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福山市宇治島北の浜遺跡の踏査
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要旨

　瀬戸内海のほぼ中央部に浮かぶ宇治島は、広島県福山市に属する周囲4.25km，面積0.52㎢の無人島である．

宇治島では1983年（昭和58）と1984年（昭和59）の２回に亘り，広島大学考古学研究室によって発掘調査

が行われたところ，島の北側に位置する「北の浜遺跡」からは，縄文時代から中世に及ぶ各時期の遺物が出

土するとともに，古代海上交通に関する祭祀遺構が検出されるなど、貴重な成果が得られている．

　今回，新たな『福山市史 原始から現代まで』（2017年３月刊行）の編さん事業に伴い，遺跡の現状を把握

することを目的として，宇治島北の浜遺跡の現地踏査を実施した．本稿では採集した遺物，及び遺跡の現状

の報告，併せて今後の課題について記しておきたい．

１．はじめに－踏査の経緯－

　古来，宮都の所在した近畿地方とアジア世界との

交流の主要窓口であった北部九州とを結ぶ瀬戸内海

は，多くの人・モノ・情報が行き交う重要な海路であっ

た．それにもかかわらず，瀬戸内海は「○○灘」と呼

ばれる広い海域と，「○○の瀬戸」や「○○水道」と呼

ばれる島々の間の海峡という複雑な地形で成り立っ

ていることから，当然のように，広い灘や湾と狭い

海峡部とでは潮流の速さが大きく異なり，特に海峡

部では大量の海水がそこを出入りするため，自ずと

潮流は速くなり，さらに速さが増すと渦潮さえもみ

ることができる．そのため，古くから瀬戸内海は航

海の難所として知られており，中世には水先案内人

として海賊衆，そして現代に入っても第六管区海上

保安本部によって、海上交通の安全が図られている

（八幡 2017）．古代の海上交通は風任せ・潮任せが

大原則であり，そのため風待ち，潮待ちの停泊地が

必要となり，数多くの島嶼がそれに利用され，そう

した際に今後の航海の安全を祈願して，祭祀が挙行

されたものと考えられている．また，実際にこれま

でにも瀬戸内海域の島嶼部において，数多くの祭祀

遺跡が確認されている（古瀬・打田・八幡 2003）．

　ところで，海上交通と祭祀といえば，2017年（平

成29）に世界文化遺産に登録された「『神宿る島』宗

像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産の一つである沖

ノ島が有名である．玄界灘に浮かぶ孤島であるが，「海

の正倉院」と称され，遣唐使や遣隋使といった中央政

府が派遣した使節による祭祀が挙行された遺跡とし

て広く知られている．また，瀬戸内海では，笠岡諸

島の一つ大飛島が「瀬戸内海の正倉院」として知られ

ており，大飛島洲の南遺跡では，主に奈良～平安時

代中期にかけて遣唐使といった国家的事業を背景に，

航海の安全を祈願した祭祀が執り行われたものと考

えられている（笠岡市教育委員会編 2012）．そして，

大飛島の南西約4.6㎞という指呼の間に位置する宇治
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島においても，既往の調査・研究から海上交通に関

わる祭祀遺跡であることが明らかとなっている（川

越 1983，川越・古瀬・小池・小沢・入倉・鈴木・

藤井 1984，古瀬・小池（伸）・小池（や）・小澤・

鈴木・高橋 1985）．

　そこで今回，市制100周年に向けた市史編さん事

業に伴って，2016年２月29日に遺跡の現状を把握

するために宇治島の現地踏査を実施した．遺跡の踏

査に参加したのは，古瀬清秀（広島大学名誉教授），

植田千佳穂（広島県立歴史博物館），尾崎光伸（同），

中山愉希江（同），内田 実（福山市教育委員会 文化

課），小畠英倫（同），八幡浩二（福山市立大学 都市

経営学部）の７名である．なお，括弧内の所属は踏査

時のものである．

　以下，今回の踏査で新たに採集した資料の紹介，

及び遺跡の現状と課題について述べてみたい．

２．遺跡の概要

　宇治島は，福山市走島町に属する周囲4.25㎞，面

積0.52 ㎢ の 無 人 の 小 島 で， 東 経133度27分54.1秒，

北緯34度18分50.4秒の瀬戸内海のほぼ中央に位置

する（図１）．

　そもそも宇治島における考古学的調査は，1945

年（昭和20）代から1955年（昭和30）代の初めにか

けて，香川県三豊郡詫間町（現，三豊市）在住の前田

雄三氏から宇治島に考古遺物が散布することを聞い

た香川県善通寺市在住の安藤文良氏によって現地踏

査が行われ，須恵器・土師器，三彩陶器片等が採集

されたことに端を発する．さらに，1965年（昭和

40）代になって，香川県高松市在住の大槻源太郎氏，

宮本琢磨氏・安倍藤夫氏による同島の踏査が何度か

行われ，縄文土器・弥生土器・土師器・須恵器・製

塩土器等が採集された．大槻氏らによる採集資料は

整理箱５箱程度あり，現在は瀬戸内海歴史民俗資料

館で保管され，その一部については報告が行われて

いる（松本 1984）．

　そうした中で，広島大学文学部（現，広島大学大

学院文学研究科）内に付設された「内海文化研究室」

（現，内海文化研究施設）の考古班による調査・研究

が行われることとなる．なお，宇治島が対象となっ

た理由としては，瀬戸内海島嶼部の立地からみて,さ

らに縄文早期及び旧石器時代遺跡・遺物の存在する

可能性が期待されたこと，三彩陶器の存在から，大

飛島と同様の海上交通に関する祭祀遺跡の可能性が

見込まれたこと等があった．そして，1982年（昭和

57）10月２日には広島大学考古学研究室の潮見 浩，

古瀬清秀，中越利夫の3氏が先述の安藤氏宅で宇治島

の採集資料の調査を行い，同年11月27日には遺跡の

状況を把握するために，広島大学考古学研究室の潮

見 浩氏，川越哲志氏，古瀬清秀氏とともに，広島県

草戸千軒町遺跡調査研究所の松下正司氏，福山市教

育委員会の園尾 裕氏，畑 信次氏の６名で宇治島に渡

り，約６時間という短時間ではあったものの，遺跡

の状況，遺物の散布状況をはじめ時間の許す限り調

査が行われた．なお，そこで得られた成果については，

川越哲志氏によって詳細な報告が行われているので，

そちらを参照して頂きたい（川越 1983）．

　さて，宇治島における遺跡の一連の成果を踏まえ，

いよいよ考古学的な発掘調査が行われることとなる．

島の北側の小さく湾入した浜堤に立地した東西90ｍ、

南北35ｍの遺物が散布する範囲を「北の浜遺跡」と

名付け、1983年（昭和58）と1984年（昭和59）の２

回に亘って，広島大学考古学研究室によって発掘調

査が実施された．第１次調査では，浜堤平坦面の東

半分を中心に，遺物の包含と遺構の確認を目的とし

て，11ヵ所のトレンチ（試掘溝）が設定された．層

序は大きく３層からなり，表層下位の第１層（黒褐

色砂層）では古墳時代の土師器・須恵器・製塩土器

等が出土し，第２層（暗黄褐色砂層）では縄文時代

後期・晩期に属する土器・石器が主体で，下面付近

で縄文中期の土器が確認されており，第３層は全く

の無遺物層である．遺構としては，第５トレンチ内

で古墳時代後期に比定される集石遺構を検出するが，

その性格は不明である．遺物については，縄文土器

（中期・後期・晩期），弥生土器，古墳時代の土器（土

師器，須恵器），歴史時代の土器（土師質土器，須恵

器，黒色土器，瓦器，陶器，磁器）がみられ，なかで

も注目すべきは，三彩陶器，緑釉陶器，灰釉陶器といっ

た施釉陶器の出土であろう．また，その他に石器（石

鏃，スクレイパー，石匙，楔形石器，石核，石錘），
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図１ 宇治島の位置・地形（国土地理院1:200,000地勢図「岡山及丸亀」，1:25,000地形図「鞆」を拡大）
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製塩土器，土錘等の土製品，銅銭「神功開宝」等が出

土している（川越・古瀬・小池・小沢・入倉・鈴木・

藤井 1984）．

　そして，続く第２次調査では，祭祀に関連するも

のとみられる施釉陶器片が集中して出土した範囲を

中心に，新たに第12～14のトレンチが設定され，発

掘調査が進められた（図２）．すると，第12・13ト

レンチ内で石敷き遺構が検出された．石敷き遺構は，

東西方向に主軸をもち，長辺約７ｍ，短辺約３ｍの

長方形ないし長楕円形を呈する平面形である．また，

遺構は拳大～長さ40㎝，幅20㎝程度の大きさの花崗

岩製の礫で構成されており，礫は傾斜面に並べられ

中心部は２段に積まれ，周辺では１段という状況で

あった．遺構の伴出遺物には，施釉陶器（三彩陶器，

緑釉陶器），須恵器（長頸瓶，平瓶，広口台付壺等を

含む），土師器，土製品等がみられ，それらは石敷

き遺構とほぼ同一の平面に広く分布している．それ

らの遺物のほとんどが奈良時代に比定されることか

ら，石敷き遺構は奈良～平安時代の祭祀遺構と考え

られている．遺物については、奈良時代に属するも

のが主体であり，その他にも古墳時代の土器（須恵

器，蛸壺），平安～鎌倉時代の土器（土師質土器，瓦

器，陶器），土製品，鉄製品（鉄斧），縄文土器（中期・

後期・晩期），弥生土器，製塩土器等が出土している

（古瀬・小池（伸）・小池（や）・小澤・鈴木・高橋 

1985）．

　以上，これまでの調査成果を整理してみると，宇

治島では縄文時代中期から中世に至る各時期の複合

遺跡であることが判明し，出土遺物に日常雑器類で

ある土器に加えて，土錘や製塩土器といった生産用

具もみられることから，漁撈活動や塩づくりの場と

して利用されていたことが窺い知れる．また，石敷

きの祭祀遺構が検出され，三彩・緑釉・灰釉等の施

釉陶器片や銅銭「神功開宝」等の祭祀関連遺物が出土

したことに加えて，宇治島周辺は瀬戸内海の中央部

に位置し，その海域では満潮時には豊後水道と紀伊

水道から潮が瀬戸内海に流れ込み，瀬戸内海の中央

でぶつかり，干潮時には瀬戸内海の中央部を境にし

図２ 宇治島北の浜遺蹟のトレンチ配置図（古瀬ほか 1985）
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て潮が東西に分かれて流れ出していくという，所謂

「潮の境目」という地理的特性からも，当海域での潮

待ちの際，奈良～平安時代には海上交通の安全を祈

願する祭祀が挙行され，先述の大飛島と同様に重要

な祭祀の場の一つとして利用されたものと考えられ

る．

　

３．採集資料

　今回，実際に発掘調査を担当した古瀬清秀氏の案

内によって，北の浜遺跡を中心に遺跡踏査をするこ

とができた．しかしながら，後述するように，北の

浜遺跡を中心とする地形は発掘調査後，大きく改変

されてしまっているという残念な状況であった．

　そうした現況にあったが，今回の踏査で旧トレン

チ10を中心に散布する遺物を幾つか表採したので，

以下に主なものを紹介してみたい．

（１） 石器（図３）

　１～８は石器で，いずれも香川県産サヌカイトが

用いられている．１～４はスクレイパーである．１

は側面，２は背面に自然面を残す．５・６は楔形石

器である．５も背面に自然面を残している．７は石

錐で，横長剥片の打面部及び先端部に微細な剥離を

施している．８の石匙は，全体的に磨滅しており不

明瞭なところもあるが，やや厚みのある剥片を加工

している様子が見て取れる．８は縄文時代前半期，

それ以外は縄文時代後期以降のものと思われる．ち

なみに，これら採集した石器の多くは北の浜遺跡で

はなく，島の南側で今回採集したことを付言しておく．

（２） 須恵器（図４）

　 ９～24は 須 恵 器 で， ９～13は 杯 身 で あ る． 受 部

は斜め上に短く伸び，立ち上がりの端部はすべて丸

く収められている．10の外面には，回転ヘラケズリ

の痕が明瞭に残る．14～16は杯蓋であり，14・15

には返りがつけられている．16は口縁端部を丸く収

め，その外面をややくぼませている．また，口縁部

と天井部の境には沈線が１条めぐる．17は壺の底部

と考えられる．18 は杯身で，高台が付けられている．

19・20は高台部分の破片である．小破片のため，器

種は不明である． 21は壺の底部付近の破片である．

22は長頸壺であり，肩部に凹線がめぐる．23・24

は甕である．内面には同心円状の当て具の痕，外面

には格子目状のタタキ目が残る．

（３） その他の土器（図５）

　25は縄文土器である．やや肥厚させた口縁部に縄

文を施し，横走する３本の沈線で４段に区切り，最

下段を磨り消して３段の縄文帯とする．時期は，縄

文時代後期である．26は縄蓆文土器で，縄目に２条

の沈線が施されている．器種は不明である．27は土

師器の把手である．全体にわたって指頭による調整

がみられる．28は黒色土器である．底径は5.8㎝で，

内面はミガキが施され，底部にはロクロ調整後，ナ

デが施されている．また，高台の貼り付け痕も認め

られる．29は土師質土器（土鍋）の脚部である．全

体を指頭によるナデ押え，片面はケズリ調整を施し

ている．30は亀山焼の甕の胴部である．外面に格子

目状のタタキ目がみられ，内面の当て具痕は消され

ている．31は白磁の碗で，口縁部が玉縁を呈する．

12～13世紀の時期に比定される．

（４） 土製品（図６）

　32～40は土錘である．そのうち32～35は寸胴型

の管状土錘で，完形品の全長は7.4～7.7㎝，最大径

3.4～3.8㎝，重量は78.5～123ｇである．胎土には

砂粒を多く含む．36～38は棒状土錘で，全長は５～

7.4㎝，最大径1.2～2.2㎝，重量は14.5～36ｇである．

何れも砂粒を若干含み，焼成は良好である．39・40

は樽型の管状土錘で，全長は3.5～4.1㎝、最大径1.2

㎝，重量4.5～6.5㎝である．既往の発掘調査成果か

らみて、32～38の土錘は奈良・平安時代のもので，

39・40はそれ以降のものと考えられる．41～44は

製塩土器である．41～43は，厚さ１～２㎜で，外面

には横方向のタタキ目を施している．44は底径3.2

ｍの脚台で，内外面ともに指頭による調整がみられ

る．古墳時代前期に比定される．45・46は蛸壺である．

２点とも土師質で，45は把手部分のみで，整形，穿

孔が丁寧である．46は高さ9.9cm，口径6.1cm，口

縁部はやや内彎し，内外面とも指腹・指頭によるオ

サエ・ナデ痕が顕著である．47は不明土製品である．

全長4.1㎝，最大径2.2㎝，重量17.5ｇである．焼成

は良好で，胎土には直径1㎜程度の砂粒を多量に含む．
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先端部には切込みがされ，脚部は僅かにラッパ状に

開く．その性格は不明であるが，祭祀に関するもの

と考えられる．

　なお，今回採集した資料については，福山市教育

委員会（あしな文化財センター）にて保管しているこ

とを明記しておく．

　

４．まとめにかえて－遺跡の現状と今後の課題－

　今回の踏査では，宇治島北の浜遺跡周辺で過去の

表面採集，及び発掘調査で報告された縄文時代後期

から中世に至る各時期の遺物が採集された．また，

遺跡が存在する浜堤から島中央の鞍部を越えて南側

の海岸を望む地点でも石器が採集され，宇治島北の

浜遺跡として設定された範囲外でも遺跡の存在に注

意を払う必要があることが確認できた．

　ところで，1983年（昭和58），1984年（昭和59）

の広島大学による発掘調査に参加された古瀬清秀氏

から，遺跡の東側の丘陵裾部にかかる旧トレンチ10

周辺の地形が改変されているとの指摘があった．調

査時の地形測量図では，なだらかな傾斜であった旧

トレンチの周辺は平坦地になり，丘陵寄りに高さ１

ｍ以上の法面が形成されていた．地形の変化の範囲

や深さを確定するには，改めて測量図を作製する必

要があるが，遺跡へ何らかの影響を与えたことは明

らかである．発掘調査時の写真と比較すると，草に

覆われていた周辺が，現在では東側の斜面上方にか

けて地表が露出しており，こうした変化が遺跡の現

況に影響を及ぼしていることも考えられる．また，

付近には瓦破片などの廃材で作られたモニュメント

がみられ，夏期には海岸清掃を兼ねて大勢の人が訪

れるようである．今後は関係部署や市民に向けても

広く周知し，文化財保護の雰囲気を醸成する努力が

より一層求められる．

「付記」

　遺跡の踏査，及び本稿を作成するにあたって，以

下の諸氏・諸機関に御高配頂きました．末筆ながら，

記して感謝申しあげます（敬称略，五十音順）．

植田千佳穂，岡田 彩，沖 憲明，小野多恵，片岡 智，

小畠英倫，佐藤昭嗣，畑 信次，古瀬清秀，米田 博，

福山市教育委員会文化財課，福山市生涯学習プラザ

歴史資料室（市史編さん室）．
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The survey at Uji-shima Kitanohama Site，Fukuyama City

Koji YAHATA，Makoto UCHIDA，Mitsunobu OZAKI，Yukie NAKAYAMA

 The Uji Island (or Ujishima as it is called in Japan) is located in the middle of the Setouchi Sea (also called 

Setonaikai). This island, 4.25 kilometers around with an area of 0.52 kilometers, belongs to Fukuyama city, Hiroshima 

prefecture, Japan. 

 Hiroshima University Graduate School of Letters,Department of Archaeology  excavated some parts of the 

island once in 1983 and once in 1984, from which they found some relics of dating from the Jomon Era to Medieval 

times. The findings include remnants of old buildings particularly related to archeological sea traffic. These are really 

valuable findings. 

  A book, titled ‘A History of Fukuyama City’, was published in March 2017. In the wake of its publicatin this 

book, excavation work has been conducted in the remains of the Northern Beach of the island (Ujishima Kitanohama 

Iseki). This article reports on what has been obtained in the remains, its present state, and the tasks still left to be 

undertaken.

Keywords :   Uji-shima Kitanohama Site, Archaeological remains， Seto Inland Sea, Marine traffic, Ritual place
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宇治島遠景 

図版 1 

北の浜遠景 

図版 1
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北の浜遺跡近景（南側から） 

北の浜遺跡旧第１・第 10 トレンチ付近 

図版２ 図版 2
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遺跡踏査風景 

蛸壺散布状況 

図版３ 図版 3
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図版 4
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図版 5
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図版 6
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図版 7
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図版 8


