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本書は福岡市教育委員会が1990年度に実施し

た三苫遺跡第1次調査の報告である。

遺物の実測にあたっては、田中克子氏（太宰

府市教育委員会嘱託）の協力を得た。

本書の「鴻臚館の時代」は、福岡市発行の対

外向PR誌「鴻都vol・4」から抜粋、転載させて

いただいたものである。執筆者の平野邦雄先生

ならびに市長室広報課の御厚意に御礼申上げる。

本編は調査担当者が編集、作成し′た。

調査によって得られた資料は、福岡市埋蔵文

化財センターに本収蔵の予定である。

遺跡略号MTM－1　調査番号9009

調査地　福岡市東区大字三苫字革場184－1、183－1

分布地図番号　27．A－3

開発面積1816．61m2　調査面積　450m2

調査期間1990年5月14日～1990年6月23日



ご　あ　い　さ　つ

福岡平野は古来より先人の生活の場であったようで、

緊急発掘調査によって明らかになった遺跡も年を追うに

つれて数を増してきました。

ここに報告するのは共同住宅の開発に伴う埋蔵文化財

の調査です。今回発掘によって見つかったのは、奈良時

代の倉庫跡や土壙、中世の溝があります。出土した玄界

灘式製塩土器、土錘、石錘などの遺物は、海に生業を求

めた古代人の姿を彷彿とさせます。

さいごになりましたが、調査を実施するにあたって御

協力いただいた㈲山栄不動産ならびに関係者各位に心よ

り御礼を申し上げます。

1992年1月10日

福岡市教育委員会

教育長　井　口　雄　哉

ごあいさつ　③



は　じ　め　に

発掘調査に至るまで

1990年1月、有限会社山栄不動産から出され

た東区三舌の開発審査が行なわれた。埋蔵文化

財課では、三苫遺跡にかかることから、試掘を

要すと判断し、2月22日に実施した。その結果、

中世の溝の他、土壕、柱穴が確認されたため、

文化財保護法57条2項に則って予定建築物の範

囲で発掘調査が必要との意見を示した。その後、

同年5月に調査を行なうとの方向で協議が整い、

両者間で契約が交わされた。発掘調査は、同年

5月14日に着手、資料整理は平成三年度である。

調査の組織と構成

調査委託　有限会社山栄不動産

福岡市中央区大名二丁目2番57号

代表取締役　　山口光秀

調査主体　福岡市教育委員会埋蔵文化財課

調査総括　埋蔵文化財課長　柳田純孝（前任）

埋蔵文化財課長　折尾学　同第二

係長　柳沢一男（前任）　同第二

係長　塩屋勝利　文化財主事　横

山邦継　事前審査担当　吉留秀敏

庶務担当　松延好文（前任）　吉田麻由美

調査担当　常松幹雄

整理補助　田中克子（現太宰府市教育委員会

嘱託）

調査参加者　青柳香代子　大神チヅ子　窪田慧

小城信子　堺甲子　堺登美次

堺久子　副田テル子　副田松末



高石ヤス子　津波吉武雄　仲村富子

調査の概要

調査地は、玄界灘に沿って連なる低丘陵の南

斜面に位置する標高6－7mの部分である。周

辺の歴史的環境については、1991年に刊行され

た三苫京塚古墳の調査報告を参照していただき

たい。三苫京塚古墳は、横穴式石室構造で径13－

15m規模の円墳であった。墳丘下では、弥生中

期後半の円形住居跡も検出されている。

発掘調査は、5月14日から表土剥ぎを開始し

た。旧状は、葦畑だったらしく小さな実が見え

隠れしていた。バックフォーで表土を20～30cm

剥がすと、溝や柱穴のプランが出てきた。そこ

からは人力で遺構を捜し始めたが、柱穴の多くは

丘陵寄りの南西部に集中していた（A・B）。方

形の土壙SK－01を掘り下げたところ、奈良時代の

須恵器杯や製塩土器が出土した（C）。南北方向

の港内には礫が密集して入れられた箇所や土手

状に小礫を配したものがあり、中世の貿易陶磁

が共伴していた（D・E）。

調査の後半にかけて幾度か雨に降られたが清

掃作業の際、試掘トレンチで確認されていない

遺構が明らかになった（G）。これは不定型の浅

い溝で、鉄樺が出土した。周囲に付帯すると思

われる柱列もあり、工房跡の可能性がある。2

間×2間の総柱の倉庫跡や2間×2間の建物跡

も明らかになり、奈良時代頃の海に生業を求め

た集落と中世の集落が切り合った複合遺跡の様

子が浮び上がってきた。

6月19日に気球写真撮影を行ない（H）、22日

に機材の搬出、翌23日に遺構実測を終えて一連

の発掘作業を完了した。



検出された遺構は、七世紀後半から八世紀に

かけての遺物を主体とする古代の集落跡、そし

て南北方向にはしる中世の溝に大別できる。ま

た幅60－90cmほどの近世の浅い溝（SD－02）が確

認されたことを付記しておく。

古代の遺構として、土壙（SK－01）、掘立柱建

物2棟（SB－01・02）、鉄滓を包含する生産遺構

があげられる°　また調査区の東隅で検出された

柱群も埋土の状況などから同時期のものと考え

られる。

中世の遺構は、西にふれながら南北方向にの

びる溝とそれに付帯する集石遺構である。下の

位置図は、道路台帳平面図（A－1土22）に調査区
．

を挿入したものである。調査地点は、玄界灘を

のぞむ丘陵の南西斜面にあたり、海に近くしか

も海風を直接うけない集落にとって好立地を呈

している。近年の三苫一帯は、漁業よりも海を

背にした農村として推移している。

Fig・1　三苫遺跡群1次調査区位置図（縮尺1／／′2500）

⑥　遺構と遺物
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1号土壌（SK101）Fig・2・3

調査区は、低丘陵の裾部にあたり西から東へ

4度弱の勾配がある。地山は、ロームの土に褐

色のシルト状の層があり、礫を混入している。

雨後は、靴が重くなって難儀である。

調査区の西側に位置する隅丸方形プランの土

壙である。一辺が1．35mをはかり、現在の深さ

は約50cmである。遺物は床面付近で出土してお

り、平面図に示したのは4の製塩土器である。

他に鉄滓も少量出土した。

1は須恵器の杯蓋で、細片である。3は須恵

器の杯で、Ⅶ期以後、八世紀代に比定される。

4は、外面に格子目の叩き痕、内面に平行刻み

のあて具の痕が伺える。粗砂粒を多く含み、二

次的な火をうけたためか、脆くなっている°　玄

界灘式製塩土器に含まれるもので海の中道遺跡

出土資料と同系統と考えられる。同様の器種は

SP－17においても出土している。煮沸に際して鹿

部を欠損した例が多いが、本遺跡では二例とも

鹿部の破片である。

≡一一一一才

上境茶色土層
2・ロームブロック

3・1と2の互層

Fig．2　1号土壙実測図（縮尺1／40）

0　　　　　　　　　　　　　10cm

Fig・3　1号堀立柱建物出土遺物（縮尺1／3） 遺構と遺物　⑦



1号掘立柱建物（SB－01）Fig・4・5

調査区の北側にある2間×2間の総柱の建物

跡である。柱間隔は、1．25－1・4mをはかり、SD－

01に削平をうけている。柱痕跡は認められなかっ

た。

0　　　　　　　　　　　10cm
LⅠ－．．5　　　　　－－－一享

Fig・4　1号堀立柱建物、出土遺物（縮尺1／3 1号堀立柱建物（東より）
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3，0m
三　　　　　　－－－－－－－－一1

Fig・5　1号堀立柱建物実測図（縮尺1／40）

⑧　遺構と遺物
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Fig・6　　2号堀立柱建物出土遺物（縮尺1／3） 2号堀立柱建物（南西より）
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Fig・7　　2号堀立柱建物実測図（縮尺1／40）
遺構と遺物　⑨



出土した遺物は、土器の細片が主である。SP－

08出土の杯蓋は、小片であるが復元可能な唯一

の遺物である。Ⅵ型式に属し、7世紀後葉に比

定される。

2号掘立柱建物（SB－02）Fig．6・7

SB－01の南東に位置する2間×2間の掘立柱遺

物跡である。柱間隔は1・6m～1．8mをはかる。

SB－01とぽじ方位をとり、柱痕跡から径15。mの柱

と考えられる。

出土遺物1は、須恵器の杯で体部下半で屈曲

して外にのびる。復元口径13．9cmをはかる。2

は須恵器甕の口縁で、上下に二条の洗練を施し、

間に縦方向の施文を行なう。3は、土師器甕の

小片で、内面に削り、外面と口縁の内面にハヶ

目を施す。

生産遺構　Fig．8

SB－01の東側に位置する暗灰色土を包含する遺

構プランで、少量の鉄滓が検出された。SB－01や

SB－02と同方向の柱列が3間確認されており．上部

構造を有するⅠ房跡と推定する。鉄樺は、SK－0

1、SX－01、SB－01や西の隅で出土している。共

伴遺物は須恵器の細片であるが、方位などから、

他の遺構に共存すると思われる。

柱穴及び包含層出土遺物実測図　Fig．9

1は須恵器の杯蓋で、口縁端部が断面三角形

をなすタイプである。2は須恵器の杯で、口縁

の一部を欠くが残りは良い。調査区南隅で、遺

構検出の際出土した。上げ底を呈している。3

はSP－17出土の製塩土器で、内面に平行刻みのあ

て具の痕、外面に格子目の叩き痕が観察される

ことから玄界灘式製塩土器である。形状を留め

ない製塩土器は柱穴や包含層から60片程出土し

⑩　遺構と遺物

ている。4～6は土錘である。7は不定形の剥

片で、刃部に刃こぼれがみられる。古銅輝石安

山岩を素材とする。8は滑石製の石錘で、結束

のための溝を十字に刻り込んでいる。9は、黒

曜石製の剥片石器である。10は挟入式の黒曜石

製の鏃である。先端部を欠く。

1号溝（SD－01）と付帯遺構　Fig．10

SD－01は、断面が不整形の緩いU字型を呈し、

北から南へ2度の勾配がある。西際に沿って2

箇所、礫を混入した土手状の高まり（集石Ⅰ・

II）がある。溝は南端部で東に曲がる可能性が

ある。さてSD－01と集石I．IIの性格であるが、

溝中から時期比定の根拠となる遺物は出土して

おらず、集石に混入した貿易陶磁を参考にしな

ければならない。遺物の時期は後述するが、13

世紀を下限としていることから屋敷を囲む溝と

低い土手と推定したい。しかしながら該期の構

遺物は全く捉えられておらず、周辺城の今後の

調査に注目すべきである。



Fig・8　　生産遺構実測図（縮尺1／40）

遺構と遺物　⑪
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Fig．9　　柱穴及び包含層出土遺物（縮尺1～31／3、4～81／2、9、10実大）
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Fig．10　　集石Ⅰ・IIとSD一刀l北壁土層図（縮尺l／40）

遺構と遺物（◎



集石III Fig・11

SD－01の南端には2㎡にわたって礫が集中する

箇所があり集石IIIと呼称する。上面から15cmほ

どの面に火をうけた痕跡があり、煤が層状に堆

積していた。礫は焼石と云われるような赤変し

て脆くなっているわけではないので長期間火を

うけたものではない。これらの礫が何の目的で

もたらされたのか、底まで掘り下げたが手がか

りはなかった°
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Fig．11　集石遺構III実測図（縮尺l／40）
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⑭　遺構と遺物



集石出土の遺物Fig・12

1－4は集石Ⅰ、5・6は集石II、7・8は

集石IIIに属する。集石Ⅰ・IIは、土手状の高ま

りに礫と混ぜ合わさった状態で出土した。

1は青白磁の碗の鹿部で、畳付部の釉をかき

取っている。2は龍泉窯系青磁碗で鏑達弁のII－

2類にあたる。3は龍泉窯系青磁皿で、内鹿部

に櫛描文を施し、外鹿部の釉を掻き取っている。

1

＼＼、二二よ♂

i

、＼＼ピ」芸＝ニ＝第3
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1二王三台

＼士＝君／
l

4は玄武岩製の磨製石斧の破片で、弥生時代の

資料である。5・6は龍泉窯系青磁碗でⅠ類に

あたる。7は龍泉窯系青磁碗のⅤ類にあたる。

8は土製支脚で、胎土中に粗砂粒を含む。以上、

集石Ⅰ・II出土の陶磁は12－13世紀を主体とし、

集石IIIの資料は14世紀代に降る。溝の掘削の時

期は13世紀の終わりから14世紀にかけてに比定

できよう。’

爵

遺構と遺物　⑲

1　－

Fig．12　1号溝関連遺構出土遺物実測図（縮尺1／3）
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“⑯　鴻臚館の時代

鴻臚館の「鴻臚」とは、中国で「蕃

夷（ばんい）」の「入朝、帰化」をつ

かさどる官をさす。漢の武帝のとき、

「大鴻魔」を設け、その後、北斉か

ら「鴻臚寺」という宮司に改められ

た。わが国で、これにあたるのは治

部省玄蕃寮（げんぼりよう）で、そ

のもとに外国使節の館合として「難

波館」．「筑紫館」があり、弘仁年

間に「鴻臚館」に改められた。平安

京に新設された館合も鴻，臚棺と称さ

れた。だからわが国で「鴻臚」の名

は、もっぱら鴻臆館の意に用いられ

たのである。　さて、筑紫館、すな

わち大宰府鴻臚館の所在を、現在の

福岡城跡の丘陵部に求めたのは、当

時九州帝国大学医学部病理学の教授
ヽ

であった中山平次郎氏である。教授

はまず丹念な歴史地理の研究からは

じめ、考古学によって遂にそれをつ

きとめた。教授が戦時中に旧福岡第

二十四連隊の営内被服庫の敷地から、

いわゆる“鴻臚館瓦〝　を採集されて

から、何回かの発掘が行われたが、

画期的だったのは、昭和六十二年よ

り平和台野球場外野席とそれに南接

するテニスコートが発掘調査され、

掘立柱とその上層に巨大礎石をとも

なう建物遺構がはじめて地上に姿を

現したときであった。同時に無数の

遺物－古瓦、越州窯・定窯系を中心

とする中国の青磁や白磁、新羅陶器、

イスラム陶器、それに西アジア系ガ

ラス器が、唐．末．南海貿易へのひ

ろがりを証拠だてた。まだ文字資料

は出土しないけれども鴻臚館跡と断

定してよいであろう。中山教授の業

績はここに実を結ぶことになった。

鴻臚館が発掘されはじめたころ、
ヽ

鴻臚館は外国使節や商客の“宿泊施

設〝である、いわばや旅館〟だといっ

た認識が一般に行われた。しかし、

鴻臚館というのは外交のための一機

関である。外交の手順というのは、

例えば外国使節が博多津や肥前海岸

に来泊すると、大宰府は「検領使」「存

問使」などをつかわし、王啓（国書）

や省牒（新羅執事省牒など）、および

国書に付随する信物・別頁物（王の

正式の贈物）とその簿録・別状（物

品目録）などを検閲し、「領客使」に

よって鴻臚館にみちびく。検閲の内

容はすべて文書で太政官に報告し、

それが外交形式にかなっているか否

かによって使節が上京するか大宰府

から放還されるかが決定される。そ

のいずれかにしても一カ月以上は鴻

臚館に滞在したのである。商客のば

あいも、明州・泉州．福州の市舶司

（出先の貿易機関）の牒の有無、渡

航の回数や船数が問われたのはいう

までもない。

滞在中にはさまざまな賓礼（外交

儀礼）が行われる。大宰府から「賜

衣服使」、「賜禄使」がつかわされ、

．

鴻臚館跡第5次調査出土の水注（縮尺1／3）



しばしば「饗謙（きょうえん）」が行

われ、「共食使」が席をともにするこ

とになる。帰国にあたっては、勅書

（国書）、官牒（太政官牒）が発せら

れるが、大宰府の場合は府牒（大宰

府牒）をもってこれに代えるのが一

般であった。

わが遺構使・遺新羅俵も、すべて

大宰府鴻臚館に滞在したのであるか

ら、それは単なる外交使節の迎接機

関ではなく、このばあいも諸行事は

やはり行われたのである。留学生．

留学僧もしばしば滞留した記録があ

る。

さらに食料（米・塩・酒・副食物・

生鮮食品）、衣服（絹・布・綿）、砂

金（渡航費・交易対仲）、兵器（弓・

矢・甲宵）などを収める倉庫、警備

にしたがう兵士の舎屋といった施設

が必要なことはいうまでもない。現

在、発掘されている堂字はまだその

一部にすぎない。

大宰府鴻臚館には、「鴻臚北館」が

見えるから、「南館」もあったであろ

う。平安京鴻臚館も朱雀大路をはさ

む東西の七条に、対称的にそれぞれ

方二町の東館・西館が造られていた。

難波鴻－臚館も東・西に設けられてい

たらしい。鴻臚館は対称的な二館を

もって構成されるのが基本であった。
′

ところが、大宰府鴻臚館には、別

に「鴻臚中嶋館井津厨」の名がみえ

る。『和名抄』に、那珂郡中嶋郷があ

り、『日本地理志料』は、那珂川と比

恵川（御笠川・石堂川）にはさまれ

た地域を中嶋郷とし、そこに「中嶋

館」があったとしている。おそらく

正しいであろうし、中嶋館は別館で

あったと思う。そのころ博多湾は那

珂川江口で大きく湾入し、住吉大社

はこの江口にのぞんでいた。そこか

ら現在の博多駅北側の呉服町、南側

の比恵のあたりまでが中嶋郷であっ

たであろう。六世紀の那津宮家（み

やけ）の遺構の一部ではないかとい

われる比恵遺跡もそこにあって、博

多津のもっとも中心的な地域であっ

た。「津厨」は、大宰府の「主厨司」

の出先機関とみてよい。大宰府下に

は、染作（やなっくり）、厨作（くり

やつくり）といって、厨戸（くりや

べ）、つまり志賀島．鐘崎など三九六

戸にのぼる海人集団があり、蟄（に

え）としての生鮮食品を貢納してい

た。「津厨」は江口にある宮司で、直

接に厨戸を統制し、贅の徴収．保管．

輸送を任としたであろうし、その一

部は、鴻臚館の外国使節や商客、ま

たわが国の遣唐使や遺新羅俵の食料

としても供給されたであろう。

鴻臚館に対する視野は、ここまで

拡大する必要があるのである。

㊥　平野　邦雄　㊥

KUNIO HIRANO

東京女子大学名誉教授。文化庁主任

文化財調査官を歴任。一九二三年、

島根県生まれ。主な著書「日本古代

人名辞典全七巻」「福岡県の歴史」「古

代の日本研究資料」「和気清麻呂」「大

化前代社会組織の研究」「大化前代政

治過程の研究」など。鴻臚館跡調査

研究指導委員会委員長。

鴻臚館の時代　⑲



お　わ　リ　に

三苫は、旧和白町に属し、福岡市に編入されたのは1960年である。玄海灘に面して松の防風林が

のび、夏は海水浴で賑あう。海神を祀る綿津見神社の断崖から海の中道、志賀島を一望にできる。

今回発掘した古代の集落跡の内容を振り返ってみよう。2間×2間の総柱建物（SB－01）は倉庫跡、

生産遺構は、工房跡と推定できる。性格は不明だが掘立柱建物（SB－02）やその他の柱穴も古代人の

活動の場であったに違いない。製塩土器の出土は、集落内の土器製塩と結びつけられるのだろうか。

海の中道遺跡の調査からすると、より海寄りの方が作業に適してし）るようにも思える。このように

集落の施設をあげると、海に生業を求めた人々の姿が垣間見れるようだ。だがこれは単に漁村的な

集団というよりも採集と加工が制度的に組み込まれたように思えてならない。臆測をお許しいただ

ければ、海産物を塩で加工し倉庫に保管する。鍛飴工房で採集具を製作し、管理も行なわれていた。
くりやへ

このように考えると、鴻臚館の時代に述べられた「蟄」としての生鮮食品を貢納していた「厨戸」

のイメージと重なるものがある。いまは一つの意見を提起するに止まるが、今後周辺城の開発と引

替に考古学情報の増加が予想される。

⑲　おわりに 三苫遺跡群1次調査区の空中写真



Summary

Mitoma Ruins areloacatedin the eastside of Fukuoka City，and are not far from

the GenkaiSea．We designate this rescue archaeo10gy duringthe1990campaign“the

1st・pOint of Mitoma Ruins．”Rounded tomb，Mitomakyozuka Kofun waslOO meters

northwest ward distant from1st．point．

At the survey of the tomb，We found not only remains of Kofun period but a dwelling

Of middle Yayoiperiod・

As a result of this excavation，We reCOgnlZed ancient structures，tWO buildings with
・

piles enbeded directlyin the ground，an earthen pit a blacksmith workshop．

The age of ancient remains are thought to be the8th century，aCCOrding to thetypes

Of solt making pots or earthen ware・

Now we guess they were not only fishermans village but that they were one of the

Organization consernlng With ancient government・　　　　　　　　　　　　　　　、
．

Those wholivedintheremight supplysea foodforKorokan（鴻臚館）or Dazaifu（大宰

府）・Besides ancient structures，We found a medievalditch．Itis thought to be from the

12th century to the14th century・

At the end of this report，We greatly appriciate advice・and aid by many people・

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第271集

三苫遺跡群1次調査1992年3月13日発行
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