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Ｉ．はじめに 

 鳥取砂丘は，鳥取平野の北側に広がる海岸砂丘で

ある。広義には千代川左岸の末恒砂丘，湖山砂丘，

右岸の浜坂砂丘，福部砂丘の総称であるが，狭義に

は，天然記念物で山陰海岸国立公園の特別保護地区

に指定されている浜坂砂丘の一部を指す。その魅力

は，主として 131ha に及ぶ広大さと，変化に富んだ

大小の地形が織りなす景観美であるが，さまざまな

時代に人びとの活動の舞台となったために遺跡が存

在することはあまり知られていない。砂丘が沙漠の

イメージと重ねられ，荒涼とした土地と誤解されて

いるからであろうが，鳥取砂丘は数千年の歴史の中

で絶えず姿を変え，必ずしも砂地として固定されて

きたのではない。 
 鳥取砂丘内の遺跡は，すでに明治時代に原始・古

代の遺物が注目されており（大野 1898），大正時代

には，山陰の石器時代遺跡の代表例とされたことも

ある（梅原 1922）。戦後においても，砂丘発達史解明

の手がかりとしてしばしば注目されてきた（亀井

1967，赤木 1991，久保 2011）。そのような研究史に

導かれつつ，筆者も関心をもって鳥取砂丘における

考古学的調査を行なってきた（髙田・中原 2015，髙

田 2017，髙田・西尾 2018，髙田ほか 2018）。 
 現状の遺跡地図に搭載された遺跡としては，第 2
砂丘列（通称馬ノ背）以南の火山灰露出地周辺にお

いて，「追後遺跡」，「長者ヶ庭第 1 遺跡」，「長者ヶ庭

第 2 遺跡」と三つの散布地が知られている（図 1）。

しかし，従来の遺跡範囲の把握は十分でなく，詳細

な分布調査の結果を踏まえた再検討が必要と考えら

れる（図 2）。とりわけ，海岸近くの第 1 砂丘列の南

側においても遺物散布地が点在し，古代以降の遺物

が比較的まとまって出土する場合があることはほと

んど知られていない。その周辺は，広い砂丘地の中

では珍しく「網屋ノ空（納屋ノ空）」1)という小字名

がつけられた土地であり，歴史上なんらかの人間活

動が継続した場所であることを窺わせる。小稿は，

そのような第 1 砂丘列後背部の散布地の一つで行な

った遺物分布調査の報告である。 
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図 1 調査地と周辺の遺跡 
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 海岸線付近の散布地が認識されてこなかった理由

の一つは，汀線付近に漂着物が多いことや，現代の

レジャー活動などに伴う廃棄物も存在することが挙

げられよう。しかし，ここで報告する遺物群が出土

する地点は，漂着物が集積する前浜か

ら汀段の部分ではなく，標高 8 m ほど

の第 1 砂丘列後背部にあたり，暴浪時

でも波が容易に届く位置ではない。ま

た，後述するように，甕や瓦などの大

型品を含み，波や風などで移動しうる

大きさの遺物ではなく，貝などの付着

もないため，海上がりの遺物とは考え

にくい。出土状態から見ても，ある程

度現地性が高い遺物群であり，器種構

成の面からも一定のコンテクストの

元に行なわれた人間活動を復元しう

る。 
 

Ⅱ．調査の概要 

 分布調査は，2021 年 8 月 6 日に行

なった。調査は，筆者が担当する「考

古資料調査法」という講義の一環で実

施し，受講生 10 名，教員 2 名の他に，

希望者 2 名が参加した 2)。また，2021
年 10月～2022年 5月にかけて，分類，

接合，図化，写真撮影などの遺物整理

を行なった。 
 なお，小論で報告する調査以前に，

数回の予備調査を行なっており，その

際に採集した遺物と本調査で採集し

た遺物が接合するものもあることか

ら，両方を報告に含めている。 
1.調査区の設定 

 遺物散布地は，東西方向におよそ 20 
m，南北方向におよそ 12 m の広がり

をもつ。任意の座標軸を設定し，遺物

の分布密度が高い範囲を覆うように

長方形の調査区域を設けた。区域内を

1 辺 2 m の方形区画に分け，南北方向

に A～F までの 6 区画，東西方向に 1
～10 までの 10 区画を設けた。区画ご

とに地表面の遺物を取り上げていっ

たが，調査地点は国立公園の特別保護

区域内であるため，掘削は行なってい

ない。当初は 1 点ずつ遺物番号を付し

ながら取り上げる予定であったが，当日は晴天で日

差しが強く，気温も急速に上昇していった。真夏の

鳥取砂丘では，気温が 50℃に達することもあるため，

作業時間が長引くことは危険と判断し，遺物の出土

図 2 砂丘内の地名と遺物の分布

図 3 調査地の範囲と周辺の地形
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状況は区画単位での把握にとどめて簡略化すること

とした。 
 調査区の位置については，砂の移動量把握のため

に砂丘内に設定されている 1 辺 100 m の方形区画の

杭（D-4 杭と D-5 杭）を利用し，2 本の杭と調査区の

基点との位置関係についてトータル・ステーション

を用いて記録した 3)。概ね，C-4 区の中央からやや東

側となり，第 1 砂丘列東端後背部のやや窪地となっ

た場所である（図 3，PL.1-1）。 
2.遺物の出土状況 

 調査範囲内のほぼ全域に土器片が散乱している

が，区画によって粗密がある（図 4，PL.1-2，3）。遺

物が集中するのは，数量ベースで見ると調査区の南

西側である E1～3 区と，東側の D8 区の周辺の 2 地

点である（図 4 上）。重量ベースで見ると，大型の甕

などの破片がやや南に偏ることから（PL.1-4），E1，
F2 区，E10 区が分布の中心となる（図 4 下）。なお，

この区画外の西側，南側にも少数の遺物が散布して

いた。 
 遺物は，主として陶磁器であるが，土師質土器，

土製品，金属製品もある。陶器はほぼ全域で出土す

るが，磁器は西側に偏る傾向があり，土師質土器，

土製品は南側に偏る傾向がある。同一区画，近接区

画で接合する破片が一定量あるものの，同一個体の

破片が広く分散しているものも多い。 
 土製品はほとんどが漁網用の土錘であり，十数点

が集合して存在する（PL.1-5）。人為的に集められた

可能性もあるが，破損したものを集中的に廃棄した

状況とも考えうる。 
 金属製品としては銅銭が 2 枚，鉄銭が 1 枚あり，

C5 区，E1 区から出土している。鉄片も多数存在す

るが，ほとんどはすでに原形を失った細片であり，

採集しなかった。鉄製ワイヤーロープと考えられる

破片もあり，これら鉄片の元とも考えうるが，ワイ

ヤーロープとは明らかに異なる板状の破片も多く存

在し，船材や建築材なども候補になりうる。 
 なお，遺物群との関連は不明ながら，やや広く周

囲を見まわすと，イタヤガイやバイの殻，コウイカ

の甲などが散乱している。これらの廃棄年代は不明

であるが，石灰化が進んで原形をとどめないものが

多いことから，少なくともここ数年程度の近年のも

のではないと考えられる。 
 

Ⅲ．出土遺物の概要 

 出土遺物は，陶磁器片を中心に 921 点にのぼる。

総重量は約 16kg であった。掘削は行なっていないた

め，下層にさらなる遺物が存在しているか否か未確

認であるが，最も良く復元できるものでも半分程度

という遺物の接合状況などから推測すると，さらに

多くの破片が周辺に埋没していると考えられる。 
 以下，磁器，陶器，土師質土器，土製品，金属製

品の順に概要を記していく。 
1.磁器 

 磁器は，破片数 175 点ある。総重量は約 0.8 kg で

ある。主に染付であるが，小型の白磁皿が少数ある。

器種として把握できるものは猪口，湯呑，碗，皿，

徳利など小型の飲食器が主体である。復元実測が可

能なものを図 5 に示した。 
 猪口・湯呑 口径 7～8 cm 程度で口縁が開く形態

をなし，やや浅いものを猪口（図 5-1～5，PL.2），口

径 8～9 cm で，深いものを湯呑とする（図 5-9～14）。
猪口は 5 点あり，湯呑は 6 点ある。猪口の多くは無

文か，簡素な文様であるが，渦文やつる草状の文様

を充填させるものがある（図 5-2）。兵庫県立歴史博

物館が所蔵する出石焼の山口コレクション中に類似

したものがあり（森内 1998，鈴木 2016），出石焼な

いしは，その指導を受けて幕末に開窯した浦富焼ま

たは浜坂焼の製品の可能性がある（吉田 1981，吉田

ほか 2012）。 
 また，湯呑は，端反形が少なく，筒形が主流であ

図 4 遺物の分布 上：数量，下：重量（g）
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る。後者には，格子と蝙蝠，柳と蝙蝠をモチーフと

するものが 3 点ある（11～13）。これも山口コレクシ

ョン中に酷似した例があり，出石焼と密接な関連が

考えられる。ただし，胎土は出石焼のような白さが

なく，釉調も青みがかっている。出石焼と浦富焼を

比較した八峠興の視点に基づくと（八峠 2012），浦

富焼の可能性が高いと考えられる。 
 碗 口径が湯呑より大きく 10 cm 以上あり，深い

ものを碗とする。5 点ほどある（図 5-17～21，PL.4）。
それぞれ文様のモチーフは異なり，竹（笹），網目，

青海波と菊文の組み合わせのほか，無文のものなど

がある。青海波文と菊文の組み合わせ（19）は印判

手と考えられるが，それ以外は手描きである。網目

文碗の高台裏中央には，魚かと思われる線画が入れ

られている。竹（笹）文の碗（18）は，青色の鮮明

さや濃さからすると，絵具に人工の酸化コバルト（新

呉須）を使用していると考えられる。燗徳利（6）と

大皿（29）もほぼ同じ発色であり，文様表現にも強

い類似性がある。 
 なお，図化できなかったが，竹林の図文を施した

図 5 出土磁器実測図
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八角鉢が 1 点ある。 
 皿 皿は，径 10 cm ほどの小型品 4 点，径 14 cm
ほどの中型品 2 点，径 22 cm 以上となる大型品 3 点

が図化できた（図 5-22～30，PL.5）。これ以外にも，

口径の復元ができない程度の小片が存在する。25 は

菊皿で，浦富焼，出石焼に類品がある。 
 中型の 26 は，蛇の目高台のやや深い皿で，口径

12.8 cm を測る。見込みに朝顔と考えられる花文を描

き，外面に源氏香の図を入れる。27 は菊皿で，口径

14.0 cm を測る。見込みに印判手の菊花文を施す。 
 大型品には，牡丹または椿をモチーフにしたと考

えられるもの（28）と向日葵をモチーフにしたもの

（29）があり，形態，大きさがよく類似する。28 は

絵付の発色が劣り，くすんだ緑色を呈する。いずれ

も，見込に蛇の目状の釉剥された部分が残る。30 は，

梅をモチーフとした文様が描かれていると考えられ

る。口径 22.4 cm を測り，口縁部が輪花形をなす。 
 徳利 染付の燗徳利が少なくとも 3 点ある（図 5-
6～8，PL.1）。多くの破片が接合して口縁部以外の形

態が把握できる 6 は，底部径 7.8 cm を測り，高さは

現存 15.0 cm である。5 合徳利と考えられる。手描き

による菊と胡蝶を描く。 
 7 は底部径 6.6 cm，8 は底部径 6.0 cm を測り，6 よ

りもやや小型である。7 は底部付近の外面に 6 と同

様な区画文を施すが，8 は印判手による花文を施す。 
 その他 頸部に七宝繋文を施す容器（15）は，香

炉と考えられる。口径 8.0 cm を測る。ほとんど同形

態，同じ文様をもつものが，出石焼の山口コレクシ

ョン中にある。 
 また，小型の脚付碗片があり（16），仏飯器と考え

られる。現存部では文様はなく，やや青みがかった

釉がかかる。 
 31 は，口径 16.0 cm を測る。口縁部内面に段があ

り，逆印籠蓋が付く段重と考えられる。文様は複雑

な渦文やつる草状文を施すが，これも同様なモチー

フが山口コレクション中にみられ，出石焼の影響を

受けていると考えられる。 
2.陶器 

 陶器は，最も数が多く破片数 624 点，重量は約

13.9kg ある。焼成や胎土，器種にさまざまなバリエ

ーションがある。器種として把握できるものは，湯

呑，碗，皿，徳利，壺，片口，おろし皿，擂鉢，甕

などがあり，67 点を図化した（図 6～8）。 
 湯呑 口径 8～9 cm の湯呑と考えられるものが 4
点ある（図 6-1～4）。いずれも端反形で，口縁部が薄

く仕上げられている。1 は，外面に鉄釉による梅花

文が描かれており，花弁外形線に白土を用いている。

同様な製品は，石見焼の系譜を引く八頭町（旧八東

町）日下部窯跡出土品の中に見られる（上田哲 2004，
八峠 2016）。 
 碗 口径 10 cm 以上あり，碗と考えられるものが

8 点ある（5～12）。全形が判明するものは，緑色釉の

いわゆる五郎八茶碗 1 点のみであり（8），残りは底

部ないしは口縁部を欠く破片である。緑色釉のもの

がもう 1 点あり，ほぼ同様な大きさ，形状と考えら

れる（7）。残りは灰白色釉である。灰白色釉のもの

は貫入が生じている（PL.4）。 
 皿 中型の皿と考えられるものが 2 点ある。15 は，

口径 16.0 cm で内外面ともに緑色釉を施す。16 は，

口径 17.8 cm を測る。素焼であるため，鍋と見るべ

きかもしれない。 
 徳利 小型品から大型品まで，各種ある。口縁部

の破片はないが，燗徳利と考えられるものが 2 点あ

る（13，14）。また，油徳利または酢徳利と呼ばれる

小型の液体調味料入れと考えられもの（17～22），大

型でいわゆる通徳利（23～36）と考えられる酒の貯

蔵容器がある（PL.1）。 
 燗徳利 13 は，径 8.6 cm，高さは 8 cm 以上となる。

器壁の厚さは 2mm と非常に薄作りで，軽量である

が，堅緻である。灰黄色を呈する胎土にオリーブ黄

色の釉薬がかかる。同様な薄造りの破片は複数ある

が，これが 1 個体のものか，複数個体のものかわか

らない。外面に鉄釉による絵付があり，樹木の幹と

考えられる太い斜めの線，縦方向に伸びる立枝と考

えられる細い線があり，細い線には花ないし蕾と考

えられる点が描かれる。類例からみて，牛ノ戸焼に

特徴的な梅花文と考えて良いであろう 4)。もう 1 点

はかなり小型で底径 6.8 cm を測る。接合しないが，

胴部，肩部から頸部にかけての破片が存在し，やは

り鉄釉の絵付あるが，何かわからない。13 とは異な

って，白色の胎土に灰白色の釉がかかる。 
 油徳利ないし酢徳利と考えた小型品のうち，19，
21，22 は須恵器のような灰色の胎土に黒褐色の釉が

かけられたものである。21 は口縁部近くまで破片が

接合するが，頸部に竹の節状の肥厚部がある形態を

なす。また，口縁部近くの破片は，黒褐色の釉に青

や灰白色の釉が混じって海鼠釉となっており，装飾

性が高い。これは，徳利ではなく，仏花器や香立な

どと見るべきかもしれない。 
 通徳利は，1 升入りと考えられるサイズが多く，

111髙田健一：鳥取砂丘における遺物散布地の調査



髙田健一：鳥取砂丘における遺物散布地の調査 

破片数は 60 点以上ある。口縁部の破片は少なくとも

7 点あり，これに見合う径の高台を持つ底部片は 8
点あるものの，胎土や施釉の状況から見て，組み合

わせになると考えられるものは少ない。10 点以上存

在することは確実であろう。これらの多くは石見焼

系と考えられるものである。藁灰釉と考えられる明

図 6 出土陶器実測図（1）
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黄褐色～オリーブ灰色を呈するものが多いが，頸部

～口縁部付近は部分的に焼色が異なるものも多い。 
 肩部から底部にかけて鉄釉による文字があり，干

支（子，未，戌，亥），数字（九四三，百七十九）な

どの他に，屋号の一部（○囲み，山形）と考えられ

るもの，町名などの一部がある（PL.3）。鳥取民藝美

術館蔵の牛ノ戸焼徳利などを参考にすると，干支と

数字が組み合わせになっていると考えられ，貸出し

た徳利の識別に用いられるようである。残念ながら，

いずれも部分的で店名や町名などを追究する手がか

りは少ないが，千代川河口付近の港町である「かろ

（賀露）」と考えられる文字がある。また，「□さ町」

は「若さ町」であり，鳥取城下の町人地である若桜

町の可能性がある。34 の胴部片と考えられるものに

は，「□の町」とあり，鳥取城下の町名とすれば「鹿

の町」だろうか。「一石町」と読めるものは，赤褐色

の胎土や焼成が石見焼系とは異なっており，鳥取城

下にはない町名であることから，他地域からの搬入

品の可能性がある。 
 壺 通徳利の底部が輪高台であるのに対して，碁

笥底高台となるもの（38）や，輪高台ながら胴部下

半が丸くなるもの（39～43）は通徳利とは焼成や胎

土や釉が異なるものが多く，徳利とは異なる容器と

考えられる。ここでは，なんらかの液体貯蔵容器と

みて，単に壺としておく。 
 37 は，通徳利とは大きさや胎土が異なる口縁部で，

赤褐色胎土の無釉陶器製である。38 には，底部と接

合しない胴部片があり，胴部中央が膨らむ形状をな

す。底部径に対してやや器高が高いと考えられ，花

生けかもしれない。 
 42 は，全体的に黒褐色の釉が施されているが，底

部付近に白色釉が混じる部分がある。また，施釉部

と露胎の境界付近に窯道具のハリが融着している。  
 44 は土瓶の蓋と考えられる。これと組み合う土瓶

本体は見当たらないが，45 は外面が素焼の底部片で

土瓶となる可能性がある。44 とは胎土が異なるため，

土瓶も複数存在したであろう。  
 おろし皿 器の内面に多数の刺突列をつけたおろ

し皿片が数点ある。破片は互いに接合しないが，同

一個体と考えられる口縁部片から底部片を合成する

と，概ね全体的な形状が復元できる（図 7-8，PL.6）。
径 16.4 cm である。焼成が異なる別個体の破片が 1
点あり，少なくとも 2 点あったと考えられる。 
 行平・片口 蓋受けがあり，胴部外面に飛びかん

なによる文様がつけられた鉢形の土器は，類例から

見て石見焼系の行平鍋と考えられる（9，PL.6）。ま

た，口縁部を丸く折り返して肥厚させた鉢形の器が

あり，片口と考えられる（10～15，PL.6）。 
 12 は口径 26.0 cm を測る大型の片口で，これのみ

茶褐色胎土に緑色釉を施す。他の片口は，石見焼系

と考えられる胎土に藁灰釉を施すものである。口縁

部を丸く折り返して空隙を残すもの（10～12）と，

ほぼ空隙がなく断面かまぼこ状に肥厚させるもの

（13～15）の 2 種類ある。 
 擂鉢 擂鉢は，備前焼系の無釉陶器製（16，17，
PL.6），系統不明の施釉陶器製（18，PL.6），須恵質の

無釉陶器製（19，PL.6）の 3 種類がある。備前焼系

擂鉢は，口縁部と底部片が 1 点ずつある。焼成が異

なるほか，スリメの摩滅度が大きく異なっているた

め，別個体と考えられる。16 の口縁は，径 36.0cm に

復元できる大型品である。高さ 2.6 cm の口縁帯が厚

く巡らされ，外面に 2 条の凹線が施される。口縁端

部は，幅 0.7 cm の端面をなし，内面側に段を形成す

る。スリメは放射状に密に施され，上端部はナデに

よって揃えられている。 
 底部片は，底径 14.0 cm ほどに復元できるもので，

高台はない。放射状のスリメは，口縁部片と同様な

ものであるが，よく使い込まれている。見込み部分

に円弧状のスリメが浅く施されており，「ウールマー

ク状」の一部と考えられる。 
 胎土の色調は，16 が全体的に均質な焼成により明

赤褐色を呈するのに対して，17 は表面が暗赤褐色，

器壁の中心部が明赤褐色を呈して焼成がやや甘いと

考えられる。いずれも，外面に反時計回りのケズリ

を施す。以上の特徴からすると，これらは 2 点とも

堺産の可能性が高く，口縁部の特徴から白神典之が

示したⅡ型式に相当すると考えられる（白神 1989）。 
 系統不明の施釉陶器製は，大型品と考えられるも

のであるが，器壁が 7～8 mm と薄い。よく使い込ま

れており，スリメは細かく浅い。外面の色調は，暗

茶褐色を呈する。口縁部に近いと考えられる破片 a
は外面に回転ナデが施され，底部に近い破片 c では，

時計回り方向のケズリが見られる。破片 b はナデと

ケズリの境界付近の部位である。 
 須恵質の無釉陶器製擂鉢は，径 30.0cm に復元でき

る，やはり大型品である。スリメが粗く深い。 
 甕 口縁が大きく開き，頸部がくびれない大型の

貯蔵容器を甕とする。小型の甕として，口径 18.4 cm，

高さが 8.0 cm 以上になるものがある（20）。外面は

暗茶褐色を呈し，肩部に櫛描文を施す。口縁部は丸
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く折り返して空隙をつくる。接合しない底部付近の

破片があり，それは厚さが 2 mm 程度に薄くなるよ

うである。味噌などの貯蔵用と考えられる。 
 これとは別に，大型の甕の破片が 130 点余りある。

胎土，釉薬，施文などの特徴から，少なくとも 2 種

類あると考えられる。いずれも完形に復元しうるほ

どの破片はないが，器形の各部位を抽出することは

でき，大まかな形状を復元することは可能である。 
 1 点は，器壁の厚さ 1.8cm を測るもので，口縁部

を内側，外側ともに拡張して肥厚させる。口縁端面

は 2.5 cm 程度の平坦面をもち，口縁部の最大幅は 5.7 

cm に達する。復元口径は 83 cm を測り，高さは 100 
cm 程度になるような大型品と考えられる（図 8-1，
PL.7）。あめ色の本体に黒色の釉薬垂れによる文様が

あるほか，素地には櫛描きの直線文と波状文が施さ

れている。石見焼の水甕（はんど）に類似した容器

と考えられるが，胎土は粗い砂を混ぜたもので，石

見焼とは異なっている。口縁の大きさから，容量は

5 斗（およそ 90ℓ）ないしは，それ以上あったと推測

される。 
 もう一種類の大型甕は，赤褐色の釉が内外面に刷

毛塗りされたもので，口縁部から胴部，底部の破片

図 7 出土陶器実測図（2）
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がある（図 8-2，PL.8）。板状を呈する水平な口縁部

に T 字状に頸部がつく。底部は平底で，径 24 cm ほ

どに復元できる。やはり，各部位の破片が接合せず，

胴部中位くらいまでは破片が存在するものの，下半

部はなく，底部片とのつながりはよくわからない。

全体の形状を正確に復元し難いが，口径 40 cm 程度

になると考えられる。胎土は径 2，3 mm の砂礫が混

じり，粗い。 
 その他 このほかに短頸壺（図 7-1，2），香炉と考

えうる容器（3）などがある。1 は緑色釉，2 は白色

釉に鉄釉による絵付を施している。3 は外面から口

縁部内面にかけて黒色の釉を施し，外面口縁下に耳

がつく。4 は内面に粘土継ぎ目を残す粗い作りで，

内湾する口縁をもつものだが，よくわからない。5 は

茶褐色の胎土に白色釉がかかるもので，壺の口縁部

か。6 は，内外面ともに濃い灰色の釉がかかる脚部

片である。器種はよく分からない。7 は灯明皿で，内

面から外面にかけて，灰緑色の釉がかかる。 
 瓦 瓦片が 15 点以上ある（PL.9）。胎土と焼成が

異なる 3 種類があり，赤褐色胎土に黒褐色の釉がけ

を施すもの，淡黄橙色胎土に黒褐色～暗茶褐色の釉

がけを施すもの，暗灰色を呈する素焼きのものであ

る。桟瓦片，鬼瓦片，丸瓦片がある。鬼瓦片は，接

合する破片もあるが，部分的であるため，瓦のどの

部位なのか不明な点が多く，全形も復元し難い。 
3.土師質土器 

 甕 口径 16.0 cm，くの字口縁の土師器甕が 1 点

ある（図 8-3）。飛砂によって内外面ともに著しく摩

滅しており，器表面の調整痕などもほぼ消失してい

るが，頸部内面が鋭く屈曲しており，反時計回り方

図 8 出土陶器実測図（3）・土師器等実測図

115髙田健一：鳥取砂丘における遺物散布地の調査



髙田健一：鳥取砂丘における遺物散布地の調査 

向にヘラケズリしていると考えられる。やや肩が張

る形態からすると，古墳時代後期末頃の甕であろう。 
 壺 平らな底部から直立する胴部をもつ容器片が

ある。底部径は 14.0 cm で，底面に回転ケズリが施

されており，ロクロ整形されたものである（図 8-4）。
用途はよくわからないが，筒状の形態や大きさから

火消し壺の可能性が考えられる。 
 その他 土師質の胎土をもつ小型の徳利が 3 点ほ

どある。いずれも細片化した上に，摩滅のため接合

しないため，図化できなかった。肩部から頸部にか

けての破片と，筒状になる破片，平らな底部片など

を総合して，底径およそ 6～7 cm ほどの小型の御神

酒徳利ないしは榊立と判断している。1 点は堅緻な

焼成であるが，残りの 2 点は軟質の焼成である。 
4.土製品(土錘) 

 管状土錘片が 20 点以上あり，比較的残りが良いも

の 17 点を図化した（図 8-5～21）。半分～1/3 程度に

割れたものが多く，完形に接合するものはほとんど

ない。また，飛砂による磨滅の度合いも大きい。部

分的に集積された状態で出土したが，破損して廃棄

されたものかもしれない。 
 長さと復元重量を元に a～e の 5 種類にわけうる。

a 類とするのは，長さ 6.7 cm，最大幅 6.1 cm，孔径

2.2 cm を測るもので，復元重量は 252 g 程度となる

ものである（図 8-21）。b 類は，長さ 5.9～6.6 cm，最

大幅 5.2～5.4 cm，孔径 2.0～2.4 cm，復元重量は 148
～168 g 程度となるものである（図 8-17，19，20）。
c 類は，長さ 5.1～5.9 cm，最大幅 4.3～4.8 cm，孔径

1.5～2.6 cm，復元重量は 92～113 g 程度となるもの

で（図 8-13～16，18），d 類は，長さ 4.6～5.0 cm，最

大幅 3.4～4.0 cm，孔径 1.6～1.9 cm，復元重量は 55
～76 g 程度となるものである（図 8-8～12）。最後に，

e 類とするのは，長さ 3.4～4.3 cm，最大幅 2.2～2.8 
cm，孔径 1.0～1.5 cm，復元重量は 15～30 g 程度の

ものである（図 8-5～7）。 
 土錘の孔径が沈子綱の径を反映し，それが網の強

度と関係することから，漁網の形態と規模を論じた

真鍋篤行の研究

（1996，2014）に

照らすと，a～d 類

はいずれも孔径

が 1.6 cm 以上とな

ることから，中近

世以降に一般的

な袋網系（底引網，

地引網など）の網に用いられたものと考えうる。調

査地の立地からすると地引網が考えやすい。出土品

は，真鍋が例示するものに比べてやや軽量のものが

多いから，小規模な網や籠網などに取り付けられた

ものの可能性がある。一方，小型の e 類は，刺網用

と考えられる。土錘の多様さは，基本的に網の形態

の多様さを反映していると考えられよう。 
5.金属製品 

 銅銭が 2 枚，鉄銭が 1 枚出土した。銅銭はいずれ

も破片で，風化により文字が摩滅して判読し難いが，

1 枚は「寛」「寶」と読めるので寛永通宝と考えられ

る（図 9-1）。外輪径 2.3 cm を測る。大きさと「寶」

字の特徴から，1668（寛文 8）年以降に鋳造された新

寛永通宝と考えられる（高橋 2001，川根ほか 2005）。
背面に文字はない。もう 1 枚は，さらに摩滅と破損

が進んだもので，判読は難しいが，孔の右側に「通」

の字が読める（図 9-2）。 
 鉄銭はほぼ完形であるが，さびによって割れ，表

面の文字は全面に砂が付着して判読できないものの，

径 2.4 cm という大きさからすると，やはり寛永通宝

の可能性がある（図 9-3）。 
 

Ⅳ．出土遺物の評価 

1.一括性の問題 

 調査地は，海岸砂丘という地表面の変動が大きい

土地環境であり，なおかつ国立公園や観光地として，

多数の人々の出入りがある。そのような場所での表

面採集遺物であるから，そもそも一括性は期待でき

ない。後述するように，多くは幕末～明治前期の陶

磁器と考えうるが，古いものでは古墳時代後期末（6c
末）の土師器甕が存在し，周辺では奈良時代の須恵

器，土師器の採集例もあるから（髙田 2017），さまざ

まな時代のものが混在しうる状況といえよう。それ

は，第１砂丘列の後背部が間欠的に人間活動の舞台

になったことを示していると思われるが，砂の移動

や侵食が頻繁に起こるために包含層が形成されにく

く，砂丘表層付近に遺物が集積しやすくなっている

図 9 銅銭・鉄銭（縮尺等倍）
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と考えられる。 
 しかし，1000 点近い多量の破片があり，復元実測

が可能なほどに接合するものもあるということは，

現地性が高い資料群でもあると考えられる。しかも，

ガラス瓶やプラスチック製品など，明らかに 20 世紀

以降に増加する人工物はほとんど含まれていない。

これらのことを前提にしつつ，遺物が示す年代幅の

うち，異例なものを除いていけば，人間活動の中心

的な時期を示すことは可能と思われる。 
2.編年上の位置付け 

 出土遺物は，在地産の陶磁器が多いと考えられ，

それらは編年的な研究が途上であるために年代決定

の手がかりが多くない。ただし，染付の中には印判

手のものが混じり，絵の具も人工の酸化コバルトと

考えられるものが含まれるので，新しいものは明治

時代に降ると考えられる。 
 一方，出石焼との関連が窺えるものが存在し，そ

れらは近隣の浦富焼，浜坂焼といった安政年間

（1854-60 年）に開かれた窯の製品の可能性が考え

られた。いずれも明治の中頃までには生産を停止し

ていると考えられるため，遺物が示す年代幅は，幕

末～明治前半が有力候補と考えられよう。 
 陶器類では，以下に取り上げるものが年代的位置

を知る手がかりになると考える。 
 備前焼系擂鉢 備前焼系の擂鉢片 2 点は，いずれ

も堺擂鉢と考えられた。白神編年のⅡ型式に比定で

き，それは 18 世紀後半～19 世紀初頭に位置づけら

れているから，磁器が示す年代よりも古い。スリメ

の摩滅が進んだ点を考慮しても，100 年近く使い込

まれたものが持ち込まれたとは考えにくい。当地に

おける人間活動の時間幅が少なくとも 19 世紀初頭

に遡りうることを示しているのかもしれない。 
 石見焼系徳利 数多い徳利は，石見焼系の通徳利

が主流を占める。鳥取県東部における石見焼系陶器

といえば，牛ノ戸焼が最も著名である。牛ノ戸焼は，

天保年間（1830-44 年）に現在の鳥取市河原町牛戸で

開窯された。牛ノ戸以外にも，曳田，日下部などの

窯が相前後する時期に石見焼系の作陶者によって開

かれている。また，鳥取藩お手懸の磁器窯として安

政年間に開かれた浜坂焼（ウツロ谷窯）は，陶器も

製作しており（三谷 1982），その技術系譜には石見

焼が密接に関わるらしい（八峠 2013）。他にも石見

焼系の窯とされるものはあるが，発掘調査や伝世品

の存在によって類例の検討が可能な日下部窯出土品，

ウツロ谷窯出土品，牛ノ戸焼（鳥取民藝美術館蔵品）

と比較してみよう。 
 まず，日下部窯出土品の類品として，梅花文を施

した湯呑（図 6-1）が存在する。この他，一部の通徳

利（図 6-24，36），土瓶蓋（図 6-44），灯明皿（図 7-
7），行平鍋（図 7-9）などは，器形や釉調など，報告

された日下部窯出土品と類似している。 
 日下部窯は，1863（文久 3）年開窯であるが，明治

期前半にはすでに廃業していると考えられており，

比較的存続期間が短い。出土品の年代も，これに近

いことが考えられよう。 
 次に，ウツロ谷窯出土の浜坂焼陶器と比較すると，

共通する器種，器形はあるが，細部の形状や釉調は

異なっているようだ。例えば，浜坂焼の通徳利の口

縁部には，折り返しの肥厚部が小さいものや，折り

返し部分に空隙を残すものが認められるが，これら

は本調査出土の通徳利には見られない。ただし，片

口と考える鉢形の陶器にも，口縁折り返し部分に空

隙を残すものがあり，これは出土品の一部（図 7-10，
11）と共通する。 
 一方，牛ノ戸焼は，1930 年代初頭以降，鳥取県に

おける民藝運動の主唱者である吉田璋也と 4 代陶

工・小林秀晴の出会いによって，民藝作品を盛んに

作るようになるが，それまでは初代梅五郎以来，さ

まざまな日用の食器類，調理具，甕や瓦の製作にあ

たっていた。特に 1 升入りの通徳利は主力商品で，

大量に焼いていたという（上田喜 1992）。鳥取民藝美

術館には，吉田が集めた古い牛ノ戸焼のコレクショ

ンがあり，本調査出土品は，器形や釉調，焼成の点

でこれらと共通する部分がある。 
 鳥取民藝美術館蔵品の個々の製作年代は判然とし

ない部分もあるが，2 代熊三郎（1856-1919）の青年

期，あるいはその弟の兵一（1861-1918）の作品が多

いと考えられていることから（上田喜前掲），明治前

半代までのものが主流であろう。 
 燗徳利のうち，梅花文や菊文といったモチーフで

花の外形線を白土で描くものは，民藝作品を焼き始

めた 4 代め以降，現代でもよく使われる表現手法で

あるのに対して，鉄釉のみで表現するものは，帆掛

船や菖蒲，柳などモチーフも多様であり，表現形式

も定型化していない面がある。これは，多くの陶工

を抱えていた明治前半期以前の様相にふさわしいか

ら，鉄釉のみのものを相対的に古く位置づけうる。

本調査で採集した梅花文の燗徳利は，明治前半期を

降らないものと考えられよう。 
 以上をまとめると，磁器類は出石焼系，陶器類は
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石見焼系のものが主流であり，飲食器を中心に地元

産のものが多いと考えられた。磁器では幕末～明治

前半期，陶器では一部に近世後期に遡りうるものを

含むが，やはり幕末～明治前半期に位置付けられる

ものが多い。これは，新寛永通宝や鉄銭の存在とも

矛盾しない。当地における人間活動の中心は，19 世

紀後半～末にあると見ておきたい。 
 

Ⅴ．調査地の性格 

 最後に，調査地の性格を考えてみよう。 
 陶磁器の器種構成を見ると，まず，飲食器が 8 割

近くを占めることが大きな特徴である。とりわけ，

徳利や猪口などの酒器が目立つ。また，擂鉢や片口

などの調理具が存在するが，煮炊きする調理具とし

ては行平鍋 1 点程度で，調査地での日常的な生活を

考えることは難しい。大型の甕は，飲料水の貯蔵用

だったと考えうる。 
 一方，土錘の存在からすると，調査地の重要な性

格として網漁があることは疑いなかろう。土錘に法

量の多様さがあることは，複数種の網の存在，ひい

ては対象魚の多様さを示していると考えられる。石

見焼の場合，大型の甕の用途として，漁網を柿渋に

漬けることに用いた場合もあるようで（間野 2017），
大型甕は網漁に関わる容器ともみなしうる。 
 また，瓦の数が少ないため，瓦葺き建築物の存在

を直ちに意味しないと考えられるが，陶磁器類の多

さからしても，数ヶ月程度は利用しうる拠点があっ

たと見るべきであろう。食器類の数からすると，少

なくとも 5，6 人程度が共に飲食する規模の施設があ

ったと考えられる。 
 さらに，仏飯器や香炉などが存在することも見逃

せない。香立または花生けとも考えうる小型壺の存

在や，御神酒徳利・榊立とも考えうる土器の存在か

らすると，簡易な仏壇や神棚などがあり，宗教的な

加護を願う行為が行なわれていた可能性が高い。 
 漁の対象はなんだろうか。周辺に散乱するイタヤ

ガイやバイの殻，コウイカの甲などの海産物遺存体

は，必ずしも遺物と同時存在を証明できないし，軽

いために風や波浪によって移動しやすい面もあって，

調査地における漁労活動の参考にはならないかもし

れないが，ここで想定しうる漁労活動と矛盾しない。

特に，イタヤガイは砂地の海底に生息し，かつては

鳥取県沖で多量の漁獲があって，民謡「貝殻節」の

テーマになったことでもよく知られている。歴史的

に複数回の大発生が観察されており，遺物が示す年

代に近い大発生期としては，1834（天保 5）年，1853
（嘉永 6）年，1871～1873（明治 4～6）年，1889（明

治 22）年などが知られている（中野 1969，小林 1971，
泊村誌編さん委員会 1989）。このような大発生域は，

分布密度の違いを含みつつも，東西に長く帯状に

10km 以上にわたって見られることが一般的で，調査

地の沖合も漁場になりえた。 
 これらを総合すると，調査地は，鳥取砂丘沿岸部

における網漁を行なう集団が残した遺跡であり，イ

タヤガイ大量発生などを契機に設けられた漁業拠点

跡と考えうる。 
 しかし，ここで想定したような活動が「網屋ノ空」

という字名と何らかの関わりを持つとすれば，単に

一過性の漁業拠点ではないかもしれない。これまで

に採集されたより古い段階の土器は，調査地におけ

る人間活動のさらに深い歴史性を物語っている可能

性がある。第 1 砂丘列南側の遺物散布地については，

今後も引き続き注視していきたい。 
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註 

1) 戦前（1933 年）に鳥取砂丘を天然記念物指定申請する

際の原案（鳥取県文化財局保管）に添付された地図によ

ると，海岸付近に長方形の土地区画が示され，「字網屋ノ

空」とある。『角川日本地名大辞典』（1983，角川書店）

に収録された小字一覧に，大字濱坂のものとして「納屋

ノ空」とあるが，同一の土地を指しているであろう。「納」

と「網」はいずれかが誤写とも考えうるし，異称があっ

たのかもしれないが，よくわからない。  

2) 調査参加者は，新喜美子さん，石井萌絵さん，神崎春華

さん，櫛橋南美さん，瀬戸悠輔さん，西村晨吾さん，仁

藤妃翔里さん，村山芽生さん，山田百々花さん，山根聖

也さん（以上，鳥取大学地域学部），濵田竜彦さん，濵田

太智さん（以上，一般希望者）の 12 名である。引率は同

僚の中原計さんに助力を願った。また，遺物整理は，専

門ゼミⅠの一環として行ない，新喜美子さん，櫛橋南美

さん，瀬戸悠輔さん，西村晨吾さん，藤原芳絵さん，山
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田陽太さん，山根聖也さん（以上，鳥取大学地域学部），

西澤幸則さん（鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究

科）がたずさわった。遺物実測には，東方あかねさんの

助力を得た。  

3) 天然記念物指定された範囲を，東西方向に 15 分割，南

北方向に 16 分割するように，1 辺 100m の方形区画が設

定されており，交点に木製の杭が設置されている。飛砂

量を測るという調査目的に従って，この区画は砂丘列に

並行・直交するように設置されており，公共的な測地系

とは関係していない。また，杭は，正確な測量によって

設置されたものではないうえに固定されておらず，しば

しば転倒・脱落するため，近辺で立て直されている。厳

密に 1 辺 100m の方形区画にはなっておらず，場所によ

っては 10m 前後の誤差を含んでいる。  

4) 出土品と牛ノ戸焼の比較にあたっては，現窯元当主の

小林孝雄さんからさまざまなご教示をいただいた。  
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 PL.1 調査の様子と遺物の散布状況
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PL.2 主な酒器

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL.3 徳利に書かれた文字
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PL.4 主な碗類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PL.5 主な皿類
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 PL.7 大甕（図 8-1）

PL.6 主な調理器
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PL.8 大甕（図 8-2）

PL.9 瓦
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