
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２６４３

基盤研究(C)

2014～2012

中部地方内陸地域における古代・中世の堅塩・焼塩の生産と流通に関する研究

Production of KATASHIO(solid salt), salt baking of the ancient times, the Middle 
Ages in the Chubu District inland area and study on circulation

９０６２０８６５研究者番号：

平野　修（HIRANO, OSAMU）

帝京大学・文化財研究所・講師

研究期間：

２４５２０８６４

平成 年 月 日現在２７   ５ ２８

円     4,100,000

研究成果の概要（和文）：　本研究は近年堅塩用の製塩土器が出土している山梨県を中心に、8～9世紀代の中部地方の
内陸地域社会の堅塩の生産・流通・消費の実態解明を目指した研究である。
　研究の結果、内陸である古代甲斐国は、堅塩作りないしその運搬に関わる製塩土器は、塩の供給元が用意した容器以
上に、供給を受ける甲斐国内で用意した製塩土器が多いことが、胎土分析の結果からわかった。こうした状況は内陸国
である美濃国も同様で、このことから古代における地域社会の塩の流通は、堅塩の場合、供給先の容器を使って運びこ
まれる都城とは異なっている。
　この状況は、江戸時代の焼塩壺の生産と流通のあり方に通ずる可能性がある。

研究成果の概要（英文）：This is a study that is focused on the actual situation to show the production, 
the circulation, and the consumption of solid salt in Kai Province(Yamanashi Prefecture) during 
8th-9th-century.As a result of the study, it was found that the amount of salt-making potteries of solid 
salt which was prepared in Kai Province(Yamanashi Prefecture) was more than the amount of the vessels 
which was prepared by other salt producers. It was found by the analysis of petrographical analysis of 
pottery material.
A similar situation is seen in Mino Province(Gifu Prefecture).This shows that the circulation of solid 
salt is different from that of the situation of Capital(miyako) style which the salt producers used for 
transportation.Also, this is similar to the production and the circulation of the baked salt pots during 
Edo Period.

研究分野： 日本考古学（古代）
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１．研究開始当初の背景 
（1）問題の所在 
塩は現在も、国家の重要な管理品目の一つ

であり、各時代の政府がこぞってこの塩を国
家の専売項目に入れ経済的にも物質的にも
精神的にも欠かせない存在であることは言
うまでもない。 
古代律令国家が、塩を税として各地から都

へ貢納させたことは周知のとおりである。
『延喜式』には塩の貢納国が記載され、また
平城宮では各国から税として送られてきた
塩の付札木簡が多数出土している。それらを
みれば播磨や周防などの西国諸国と尾張、参
河、若狭に限られ、製塩遺構は東日本沿岸部
では青森県まで確認されているものの、遠江
以東の東国諸国からは塩はまったく送られ
ていない。その理由として東国の塩は、東北
戦争の軍事用として調達されたためであり、
都には貢納されなかったこと（岸本 1998）。
さらに皇室献上用の馬を生産する牧（勅旨
牧）において、塩が馬の飼育に欠かせなかっ
たため 9 世紀代に甲斐・武蔵・信濃・上野に
置かれた牧に東国の塩が向けられていたと
されている。このように都への貢納をめぐる
塩の生産・流通・消費の実態解明が、限定さ
れた沿岸部諸国の事例から明らかにされて
いるものの、内陸地域におけるそれらの研究
は全く行われていないのが現状であった。 

甲斐国で塩と言えば、上杉謙信が宿敵武田
信玄に塩を送ったという有名な逸話がある
が、製塩土器資料はまったく確認されていな
い。関東地方でも栃木県や茨城県で古代の製
塩土器資料がようやく確認されてきた段階
で、古代から中世にわたる塩の生産流通およ
び消費の実態解明を目指した考古学や文献
史学からの本格的な研究は全く行われてい
なかった。そのため申請者は、山梨県でも考
古学的な視点からこうした塩の問題を考え
ようと、2008 年に山梨県考古学協会主催で
「塩の考古学―ゆく塩・くる塩、古代の塩と
その流通を考える」という研究集会を開催し、
全国から製塩研究者を集め、製塩土器の認定
条件とその方法について論議し知見を得る
ことができ、その直後から既存出土土器の再
調査を試みたところ、これまで出土していな
いとされてきた山梨県でも、製塩土器が出土
していたことが判明した。 

 
（2）内陸製塩土器研究の現状 
夲研究開始前の山梨県内の製塩土器研究

の状況は、①釜無川（富士川）流域の郡家（郡
衙）関連遺跡から集中して出土し、古代東海
道の支路である御坂路沿いの遺跡からも出
土していること。②製塩土器は沿岸部におい
て塩水から煮沸煎熬するための土器ではな
く、粗塩からの堅塩・焼塩生産およびその運
搬を目的とした土器であること。③研究分担
者となる河西学氏が野牛島・西ノ久保遺跡
Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ区出土製塩土器の胎土分析をおこ
なったところ、土器の製作場所は南関東から

東海地域、さらに在地の甲府盆地産のものが
含まれていることを分析した。そのことから
塩の生産国からそのまま運ばれてくる土器
と、供給先の在地生産された製塩土器が存在
する可能性があること。④8～9 世紀代の甲斐
国の塩は、主要ルートとして釜無川（富士川）
を利用して太平洋沿岸から甲斐国にもたら
されていたとともに、駅路を使った陸路でも
もたらされていた可能性があることが、申請
者によるこれまでの個人研究によって判明
している。 
 以上の研究結果から、古代内陸地域におい
ては堅塩・焼塩生産に関わる製塩土器の存在
が確実視されることとなり、塩研究は大きな
画期を迎えたと言える。本研究は考古学のみ
ならず文献史学、胎土分析等を合わせた学際
的な研究によって、古代～近世に至る塩の生
産流通および消費の実態解明を目指すもの
であり、これまで等閑にされてきた「塩」研
究を、飛躍的に展開させるものと思われる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的を以下に記す。 

①太平洋沿岸部諸国の塩生産地やその他地
域での、甲斐国内などの内陸地域で出土して
いる同系統の製塩土器資料の確認および資
料化、地質学による胎土分析によって産地を
特定し、その生産体制を解明する。 
②製塩土器の出土分布から、流通時期の把握
とその流通ルートの解明および出土遺跡の
性格を解明し、消費国内の堅塩・焼塩の流通
がどのようにおこなわれていたのかを解明
する。 
③新たに確認された甲斐国内などの内陸で
の製塩土器を実測・トレースをおこない資料
化し公表し、胎土分析も実施する。 
④こうした製塩土器によってもたらされた
塩の用途の検討。通常消費する塩だったのか、
あるいは祭祀などに使用する特別な塩だっ
たのかを解明する。 
⑤中世における内陸山間地諸国の塩はどこ
から、どのような形でもたらされていたのか。
現状では全国的に中世段階の製塩土器は見
いだされていない。この解明されていない中
世の塩生産流通を解明する。 
 
３．研究の方法 
 本研究ではこれまで見過ごされてきた古
代・中世の製塩土器資料の抽出からはじめ、
その上で、下記対象地域での堅塩の生産と流
通について個別分析研究をおこない、地域間
流通のあり方を検討をおこなう。そのために
以下の調査・研究をおこなう。 
①対象地域は、山梨・神奈川・静岡・東京・
長野とし、これら地域で古代・中世の製塩土
器と「塩」関連遺物の抽出を試みる。 
②抽出された製塩土器を類型化・編年化し、
加えて胎土分析を実施し、その地域性を検証
する。 
③各遺跡からの製塩土器の出土状況、遺跡の



構造と性格、出土遺構の分析とデータ化を行
い、当該遺跡周辺の景観や立地、古道との関
係も把握する。 
 
４．研究成果 
（1）製塩土器資料について 

今回の研究課題で再調査が実施できた遺
跡は、山梨県韮崎市の宮ノ前遺跡、宮ノ前第
5 遺跡、石之坪遺跡、富士河口湖町の滝沢遺
跡、そして南アルプス市の鋳物師屋遺跡、〆
木遺跡、立石下遺跡の 7遺跡で、資料化した
総点数は 431点となった。未資料化のものや
既存資料点数をあわせれば 1000 点を超す資
料数となり、山梨県内でもようやく市民権を
得られるまでの資料となってきた。また再調
査ではないが、塩の供給元推定地の一つであ
る神奈川県小田原市の永塚下り畑遺跡第Ⅳ
地点出土資料や、武蔵国の内陸地域である東
京都多摩ニュータウン遺跡群出土の既存資
料の実見調査もおこなった。 
山梨県内の製塩土器資料は、全体像が判明

している資料は、下図に示した宮ノ前第 5 遺
跡出土資料のみである。口縁部から胴部まで
のいずれかの破片資料が大半で、底部破片の
存在は皆無に等しい。しかも図上復元さえも
不可能なほどの小片資料が大半を占めてい
る。推定口径を導くことができた資料は数点

であり、いず
れも 10㎝前後
を測る。基本
的には円錐形
を上下でカッ
トしたような
コップ形であ
り、口縁は直
線的か、内湾
するか、外反
するか、胴部
にくびれがあ
るかないか、
という程度し
か基準が見い
だせない。都
城や他地域で
出土している

尖底・丸底の砲弾形や筒形、平底の平鉢形な
どといった形態は、現在のところ確認されて
いない。ただ底部形状については、まだごく
わずかしか確認されていないので、尖底・丸
底の資料が存在する可能性はある。 
器壁の厚さの違いや、口縁部の形態や端部

の仕上げなどにバリエーションがみられる。
器壁の厚さは指頭調整のため一定ではない
が概して薄手である。破片資料であるため局
所的な厚みかもしれないが、①4 ㎜以下の薄
手のもの。②5～9 ㎜の中厚手のもの。③10
㎜以上の厚手のものの三つのタイプが認め
られる。口縁部形態では、その端部が内湾す
るもの、あるいは直線的なもの、やや外反す

るものの三つのタイプが認められ、さらに口
縁端部を面取りしているものとしていない
ものがみられ、後者の方が多い。 
韮崎市出土資料では口縁部から胴部上部

の形態的特徴から、A 類から E 類の 5 つに区
分し、それに口縁端部に面取りを施すか施さ
ないかという基準を加え計 7類型に分類した。
しかし今回の南アルプス市出土資料の観察
で、D 類にも口縁端部を面取りするものが存
在することや、D 類のイレギュラーかもしれ
ないが、新たに口縁が外傾して直線的に立ち
上がり、口縁端部のみがわずかに外反するタ
イプがみられ、これを F類とした。まとめる
と以下のようになる。 
・A 類：胴部外傾し直線的に立ち上がり、口
縁部が「〉」状に屈曲し稜をもつ。 
・B 類：口縁内湾気味に立ち上がる。口縁端
部尖形。 
・C類-1：口縁内湾。口縁尖形。 
・C類-2：口縁内湾。口縁端部面取り。 
・D 類-1：口縁外傾ないし外反。外傾面に弱
い稜をもち口縁端部尖形（胴部にくびれ）。 
・D 類-2：口縁外傾ないし外反。外傾面に弱
い稜をもち口縁端部面取り（胴部にくびれ）。 
・E 類-1：口縁直立的ないし外傾。口縁端部
尖形。 
・E 類-2：口縁直立的ないし外傾。口縁端部
面取り。 
・F 類：口縁外傾し直線的に立ち上がり、口
縁端部がわずかに外反。 
 その出土比率は、A類が 2％、B 類が 32％、
C類-1が 17％、C類-2が 8％、D類-1が 14％、
D類-2が 1％、E類-1が 14％、E類-2が 10％、
F 類が 1％となっている。 
 
（2）製塩土器の出土傾向について 
①製塩土器の出土状況から、甲斐国内では手
工業生産やそれらの調達を担った巨麻郡家
が、主要搬入路の一つとして富士川の水上交
通路や、同河川沿いの陸上交通路を介して
「特別な塩」を調達していたことはほぼ間違
いなく、南アルプス市域では、竪穴建物等か
ら製塩土器が多出する鋳物師屋遺跡群や野
牛島・西ノ久保遺跡Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ区といった固
形塩の集積兼加工所的な遺跡がみられ、国や
郡の出先機関的な施設が置かれていた可能
性が考えられる。 
②山梨市の三ヶ所遺跡の平成 22 年度の発掘
調査では、仏堂風の掘立柱建物跡とともに、
9 世紀前半代の竪穴建物跡の覆土内から製塩
土器小片とともに、土師器高台坏の底部に
「塩毛」と記した刻書土器が出土している。
刻書された「塩毛」の「毛」は、容器として
の「笥」を意味すると考えられ、塩を納めた
容器、もしくは盛り塩に使用した容器とも考
えられ、本集落の竪穴建物内で塩を使用した
仏教神事などの祭祀がおこなわれていた可
能性が高い。 



③墨書・刻
書土器の出
土割合が高
い遺跡での
出土が目立
つ。 
④竪穴建物
以外では、
掘立柱建物
や焼土遺構
を含む遺構
外エリアか
らの出土傾

向も高いことから、饗宴や給食などに使用す
る塩を、容器ごと屋的建物内に堅塩を収納し
ていたか、もしくは、饗宴や給食などに使用
するために、堅塩を容器から取り出した際に
出た残滓とも考えられる。 
⑤以上のように、製塩土器は官衙および手工
業生産を主体とする遺跡および村落内寺院
や祭祀場などをもつ集落といった遺跡で出
土傾向が高いことが判明。製塩土器が多出す
る堅塩の集積場もしくは加工場的な性格を
もつ遺跡以外では、全土器量に対する出土比
率が低いため、特別な塩として持ち込まれて
いた可能性が極めて高い。 
 
（3）まとめと今後の課題 
①製塩土器は、土器製塩という非効率的な生
産のゆえ生産コストが嵩み、防湿性には富む
ものの、土器という重量物のため輸送コスト
がかかり、一回の輸送量も限定されたはずだ
ろう。しかし宮ノ前遺跡や宮ノ前第 5遺跡な
どの出土状況をみれば、在地豪族層（郡司層）
が生産コストや輸送コストをかけてまでも
「特別」もしくは「高級」な塩を確保しよう
とした意志をうかがうことができる。 
②記録でも律令国家が、地域社会の塩流通を
整備したり、塩を供給するような規定は見当
たらず、地方官人への給食や把握したり、円
滑化を図った痕跡は見当たらない。律令国家
がしたことは、都に塩を安定供給させるため
に、若狭国や周防国、尾張国などの限定的な
国々対し生産体制や流通体制の整備・介入を
おこなった程度と推測されている (馬場
2013)。 
③先述のように甲斐国内では、手工業生産や
それらの調達を担った巨麻郡家が、主要搬入
路の一つとして富士川の水上交通路や、同河
川沿いの陸上交通路を介して「特別な塩」を
調達していたことはほぼ間違いなかろう。そ
して富士川の第二の河口と言うべき南アル
プス市域では、鋳物師屋遺跡群や野牛島・西
ノ久保遺跡Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ区といった固形塩の集
積兼加工所的な性格をもつ集落および国や
郡の出先機関的な遺跡がみられる。 
④製塩土器は、共伴する出土土器の年代から
8 世紀から 9 世代にかけてみられるが、その
中でも特に 9世紀前半代に集中する傾向が強
い。しかし 10 世紀代に入ると、製塩土器は

ほとんどみられなくなる。9 世紀前半代に製
塩土器が集中して出土する背景として、当該
期は山梨県内においては、神仏をはじめとす
る信仰関連遺構・遺物が最も顕著にみられる
時期でもあり、こうした信仰に伴う仏事や神
事などで製塩土器に入った「特別」な塩が使
用されたのではないか。前代までみられたこ
うした信仰関連遺構・遺物も 10 世紀に入る
と急激に減少していることからもうかがえ
よう。 
⑤塩の供給元である沿岸地域の堅塩用の製
塩土器資料が明確になっていないなか、神奈
川県小田原市域で出土している永塚出土資
料が有力資料の一つに挙げられる。富士川下
流河口域である駿河・伊豆国では堅塩用の製
塩土器は確認されていない。土器製塩による
製塩遺跡も三浦半島の走水貝塚や浜諸磯遺
跡 C地点、三ヶ岡遺跡と伊豆島嶼部の八丈島
の火の潟遺跡などでは、製塩炉と思われる焼
土遺構と、煎熬用と思われる胴張りの甕形土
器や深鉢形土器片が出土しているが（田尾
2009）、山梨県内で確認されているような小
型の鉢形の製塩土器は出土していない。 
⑥研究分担者である河西学氏による岩石鉱
物学的胎土分析の結果では、山梨県内で出土
している製塩土器の多くは、沿岸地域の相模
国や駿河国といった他国産ではなく、南アル
プス市域や韮崎市域を原料産地とする巨麻
郡産が中心であるという結果が得られてい
る。このことから、堅塩用の製塩土器は塩の
供給を受ける内陸の国側が、そのほとんどを
弁備していた可能性が考えられる。こうした
状況は、同じ内陸国である美濃国も同じで、
「美濃式製塩土器」と呼ばれる在地産の製塩
土器を使用し、木曽川・長良川などを介して
尾張・三河国との塩(堅塩)の流通が想定され
ている（森 2010）。さらにこの状況は、江戸
時代の焼塩壺の生産と流通のあり方に通ず
るところがあり、近世の焼塩壺の生産と流通
のあり方は、古代まで遡る可能性がある。 
⑦出土している製塩土器は、その大半が胴部
以上の破片であり、底部破片の出土量が極め
て少ない〈あるいは、みつからないか〉とい
う状況は、他地域の製塩土器や都城出土の製
塩土器も同じ傾向を示しており、甲斐国内だ
けの特別な事象ではなさそうである。都城出
土の製塩土器を分析した神野恵氏もこの点
を指摘しており（神野 2013）、神野氏は、土
器の底部は苦汁分である塩化マグネシウム
が溜まりやすいことから「破片が残らない部
分が、とくに塩類風化と被熱により、風化分
解が進んだため」と自然科学的な作用による
想定をされる一方で、土器の底に溜まった苦
汁成分を、「さまざまな局面で『苦汁』とし
て可能性はないだろうか」という想定もされ
ており、今後の検討課題である。 
⑧古代地域社会における国家機関である国
府や国分寺が、塩の調達をどのようにおこな
っていたのかという問題である。官人への支
給や、国府近辺に置かれた軍団兵士へも塩が



支給されていたことは史料でみられ、『駿河
国正税帳』には「塩倉鑰」という記載がみえ、
国府がもつ倉に塩が収納されていたことも
うかがわれる。しかし甲斐国府は未だ発掘調
査で確認されておらず、国分寺僧尼寺跡やそ
の関連遺跡でも、さまざまな事情があり、出
土土器の検証作業は今回の科研期間中には
叶わなかった。国分僧尼寺では仏教神事のみ
ならず、僧尼への食事や醤や味噌、漬け菜な
どの保存食生産において塩の需要は高かっ
たであろう。平城京の西大寺では、平城宮の
塩とは異なる独自のルートで入手していた
ことが指摘されている（神野 2013）。古代の
寺院は信仰の場の他、人・物・情報が集積す
る場でもある。各国における国家機関の塩の
調達方法の解明については、これら施設想定
地の発掘調査の際しては、製塩土器の存在に
も十分注意を払う必要があることは言うま
でもない。 
⑨関東地方沿岸地域の塩生産の規模は、これ
までの発掘調査成果からも調塩国である若
狭国や周防国などのように大規模でなく、一
つの経営体は小規模で塩生産を専業的にお
こなっていたとは考えにくい。このことから
供給先である鋳物師屋遺跡群でも、堅塩の再
加工などを一年中おこなっていたとは考え
られない。これまで巨麻郡以外で大量に製塩
土器が検出された事例はなく、出土しても破
片資料が数点出土する程度で、大量に巨麻郡
内から供給を受けていた状況も認められな
い。巨麻郡が、甲斐国府や国分僧尼寺の塩の
調達にどの程度関与していたのかといった
問題も残された大きな課題である。 
 以上、記録でもその流通の規定がみられな
い古代地域社会の塩のあり方は、おそらく多
様であったと推測され、全国一律的に考えら
れるものではないと思われる。今後、さらな
る資料の蓄積と分析を加えて解明していか
なければならない問題である。 
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