）-113
愛媛県埋蔵文化財センター （大野由美子）編2013年3月『北井門遺跡3次』　埋蔵文化財発掘調査報告書177集　公益財団法人愛
媛県埋蔵文化財センター （全2冊、本文編、図版編）

（38）-114 『宮ノ浦遺跡　第3次発掘調査　現地説明会資料』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　2013年8月24日

（38）-115 『宮ノ浦遺跡　2013年度（第3次）発掘調査の成果』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　　2014年3月

（38）-116
愛媛県埋蔵文化財調査センター （中野良一 ・ 松村さお里）編2014年3月『経田遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第180集　公益
財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター （全5冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊、第4分冊、写真図版）
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（38）-117
愛媛県埋蔵文化財センター （中野良一 ・ 松村さお里） 2014年3月『今若遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第183集　公益財団
法人愛媛県埋蔵文化財センター

（38）-118
国際学術会議『塩業考古与古代社会国際学術研討会』　塩業考古与古代社会国際学術研究会、山東大学で2014年4月26 ・ 27日
開催

（38）-119
柴田昌児「日本瀬戸内海的古代陶器制（塩）」 『塩業考古与古代社会国際学術研討会発表資料』　山東大学　塩業考古与古代社
会国際学術研究会　2014年4月

（38）-120 『宮ノ浦遺跡　第4次発掘調査　現地説明会資料』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　2014年8月

（38）-121 有馬啓介「岩城の遺跡概観」 『岩城の考古学 〜遺物から考える岩城の歴史〜』展示解説　上島町教育委員会　2015年2月

（38）-122
シンポジュウム『日中比較塩業史研究－その可能性を展望するー』　東北学院大学2013年9月21日開催（東北学院大学論集『 歴史
と文化』 53号　2015年3月）

（38）-123
愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター （村上恭通 ・ 槙林啓介）編2015年3月『東アジア塩業考古学の提唱』　愛媛大学東アジ
ア古代鉄文化研究センター

（38）-124
柴田昌児「瀬戸内海における製塩考古学の現状と課題」 （愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター （村上恭通 ・ 槙林啓介）編
2015年3月『東アジア塩業考古学の提唱』　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター）

（38）-125 幸泉幸夫「脚台式製塩土器の製作技法復元をめぐる民俗陶芸学的考察」 『物質文化』 95号　物質文化研究会　2015年3月

（38）-126
愛媛大学法文学部考古学研究室（村上恭通）編2015年3月『宮ノ浦遺跡1－第1次〜第4次発掘調査概報ー』　愛媛大学法文学部考
古学研究室報告第10冊　上島町教育委員会 ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室

（38）-127 『宮ノ浦遺跡　第5次発掘調査　現地説明会資料』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　2015年8月

（38）-128
「附編　魚島大木遺跡採集遺物調査報告」 （愛媛大学法文学部考古学研究室（村上泰通）編2016年3月『愛媛県越智郡上島町　豊
島明神遺跡』　愛媛大学法文学部考古学研究室報告第12冊　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会）

（38）-129
愛媛大学法文学部考古学研究室（村上泰通）編2016年3月『愛媛県越智郡上島町　豊島明神遺跡』　愛媛大学法文学部考古学研
究室報告第12冊　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会

（38）-130
愛媛大学法文学部考古学研究室（八木宏明）編2016年3月『宮ノ浦遺跡2－第1次-第5次発掘調査報告ー』　愛媛大学法文学部考
古学研究室報告第11冊　上島町教育委員会 ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室

（38）-131
宮内慎一「樽味高木遺跡17次調査」 （松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター （宮内慎一）編2016年３月『桑原地区
の遺跡5　桑原6次 ・ 桑原東稲葉1次　桑原東稲葉2次 ・ 樽味高木16次　樽味高木17次 ・ 三町』　松山市文化財調査報告書第181
集　松山市教育委員会 ・ 公益財団法人松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター）

（38）-132
村上恭通「古墳時代の製塩活動と環境変動」 『古代製塩と自然環境　ウズマキゴカイとクロスナ層をキーワードとして』愛媛大学東
アジア古代鉄文化研究センター第20回アジア歴史講演会　愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　2016年7月

（38）-133 『宮ノ浦遺跡　第6次発掘調査　現地説明会資料』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　2016年8月

（38）-134
愛媛県埋蔵文化財センター （西川真美）編2016年9月『今若遺跡2』　埋蔵文化財発掘調査報告書第189集　公益財団法人愛媛県
埋蔵文化財センター

（38）-135
柴田昌児「日本陶器制塩与瀬戸内海芸予型製塩陶器的集団関係」 『東方考古』第12集   山東大学文化遺産研究院編　科学出版
社　 2016年12月　北京

（38）-136
愛媛県埋蔵文化財調査センター （中野良一）編2017年3月『伊予の古代ー未知なる伊予国府の探求に向けてー』平成28年度公益
財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター ・ 愛媛県生涯学習センター共同企画展の記録　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財調査
センター

（38）-137
愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会編2017年3月『2016年度宮ノ浦遺跡発掘速報』　愛媛大学法文学部考古学
研究室 ・ 上島町教育委員会

（38）-138
松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター （高尾和長）編2017年3月『樽味四反地遺跡　23次調査』　松山市文化財調査
報告書第186集　松山市教育委員会 ・ 公益財団法人松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター

（38）-139
『宮ノ浦（みやんな）遺跡第7次発掘調査　現地説明会資料』　愛媛大学法文学部考古学研究室 ・ 上島町教育委員会　2017年8月
20日
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（38）-140 海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』海洋考古学会第8回研究会資料集　海洋考古学会

（38）-141
槙林啓介 ・ 村上恭通「上島町宮ノ浦遺跡での製塩活動」 （海洋考古学会編2017年9月『土器製塩の諸問題』海洋考古学会第8回
研究会資料集　海洋考古学会）

（38）-142
愛媛県埋蔵文化財センター （西川真美）編2018年3月『長沢元瀬遺跡　長沢二反地遺跡』　埋蔵文化財発掘調査報告書第192集　
公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター

（38）-143
愛媛県埋蔵文化財センター （三好裕之 ・ 岡美奈子）編2018年3月『余戸中の孝遺跡　3 ・ 6次』　埋蔵文化財発掘調査報告書第193
集　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター

（38）-144
愛媛県埋蔵文化財センター （池尻伸吾 ・ 土井光一郎 ・ 中野邦子）編2018年3月『旗屋遺跡2　上三谷篠田 ・ 鶴吉遺跡』　埋蔵文化
財発掘調査報告書第194集　公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター （全5冊、本文編1、本文編2、本文編3、図版編、観察表 ・ 一
覧表編）

（38）-145
上島町教育委員会（有馬啓介ほか）編2018年3月『上島町内遺跡詳細分布調査報告書1』平成25〜27年度上島町内発掘調査等事
業報告書　上島町教育委員会埋蔵文化財発掘調査報告5　上島町教育委員会

（38）-146
上島町教育委員会（有馬啓介ほか）編2018年3月『愛媛県越智郡上島町　宮ノ浦遺跡3　第6次 ・ 第7次発掘調査報告』　上島町教
育委員会埋蔵文化財発掘調査報告4　上島町教育委員会

（38）-147
上島町教育委員会（有馬啓介） ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室（品川愛）編2019年3月『愛媛県越智郡上島町　宮ノ浦遺跡4　第
8次発掘調査報告』　上島町教育委員会埋蔵文化財発掘調査報告5　上島町教育委員会 ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室

（38）-148
宮内慎一「東垣生八反地遺跡4次調査」 （松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター （河野史知 ・ 宮内慎一）編2019年
３月『余戸中ノ孝遺跡１ ・ ２ ・ ４ ・ ５次調査、余戸柳井田遺跡１ ・ ２ ・ ３ ・ ６次調査、東垣生八反地遺跡１ ・ ３ ・ ４次調査、南吉田南
代遺跡１次調査』　松山市文化財調査報告書第196集　公益財団法人松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター）

（38）-149
宮内慎一「南吉田南代遺跡1次調査」 （松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター （河野史知 ・ 宮内慎一）編2019年３
月『余戸中ノ孝遺跡１ ・ ２ ・ ４ ・ ５次調査、余戸柳井田遺跡１ ・ ２ ・ ３ ・ ６次調査、東垣生八反地遺跡１ ・ ３ ・ ４次調査、南吉田南代
遺跡１次調査』　松山市文化財調査報告書第196集　公益財団法人松山市文化 ・ スポーツ振興財団埋蔵文化財センター）

（38）-150
槙林啓介「四国地方―愛媛県上島町宮ノ浦遺跡（古墳） ー」 『日本列島における製塩技術史の解明1－縄文から古代まで拡張し
て見えるもの―』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

（38）-151
槙林啓介 ・ 辻康男 ・ 有馬啓介「瀬戸内海島嶼部における浜堤と製塩遺跡」 『日本考古学協会第86回総会発表要旨』　一般社団
法人日本考古学協会　2020年6月

（38）-152
上島町教育委員会（有馬啓介） ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室（青木聡志）編2021年３月『愛媛県越智郡上島町　宮ノ浦遺跡5　
第9次発掘調査報告』　上島町教育委員会埋蔵文化財発掘調査報告第8集 ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室報告第16冊　上島
町教育委員会 ・ 愛媛大学法文学部考古学研究室
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（38）　愛媛県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

38001 椋ノ原清水遺跡 愛媛県松山市八反地清水 製塩土器（脚台 ・ 備讃1） 弥生時代中期末 （38）-7、（38）-22、（38）-42

38002 北条常保免遺跡 愛媛県松山市常保免 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-60

38003 長師遺跡 愛媛県松山市長師
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩薄手）

古墳時代後期、飛鳥
時代

（38）-12、（38）-50

38004 余戸中の孝遺跡 愛媛県松山市余戸西1丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代終末〜古墳
時代初頭

（38）-143

38005 平田七反地遺跡 愛媛県松山市平田町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代前期 ・ 中期 （38）-50、（38）-97

38006 船ヶ谷遺跡 愛媛県松山市西長戸町 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-53、（38）-56、（38）-97

38007 持田3丁目遺跡 愛媛県松山市持田町3丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-24、（38）-29、（38）-97

38008 若草町2遺跡 愛媛県松山市若草町
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5）

古墳時代初頭 （38）-31、（38）-97

38009 西石井遺跡 愛媛県松山市古川北2丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃3）
弥生時代終末〜古墳
時代初頭

（38）-67

38010 樽味遺跡 愛媛県松山市樽味3丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-37

38011 樽味四反地遺跡 愛媛県松山市樽味 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期

（38）-27、（38）-42、
（38）-63、（38）-70、
（38）-71、（38）-83、
（38）-86、（38）-90、
（38）-91、（38）-97、
（38）-138

38012 樽味高木遺跡 愛媛県松山市樽味 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期

（38）-42、（38）-72、
（38）-73、（38）-74、
（38）-97、（38）-99、
（38）-131

38013 北井門遺跡 愛媛県松山市北井門2丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-92、（38）-113

38014 東垣生八反地遺跡 愛媛県松山市東垣生町 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-148

38015 南吉田南代遺跡 愛媛県松山市南吉田町 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-149

38016 多々羅遺跡 愛媛県今治市上浦町甘崎
製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底・備讃5・6、堅塩ナデ）、
製塩炉

弥生時代後期末〜古
墳時代、飛鳥 ・ 奈良
時代

（38）-8、（38）-11、（38）-24、
（38）-97

38017 熊口遺跡 愛媛県今治市伯方町伊方
製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

弥生時代後期末〜古
墳時代前期、古墳時
代後期

（38）-8、（38）-11、（38）-24

38018 大夫殿遺跡 愛媛県今治市伯方町北浦
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、丸底尖底 ・ 備
讃7）

古墳時代前期・後期、
飛鳥時代

（38）-15、（38）-41、
（38）-42、（38）-49、（38）-97

38019 大浦遺跡
愛媛県今治市伯方町金ケ
崎大浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （38）-24、（38）-41

38020 袈裟丸遺跡
愛媛県今治市伯方町瀬戸
袈裟丸

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期
（38）-15、（38）-41、
（38）-42、（38）-49

38021 瀬戸浜遺跡
愛媛県今治市伯方町下木
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-10、（38）-24

38022 岩ヶ峯古墳 愛媛県今治市伯方町木浦 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（38）-16、（38）-24、
（38）-41、（38）-95

38023 江口貝塚
愛媛県今治市波方町馬刀
潟字江口

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-32
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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

38024 大新田遺跡
愛媛県今治市大三島町明
日大新田

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（38）-11、（38）-12、
（38）-13、（38）-24

38025 肥海遺跡
愛媛県今治市大三島町肥
海

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（38）-11、（38）-12、
（38）-13、（38）-24

38026 浦戸遺跡
愛媛県今治市大三島町口
総

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （38）-11、（38）-24、（38）-41

38027 満越遺跡
愛媛県今治市大三島町宗
方満越

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代初頭・前期・
中期 ・ 後期

（38）-11、（38）-24、
（38）-41、（38）-95

38028 大山祇神社南遺跡
愛媛県今治市大三島町宮
浦大山祇神社南

製塩土器 古墳時代 （38）-49

38029 大新田遺跡
愛媛県今治市大三島町大
見

製塩土器 不明 （38）-49

38030 火内遺跡
愛媛県今治市吉海町椋名
（大島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、甕形、堅塩
薄手）

古墳時代初頭・前期・
中期 ・ 後期、飛鳥時
代

（38）-24、（38）-41、
（38）-44、（38）-95

38031 正味遺跡
愛媛県今治市吉海町正味
（大島）

製塩土器（丸底 ・ 備讃5 ・ 6） 古墳時代中期 ・ 後期 （38）-24

38032 赤岸鼻遺跡
愛媛県今治市吉海町正味
（大島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 （38）-6

38033 関前遺跡
愛媛県今治市関前（岡村
島）

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （38）-8、（38）-24

38034 流田遺跡 愛媛県今治市富田流田 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-1、（38）-4

38035 東予国民休暇村遺跡 愛媛県今治市桜井大崎鼻 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-23、（38）-49

38036 浦手山遺跡 愛媛県今治市桜井沖浦 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-2、（38）-3、（38）-41

38037 沖浦遺跡 愛媛県今治市桜井沖浦 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-24

38038 大崎鼻遺跡 愛媛県今治市桜井大崎鼻 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-12、（38）-14、（38）-24

38039 石風呂遺跡 愛媛県今治市桜井 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-8

38040 唐子浜遺跡 愛媛県今治市桜井唐子浜 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （38）-24

38041 郷桜井八反地遺跡 愛媛県今治市郷桜井3丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-24、（38）-26、（38）-96

38042 喜多村遺跡 愛媛県今治市喜田村 製塩土器 不明 （38）-4

38043 東村遺跡
愛媛県今治市喜田村 ・ 東
村

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期
（38）-12、（38）-13、
（38）-15、（38）-24

38044 別宮上河内遺跡 愛媛県今治市別宮町9丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-24、（38）-43、（38）-96

38045 別名寺谷1遺跡 　　 愛媛県今治市別名 製塩土器（堅塩ナデ） 8〜9世紀 （38）-75

38046 亀ヶ浦遺跡 愛媛県今治市馬島
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代前期

（38）-19、（38）-47、（38）-95

38047 ハゼヶ浦遺跡
愛媛県今治市馬島ハゼヶ
浦

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-19、（38）-47

38048 糸大谷遺跡 愛媛県今治市砂場町2丁目
製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6、堅塩ナデ）

弥生時代終末〜古墳
時代前期、古墳時代
後期、奈良時代

（38）-19、（38）-24、
（38）-33、（38）-54、（38）-95

38049 糸山遺跡 愛媛県今治市砂場町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-24

38050 小山ノ元遺跡 愛媛県今治市砂場町 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-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

38051 高地スゴ谷1遺跡 愛媛県今治市高地町1丁目 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-52、（38）-69

38052 阿方牛ノ江2遺跡 愛媛県今治市阿方
製塩土器（丸底 ・ 備讃6、堅
塩ナデ）

古墳時代後期、 9世
紀

（38）-69、（38）-95、（38）-96

38053 松木遺跡 愛媛県今治市松木 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-14、（38）-24、（38）-96

38054 松木2号遺跡 愛媛県今治市松木角田 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-25、（38）-96

38055 松木広田遺跡 愛媛県今治市松木
製塩土器（脚台・備讃2・3・
4）

弥生時代後期〜古墳
時代初頭 ・ 前期

（38）-52、（38）-87、
（38）-95、（38）-96

38056 延喜遺跡 愛媛県今治市延喜甲 製塩土器（堅塩ナデ） 古代 （38）-88

38057 新谷畦田遺跡 愛媛県今治市新谷 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-38、（38）-96

38058 上徳上胡遺跡 愛媛県今治市上徳1丁目 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-30、（38）-35、（38）-96

38059 一本松遺跡 愛媛県今治市山口 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-84

38060 四村額ヶ内遺跡 愛媛県今治市四村字東前 製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀後半 （38）-40、（38）-42

38061 四村日本遺跡 愛媛県今治市四村 製塩土器（堅塩ナデ） 奈良時代 （38）-45

38062 新谷森ノ前遺跡
愛媛県今治市新谷字森ノ
前

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-46、（38）-96

38063 八町遺跡 愛媛県今治市八町 ・ 中寺 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-14

38064 杣田池田遺跡 愛媛県今治市杣田 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4）
弥生時代終末〜古墳
時代初頭 ・ 前期

（38）-36、（38）-51、
（38）-89、（38）-96

38065 中寺馬之焏遺跡 愛媛県今治市中寺 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-34、（38）-96

38066 高橋湯ノ窪遺跡 愛媛県今治市高橋 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-39、（38）-96

38067 小泉尺善遺跡 愛媛県今治市小泉 製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （38）-68

38068 矢田八反坪遺跡 愛媛県今治市山路 ・ 矢田 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-58

38069 脇中屋遺跡 愛媛県今治市大西町脇 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-98

38070 経田遺跡 愛媛県今治市朝倉下
製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6、堅塩ナデ）

古墳時代前期・中期・
後期、奈良時代

（38）-116

38071 下経田遺跡 愛媛県今治市朝倉下 製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-93

38072 今若遺跡 愛媛県今治市朝倉南
製塩土器（脚台 ・ 備讃2、丸
底 ・ 備讃5）

弥生時代後期後半、
古墳時代中期

（38）-117、（38）-134

38073 長沢元瀬遺跡 愛媛県今治市長沢 製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀中〜後半 （38）-142

38074 松ノ丁遺跡
愛媛県西条市小松町北川
松ノ丁

製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀中〜後半
（38）-59、（38）-62、
（38）-66、（38）-79

38075 大開遺跡
愛媛県西条市小松町北川
大開 ・ 大塚

製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀中〜後半 （38）-79

38076 長網1遺跡 愛媛県西条市実報寺 製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-78、（38）-95、（38）-97

38077 小池遺跡
愛媛県西条市上市、東予市
上市

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ？） 古墳時代初頭？ （38）-48、（38）-49

38078 河原津石風呂遺跡
愛媛県西条市河原津石風
呂

製塩土器（脚台 ・ 備讃4 ？） 古墳時代前期？ （38）-24
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38079 幸の木遺跡 愛媛県西条市周布 製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀後半〜9世紀 （38）-55

38080 久枝2遺跡 愛媛県西条市周布 製塩土器（堅塩ナデ） 8世紀 （38）-65

38081 浜田遺跡 愛媛県伊予市下吾川浜田 製塩土器（丸底 ・ 備讃6 ？） 古墳時代後期？ （38）-24

38082 行道山遺跡 愛媛県伊予市上野 製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ？） 弥生時代終末？ （38）-64

38083 旗屋遺跡 愛媛県伊予市上三谷 製塩土器（堅塩ナデ） 古代 （38）-144

38084 上三谷篠田 ・ 鶴吉遺跡
愛媛県伊予市上三谷、伊予
郡松前町鶴吉

製塩土器（脚台3、丸底 ・ 備
讃5、堅塩布目）

弥生時代終末、古墳
時代中期、古代

（38）-144

38085 大江遺跡
愛媛県四国中央市川之江
町大江

製塩土器 古墳時代 （38）-23

38086 大木遺跡
愛媛県越智郡上島町魚島
松ノ浦大木

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期

（38）-3、（38）-4、（38）-8、
（38）-9、（38）-24、（38）-49、
（38）-95、（38）-112、
（38）-128

38087 神ヶ市遺跡
愛媛県越智郡上島町魚島
篠塚

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期
（38）-3、（38）-4、（38）-24、
（38）-112

38088 豊島東遺跡
愛媛県越智郡上島町弓削
豊島

製塩土器（脚台備讃3、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）

古墳時代初頭・中期・
後期

（38）-8、（38）-41

38089 豊島明神遺跡
愛媛県越智郡上島町弓削
豊島明神

製塩土器（脚台備讃3、丸
底 ・ 備讃5 ・ 6）、製塩炉

古墳時代初頭・中期・
後期

（38）-80、（38）-81、
（38）-82、（38）-94、
（38）-129

38090 立石中腹遺跡
愛媛県越智郡上島町生名
立石山

製塩土器 不明 （38）-49

38091 赤石遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤石

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-24、（38）-121

38092 長江遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
長江

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4） 古墳時代初頭 ・ 前期 （38）-121

38093 船越遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
船越

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期 （38）-121

38094 石風呂遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
海原

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6）

古墳時代前期 ・ 後期 （38）-24、（38）-121

38095 赤穂根遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤穂根

製塩土器（脚台 ・ 備讃3 ・ 4、
丸底 ・ 備讃6）

古墳時代初頭・前期・
後期

（38）-24

38096 大三谷遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤穂根

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-18、（38）-121

38097 竹ノ浦遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤穂根

製塩土器 不明 （38）-121

38098 大手原遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤穂根

製塩土器 不明 （38）-121

38099 初浜遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
赤穂根

製塩土器 不明 （38）-121

38100 姥ヶ浦遺跡
愛媛県越智郡上島町岩城
津波島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-24

38101 丸串古墳 愛媛県越智郡上島町岩城 製塩土器 古墳時代 （38）-145

38102 浜都遺跡
愛媛県越智郡上島町弓削
下弓削

製塩土器（丸底 ・ 備讃6） 古墳時代後期
（38）-3、（38）-24、（38）-41、
（38）-80

38103 佐島遺跡
愛媛県越智郡上島町弓削
佐島

製塩土器 古墳時代 （38）-82
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38104 宮ノ浦遺跡
愛媛県越智郡上島町弓削
佐島

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、丸
底 ・ 備讃6、堅塩）、製塩炉、
揚浜塩田基盤、集石遺構、
槽状遺構

古墳時代前期、古墳
時代後期、奈良時代、
中世

（38）-57、（38）-105、
（38）-108、（38）-114、
（38）-115、（38）-120、
（38）-126、（38）-127、
（38）-130、（38）-132、
（38）-133、（38）-137、
（38）-139、（38）-141、
（38）-146、（38）-147、
（38）-150、（38）-151、
（38）-152

38105 蛙谷遺跡
愛媛県越智郡上島町生名
蛙谷

製塩土器（脚台 ・ 備讃3） 古墳時代初頭 （38）-3、（38）-24

38106 大江海岸遺跡 愛媛県越智郡上島町生名 製塩土器（脚台 ・ 備讃4） 古墳時代前期 （38）-130

38107 出作遺跡 愛媛県伊予郡松前町出作 製塩土器（美濃が浜3類） 古墳時代中期 ・ 後期 （38）-21、（38）-24、（38）-28

38108 寺ノ下遺跡
愛媛県西宇和郡伊方町中
村

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-17

38109 伝宝寺遺跡
愛媛県西宇和郡伊方町中
村

製塩土器（丸底 ・ 備讃5） 古墳時代中期 （38）-17

38110 野坂遺跡（貝塚）
愛媛県西宇和郡伊方町正
野野坂

製塩土器（脚台 ・ 備讃4、堅
塩布目）

古墳時代前期、古代
（38）-17、（38）-23、
（38）-142

38111 天儀鼻遺跡
愛媛県南宇和郡愛南町久
良天儀鼻

製塩土器 古墳時代 （38）-23
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（39）　高知県

（39）-1 岡本健児 ・ 広田典夫編1976年3月『山根 ・ 石屋敷遺跡　（付）馬場末遺跡』　春野町教育委員会

（39）-2 高知県教育委員会編1986年3月『田村遺跡群　第5分冊　本文5』　高知県教育委員会

（39）-3
野市町教育委員会（吉原達生）編1989年3月『高知県香美郡　曽我遺跡発掘調査報告書』　野市町埋蔵文化財調査報告書第2集　
野市町教育委員会

（39）-4
高知県教育委員会（出原恵三 ・ 松田直則）編1989年3月『後川 ・ 中筋川埋蔵文化財発掘調査報告書2　風指遺跡　アゾノ遺跡』　高
知県埋蔵文化財調査報告書第27集　高知県教育委員会

（39）-5
大月町教育委員会（前田光雄）編1991年3月『高知県大月町　尻貝遺跡』　高知県大月町埋蔵文化財調査報告書第1集　大月町教
育委員会

（39）-6
高知県教育委員会（廣田佳久）編1992年3月『竹シマツ遺跡　宮崎遺跡』　大方町埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　高知県大方
町教育委員会

（39）-7
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三）編1996年3月『小籠遺跡2』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第24集　
財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-8
高知県文化財団埋蔵文化財センター （松村信博）編1996年3月『四国横断自動車道（南国〜伊野）建設に伴う　平成7年度　奥谷南
遺跡調査概報』　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-9
野市町教育委員会（出原恵三）編1997年3月『下ノ坪遺跡1』　野市町埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　高知県野市町教育委員
会

（39）-10 南国市教育委員会（三谷民雄）編1997年3月『白猪田遺跡』　南国市埋蔵文化財調査報告書第17集　南国市教育委員会

（39）-11
小松大洋ほか「下ノ坪遺跡」 『高知県埋蔵文化財センター年報6　1996年度』　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター　
1997年9月

（39）-12
野市町教育委員会（出原恵三）編1998年3月『下ノ坪遺跡2』　野市町埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　高知県野市町教育委員
会（全2冊、本文編、図版編）

（39）-13
高知県文化財団埋蔵文化財センター （山本哲也 ・ 武吉眞裕）編1999年3月『小籠北遺跡』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査
報告書第40集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-14
野市町教育委員会（更谷大介）編2000年3月『下ノ坪遺跡3』　野市町埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　高知県野市町教育委員
会

（39）-15
高知県文化財団埋蔵文化財センター （松村信博）編2000年3月『奥谷南遺跡2』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第47
集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-16
高知県文化財団埋蔵文化財センター （筒井三菜）編2001年3月『具同中山遺跡群4』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第59集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-17
高知県文化財団埋蔵文化財センター （松村信博）編2001年3月『西鴨地遺跡』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第61
集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-18
高知県文化財団埋蔵文化財センター （廣田佳久）編2002年2月『具同中山遺跡群3 ー 3』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報
告書第70集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-19
山本純代「製塩土器について」 『西分増井遺跡1』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第80集　財団法人高知県文化財
団埋蔵文化財センター　2003年2月

（39）-20
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三）編2003年2月『西分増井遺跡1』　高知県文化財団埋蔵文化財センター発掘調査
報告書第80集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-21 山本純代「南四国の製塩土器」 『遺跡』第40号　遺跡発行会　2003年4月

（39）-22
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三）編2004年3月『馬場末遺跡』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第84
集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター
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（39）-23
高知県文化財団埋蔵文化財センター （前田光雄）編2004年3月『田村遺跡群2　第1分冊　A ・ B区の調査』　高知県埋蔵文化財セ
ンター発掘調査報告書第85集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-24
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三 ・ 前田光雄ほか）編2004年3月『田村遺跡群2　第3分冊　D ・ E区の調査』　高知
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第85集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-25
高知県文化財団埋蔵文化財センター （吉成承三ほか）編2004年3月『田村遺跡群2　第4分冊』　高知県埋蔵文化財センター発掘調
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（39）-27
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財団埋蔵文化財センター　（全2冊、写真図版－遺構編－、写真図版 －遺物編 ・ 自然科学編）
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集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-29
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会

（39）-30
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高知県文化財団埋蔵文化財センター （廣田佳久）編2008年3月『西野々遺跡1』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
102集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-32
高知県埋蔵文化財センター （徳平涼子）編2010年1月『伏原遺跡1』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第108集　財団法
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（39）-33
高知県埋蔵文化財センター （久家隆芳 ・ 中石忍 ・ 島内洋二）編2010年2月『伏原遺跡2』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報
告書第109集　財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-34
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三）編2010年3月『上ノ村遺跡1』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第107
集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-35
坂本憲昭 ・ 久家隆芳「高知平野における弥生後期〜古墳初頭の製塩土器ー伏原遺跡の事例について」 （四国考古学研究会土器
製塩研究部会編2010年10月『製塩土器の分布状況から見た塩の生産／流通の検討ー四国地域の弥生 ・ 古墳時代を例にー』予稿
集　四国考古学研究会）

（39）-36
高知県文化財団埋蔵文化財センター （廣田佳久）編2011年3月『西野々遺跡3』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
118 集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター （全2冊、本文編、図版編）

（39）-37 高知市教育委員会（浜田恵子）編2011年3月『史跡　高知城跡』　高知市文化財調査報告書第35集　高知市教育委員会

（39）-38 香南市文化財センター （松村信博）編2011年3月『北地遺跡』　香南市発掘調査報告書第5集　香南市教育委員会

（39）-39
高知県文化財団埋蔵文化財センター （池澤俊幸）編2012年3月『西弘小路遺跡』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
123集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-40 高知市教育委員会（浜田恵子）編2012年3月『神田ムク入道遺跡』　高知市文化財調査報告書第36集　高知市教育委員会

（39）-41
高知県文化財団埋蔵文化財センター （坂本憲昭）編2012年3月『上ノ村遺跡4』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第128
集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-42
高知県文化財団埋蔵文化財センター （池澤俊幸）編2012年3月『上ノ村遺跡5』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第129
集　高知県教育委員会 ・ 財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-43
高知県文化財団埋蔵文化財センター （久家隆芳）編2014年3月『関遺跡』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第138 集　
高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-44
高知県文化財団埋蔵文化財センター （吉成承三）編2014年3月『天神溝田遺跡2』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
139 集　高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-45
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三 ・ 池澤俊幸 ・ 久家隆芳）編2015年3月『田村遺跡群3　第1分冊』　高知県埋蔵文
化財センター発掘調査報告書第142集　公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター
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（39）-46
高知県文化財団埋蔵文化財センター （出原恵三 ・ 池澤俊幸 ・ 久家隆芳）編2015年3月『田村遺跡群3　第2分冊』　高知県埋蔵文
化財センター発掘調査報告書第142集　公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-47
高知県文化財団埋蔵文化財センター （筒井三菜）編2015年3月『東野土居遺跡2』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
143集　高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-48
高知県文化財団埋蔵文化財センター （下村裕）編2016年2月『東野土居遺跡3』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
146集　高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-49 香南市文化財センター （宮地啓介）編 2016年2月 『射場屋敷遺跡』　香南市発掘調査報告書第12集　香南市教育委員会

（39）-50 土佐市教育委員会（池田研）編2017年3月『井尻村中遺跡』　土佐市埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　土佐市教育委員会

（39）-51
高知県文化財団埋蔵文化財センター （下村裕）編2018年2月『東野土居遺跡4』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
150集　高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-52
高知県文化財団埋蔵文化財センター （坂本裕一）編2018年2月『高田遺跡1 ・ 宇賀遺跡 ・ 天神溝田遺跡2』　高知県埋蔵文化財セ
ンター発掘調査報告書第151集　高知県教育委員会 ・ 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

（39）-53
高知県文化財団埋蔵文化財センター （徳平涼子）編2019年３月『高知城跡北曲輪』　高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第152集　公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（39）　高知県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

39001 高知城跡 高知県高知市丸ノ内2丁目 製塩土器（堅塩布目）
8世紀後半〜9世紀前
半

（39）-37、（39）-53

39002 西弘小路遺跡 高知県高知市丸ノ内1丁目 製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （39）-39

39003 土佐神社西遺跡
高知県高知市一宮しなね
一丁日字岡の堂

製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-29

39004 神田ムク入道遺跡
高知県高知市神田ムク入
道

製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀 （39）-40

39005 西分増井遺跡
高知県高知市春野町西分
成岡 ・ 中央

製塩土器（堅塩布目 ・ ナ
デ？）

奈良時代 （39）-20

39006 馬場末遺跡 高知県高知市春野町西分 製塩土器（堅塩布目） 奈良時代 （39）-22

39007 石屋敷遺跡
高知県高知市春野町秋山
石屋敷

製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-1

39008 小籠遺跡 高知県南国市岡豊町小篭 製塩土器（堅塩布目） 9〜10世紀 （39）-7

39009 小籠北遺跡 高知県南国市岡豊町小篭 製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-13

39010 奥谷南遺跡 高知県南国市岡豊町小蓮 製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-8、（39）-15

39011 白猪田遺跡 高知県南国市久礼田 製塩土器（堅塩布目） 8世紀前半 （39）-10、（39）-19

39012 西野々遺跡
高知県南国市大埇字西
野々

製塩土器（堅塩布目）
8世紀後半〜9世紀前
半

（39）-31、（39）-36

39013 関遺跡 高知県南国市大埇乙 製塩土器（堅塩） 8 世紀後半〜9世紀 （39）-43

39014 田村遺跡群
高知県南国市田村字橫手
土居屋敷コキカ内

製塩土器？ （脚台）、製塩
土器（堅塩布目）

弥生時代終末、 8世
紀後半〜9世紀前半

（39）-2、（39）-23、（39）-24、
（39）-25、（39）-26、
（39）-27、（39）-30、
（39）-45、（39）-46

39015 西鴨地遺跡 高知県土佐市西鴨地 製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀 （39）-17

39016 上ノ村遺跡
高知県土佐市新居上ノ村
字土居敷

製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀前半 （39）-34、（39）-41、（39）-42

39017 井尻村中遺跡 高知県土佐市宇佐町井尻 製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀前半 （39）-50

39018 具同中山遺跡 高知県四万十市具同中山 製塩土器（堅塩布目） 9〜10世紀初頭 （39）-16、（39）-18

39019 風指遺跡 高知県四万十市具同 製塩土器（堅塩布目） 9〜10世紀 （39）-4

39020 高田遺跡 高知県香南市野市町下井 製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-52

39021 北地遺跡 高知県香南市野市町下井 製塩土器（堅塩布目） 8世紀中〜9世紀前半 （39）-38

39022 曽我遺跡
高知県香南市野市町中ノ
村

製塩土器（堅塩布目） 9〜11世紀 （39）-3

39023 下ノ坪遺跡 高知県香南市野市町上岡 製塩土器（堅塩布目） 8〜9世紀中頃
（39）-9、（39）-11、（39）-12、
（39）-14

39024 東野土居遺跡
高知県香南市野市町東野 ・
土居

製塩土器（脚台3 ？、堅塩
布目）

古墳時代初頭、古代 （39）-47、（39）-48、（39）-51

39025 射場屋敷遺跡
高知県香南市吉川町吉原
字射場屋敷

製塩土器（堅塩布目） 9〜10世紀初頭 （39）-49
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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

39026 伏原遺跡
高知県香美市土佐山田町
楠目字伏原

製塩土器？ （脚台）、製塩
土器（堅塩布目）

弥生時代終末、古代 （39）-32、（39）-33、（39）-35

39027 天神溝田遺跡
高知県吾川郡いの町伊野
字天神山 ・ 城山

製塩土器（堅塩布目）
8世紀後半〜9世紀前
半

（39）-44

39028 千本杉遺跡
高知県高岡郡日高村下分
小村

製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-28

39029 尻貝遺跡
高知県幡多郡大月町周防
形字尻貝

製塩土器（堅塩布目） 古代 （39）-5

39030 宮崎遺跡 高知県幡多郡黒潮町加持 製塩土器（堅塩布目） 9世紀 （39）-6

637636


