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Ⅰ. 사업개요

   1. 과업명 : 「동북아시아 고대 철제련기술 관련 DB구축」

   2. 과업의 목적

    ｏ 동북아시아 철제련기술 비교 연구 사업을 위한 사전 준비 단계로 1차년도

에는 한국․중국․일본내 고대 철제련기술 관련 자료를 집성하고자 함

    ｏ 특히 기원후 1~8세기대 철제련기술 관련으로, 연료, 원료, 시료분석과 유적

자료 및 위치(지도)까지 포함함

  3. 과업개요

   가. 대 상 : 3개국, 철제련관련 자료, DB구축

     1) 한국

     2) 중국

     3) 일본

     4) 각국의 유적 분포지도 

  나. 사업내용

    1) 광산1), 연료, 유적, 분석결과 등 철제련 관련 자료 일체와 유적지도 제작  

    2) 결과보고서 작성

  다. 기 간 : 2019년 5월 7일 ~ 2019년 12월 20일

1) 한·중·일 삼국에서 고고학적 발굴조사를 통하여 확인된 철광산은 확인되지 않음(한국 울산 달천광산은 
채광과 관련된 유물(도구) 미확인으로 제외)
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Ⅱ. 과업수행자
  책임연구원  노혁진(한림대학교 한림고고학연구소 소장)

  공동연구원  심재연(한림대학교 한림고고학연구소 연구교수 : 연구책임자)

              최영민(아주대학교 도구박물관 학예연구사)

              이남규(한신대학교 한국사학과 교수)

              陳健立(中国 北京大学 考古学系 敎授)
              上栫 武(일본 岡山縣敎育廳文化財科)

  보  조  원  양경민(한신대학교 대학원 한국사학과 석사과정)

  연구협력자  김성실(북경대학교 고고학계 박사과정)

Ⅲ. DB 구축 내용
* 分析·考古 融複合 硏究, ** 제련 및 탄요 포함

 분류

국가별

금속분석학 고고학
연
료

비고

학위논문 논문/ 
발표문 저서 보고서(문) 학위논문 논문/

발표문 저서 보고서

한국 13  15 23 14 47 42  39 170 363

중국 69* 268* 44*  60 441

일본 41 41 16 211 21 254** 584

계 82 324 44 64 30 258 63 353 170 1,388

표 1. 동북아시아(한·중·일) 철제련기술 DB 현황표

1. 한반도

 ▣ 고고학 논저

     ◬ 학위논문
      ▴孫明助 외 13편
          (孫明助, 1997, ｢韓半島 中·南部地域 古代  鐵器生産技術과 發展過程의 연구를 위한 試論｣, 

동의대학교 대학원, 석사.)

     ◬ 논문 및 발표문
       ▴이남규 외 46편
           (이남규, 1989, 「古代製鐵 및 鐵器製作技術의 發展」, 『鐵鋼文明發達史硏究報告書』, 

浦項綜合製鐵株式會社.)
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     ◬ 저서
       ▴全相運 외 41편
           (全相運, 1975, 『韓國科學技術史』, 정음사.)

     ◬ 발굴보고서
       ▴국립중앙박물관 외 30건 38권
         (國立中央博物館, 1998, 『東來樂民洞貝塚』.)

   ▣ 금속분석학

     ◬ 학위논문
      ▴박성택 외 학위논문 12편
          (朴成澤, 2004, ｢釜山 智士洞과 慶南 勿禁遺蹟 出土 製鐵슬래그의 金屬學的 調査硏究｣, 동아

대학교 대학원, 박사.)

     ◬ 논문 및 발표문
       ▴윤동석 외 논문 및 발표문 14편
           (尹東錫‧申璟煥, 1981, 「『中國封建社會 前期鋼鐵冶鍊技術發展의 探究』에 對한 金屬學的 解

釋」, 『韓國考古學報』 第10·11輯, 韓國考古學會.)

     ◬ 보고서
      ▴국립중앙박물관 외 22편
        (국립중앙박물관  보존과학실, 1998, 「東來樂民洞貝塚 出土遺物에  對한 分析」, 『東來樂民洞貝

塚』, 國立中央博物館.)

   ▣ 연료(탄요)

     ◬ 보고서
      ▴부산대학교 박물관 외 169권
        (부산대학교박물관, 1994, 『蔚山 檢丹里 마을遺蹟』.)

     ◬ 저서
      ▴文化財管理局 외 7권
        (文化財管理局, 1985, 全國의 鐵山地.)

2. 중국

   ▣ 금속분석학, 고고 발굴 융합 연구 대부분 미분류
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     ◬ 학위논문
       ▴王可 외 68편
         (王可, 1988, ｢从铁器的鉴定论宋以后用煤炼铁及煽炼法炼钢｣, 北京科技大学.)            

     ◬ 논문 및 발표문
       ▴杨宽 외 267편
           (杨宽, 1955, ｢试论中国古代冶铁技术的发明和发展｣, 文史哲 2, 26-30.)

     ◬ 발굴보고서
        ▴운남성박물관 외 59권
            (云南省博物馆编, 1959, 云南晋宁石寨山古墓群发掘报告, 文物出版社.)

     ◬ 저서(도서)
        ▴杨宽 외 43편
            (杨宽, 1960, 中国土法冶铁炼铜技术发展简史, 上海人民出版社.)

3. 일본

   ▣ 금속분석학, 고고 발굴 분류 되지 않음

    ◬ 학위논문
       ▴潮見浩 외 15편
           (潮見浩, 1977, ｢東アジアの初期鉄器文化｣, 広島大学.)

    ◬ 논문 및 발표문
       ▴窪田蔵郎 외 210편
         (窪田蔵郎, 1958, ｢古代における南関東の製鉄について｣, 研究紀要１, たたら研究会.)

     
    ◬ 발굴보고서(제련 및 탄요)2)

       ▴岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 외 253권
           (岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター, 1992, 『上村遺跡発掘調査報告書』.)

    ◬ 분석보고문
       ▴中島徹 외 40편
          (中島徹, 1959年, ｢古代スラグの分析について｣, たたら研究, たたら研究会.)

    ◬ 저서
       ▴東京工業大学製鉄史研究会編 외 20권

2) 各 縣別 分類
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           (東京工業大学製鉄史研究会編, 1982, 古代日本の鉄と社会, 平凡社.)
     

Ⅳ. DB 구축 성과

 ▣ 한·중·일 고대 제련 연구 현황 파악 

    ◬ 한국과는 달리 중국은 고고 발굴과 분석이 융복합적으로 진행
       ▴이경화, 황여분, 이연상, 진건립을 중심으로 연구 진행.
         최근 고고학자와 융복합적 연구 진행한 논문 다수.
       ▴융복합 또는 그룹별 분석 보고 다수

    ◬ 학위논문 중국이 압도적으로 많으며 한국 → 일본 順
       ▴한국은 분석과 고고학적 연구가 대체적으로 분리

    ◬ 논문(발표문)은 중국 → 일본 → 한국 順
       ▴한국은 보존과학 계열의 논문(발표문)은 분석학적 연구, 고고학 계열은 고고  

  내용이 주를 이루고 분석 보조 자료 활용
       ▴중국은 분석학적 연구가 대다수를 이루고 있음

    ◬ 저서 중국 ≥ 한국 → 일본 順
       ▴철제련 저서 고고학적 발굴 내용과 금속학적 연구가 동시에 소개된 내용이 

많음

    ◬ 보고서 일본 →중국 → 한국 順
       ▴다만 철제련유적의 구체적인 시기는 보고서 분석 필요

 ▣ 한·중·일 고대 제련 연구의 원료, 연료 문제

    ◬ 중국 원료 문제에 대한 관심이 거의 없는 것으로 추정
       ▴일본 사철 이외에 소수설(리모마이트褐鉄鉱, limonite) 주목 받고 있지 않음
       ▴한국 구체적으로 원료는 울산 달천광산이 후보지가 되고 있으나 한계

    ◬ 연료로서의 기능
       ▴ 중국 목탄, 석탄 사용의 가능성이 언급되고 있으나 구체적인 연구 성과물

이 없음
       ▴한국 측구식 탄요를 모두 제련에 사용된 것으로 볼 수 있는지에 대한 분석 

필요
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 ▣ 한·중·일 고대 제련 유적 위치도 작성

    ◬ 중국 바이두 지도, 한국과 일본은 구글어스에 제작

  ▣ 한·중·일 고대 제련 관련 문헌 원문

    ◬ 저작권 문제 협의 필요

Ⅴ. 향후 DB 활용 및 2차년도 구축 방안
   1. 1차년도 구축 DB 재분류

    ▣ 금속분석학, 고고학, 융복합 카테고리

      ◬  한·중·일 연구 동향 파악 분석

      ◬  3차년도 단행본 발간 작업

   2. 2차년도 철제련기술 관련 DB 구축(案)

    ▣ 초원지대(남시베리아, 몽골, 부리야트, 자바이칼지역)

    ▣ 중앙아시아지역(카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄)

    ▣ 동남아시아지역(인도, 동남아시아)

       연구진 : 몽골공화국(에렉젠 및 이시치렝),

                중앙아시아(에히메대학 사사다, 정장호)

                동남아시아(섭외중)

    ▣ 영미권 연구자료 파악 필요

      例. Wagner, Donald B. 1993. Iron and steel in ancient China. Vol. 9. Brill, 

Leiden.

         



韓·中·日 鐵製鍊技術 
關聯 DB 目錄
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韓半島



- 4 -

製鍊關連 論著
■ 學位論文

順番 著者 年度 題目 學校 備考

1 金權一 2003 南韓地域 古代 製鐵爐에 대한 一硏究 한신대학교 대학원 석사

2 김민재 2017 광양 생쇠골 출토 철재의 철 생산  프로세스 연구 韓國傳統文化大學校文化遺産融合大學院 석사

3 김수기 2012 금속조직과 비금속개재물 분석을 통한  한국 고대철기의 제조 방법과 온도 
연구 한양대학교 대학원 박사

4 배현성 2014 고대 낙동강 동안지역의 철생산과 특징 부산대학교 대학원 석사

5 孫明助 1997 韓半島 中․南部地域 古代  鐵器生産技術과 發展過程의 연구를 위한 試論 동의대학교 대학원 석사

6 梁勝弼 1994 新羅初期 쇠부리業 硏究 영남대학교 대학원 박사

7 尹鐘均 1998 古代 鐵生産에 對한 一考察 전남대학교 대학원 석사

8 李東完 2003 韓國 古代製鐵에 대한 硏究 한신대학교 대학원 석사

9 이상화 2018 금강유역 출토 4~5세기 철제유물의  제작기술과 제철온도 비교연구 용인대학교 대학원 석사

10 이승강 2014 강원 동해‧춘천지역 철재분석을 통한 제철방법연구 용인대학교 대학원 석사

11 이하얀 2014 완주 신풍유적 주조철부의 제작기술연구 공주대학교  대학원 석사

12 정광용 2001 三國時代의 鐵器製作技術 硏究 홍익대학교  대학원 박사

13 조현경 2015 한반도 중서부지역 출토 2~6세기 철도(鐵刀)의 제작기술 공주대학교 대학원 박사

14 최영민 2016 古代 韓半島 中部地域의 製鐵技術 硏究 한신대학교 대학원 박사
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■ 論文 發表文

順番 著者 年度 論文題目 收錄圖書 發行處 備考

1 이남규 1989 古代製鐵 및 鐵器製作技術의 發展 鐵鋼文明發達史硏究報告書 浦項綜合製鐵株式會社 고대

2 崔炷 1991 古代 製鐵法의 復元實驗 大韓金屬學會會報 Vol.4,  No.2 대한금속학회 고대/전국

3 文暻鉉 1992 新羅의 鐵産 新羅産業經濟의 新硏究 13 西景文化社 삼국/영남

4 權丙卓 1993 古代 鐵生産의 硏究 國史館論叢 第42輯 國史編纂委員會 고대/영남

5 大澤正己 1993 韓國鐵生産  -慶州市所在隍城洞遺蹟槪報に寄せて 古代學評論 3 古代を考える會 삼국/영남

6 전상운 1998 한국 고대 금속기술의 연구 한국과학사의 새로운 이해 연세대학교 출판부 고대/전국

7 鄭永和‧金玉順 2000 慶州地域 鐵器生産의 變遷 古文化 第56輯 한국대학박물관협회 영남

8 崔炷 2000 한국야금사 재료마당 제13권 4호 대한금속재료학회 고대/전국

9 金武重 2004 華城 旗安里製鐵遺蹟 出土 樂浪系土器에  대하여 百濟硏究 第40輯 충남대학교 백제연구소 삼국/전국

10 朴長植 2004 포천 반월산성 출토 슬래그로부터  추정되는 한국 고대의 
제련기술 産業技術 14집 홍익대학교 

산업기술연구소 삼국/중부

11 박현욱 2005 古代 鐵 製鍊에 대한 一考 육군사관학교육군박물관 학예지  
제12집 육군사관학교 삼국/중부

12 손명조 2005 고대 제철유적의 조사 한국 매장문화재 조사연구방법론 1 국립문화재연구소 고대/전국

13 이남규 2008 백제 지역 철기 생산과 유통의  정치사회적 함의 
-3~5세기 양상을 중심으로-

백제  생산기술의 발달과 유통체계 
확대의 정치사회적 함의 한신대학교 학술원 삼국/중부

14 김권일 2010 製鐵爐의 類型分析 試論, 慶州史學 慶州史學 第31輯 경주사학회 고대/전국

15 김권일 2010 제철유적 조사연구법 시론 문화재  Vol. 43, No. 3 국립문화재연구소 고대/전국

16 김양훈 2010 한성백제기 제철수공업과 관리 지역과 역사 27호 부경역사연구소 삼국/중부

17 김권일 2011 생산유적 신라형성기의 유적 한국매장문화재협회보호
재단 　

18 김상민 2011 3~6世紀 湖南地域의 鐵器生産과  流通에 대한 
試論-榮山江流域 資料를 中心으로- 湖南考古學報 37輯 호남고고학회 삼국/호남

19 宋閏貞 2011 統一新羅時代 鐵․鐵器의 生産과  製作技術 科技考古硏究 17號 아주대학교 박물관 통일신라/전국

20 어창선 2011 忠州 製鐵遺蹟의 現況과 性格 先史와古代 第35號 한국고대학회 고대/중부

21 성정용‧신경환‧
최영민 2014 금속학적 분석을 통해 본 원삼국∼백제  한성기 

철기제작기술 역사와  담론  제71집 호서사학회 삼국
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22 김권일 2015 고대 제철복원실험의 철 제련로  구조복원과 조업 매뉴얼 제39회 한국고고학전국대회  발표문 한국고고학회 고대

23 김도영 2015 동북아시아 철기문화의 전개와 限冶供鐵  정책 韓國考古學報 第94輯 한국고고학회 고대/전국

24 신경환·김권일·
최영민 2015 석축형제철로(石築型製鐵爐)의 조업방식  연구 야외고고학 제22호 한국문화유산협회 　

25 신경환‧이남규‧
최영민 2015 제철복원실험 노 내 형성물의 위치별  특성 제39회 한국고고학전국대회 발표문 한국고고학회 　

26 이은우‧한지선‧
채미희‧김은지 2015 백제 제철로 및 제철기술의 복원을  위한 실험 고고학적 

연구 문화재 44-4 국립문화재연구소 고대/중부

27 최영민 2015 고대 한반도 중부지역 초강정련 기술에  대한 고찰 중앙고고연구 제18호 중앙문화재연구원 고대/중부

28 최영민 2015 원삼국시대 한반도 중부지역 단야기술에  대한 재검토 고고학 14-2호 중부고고학회 고대/중부

29 이은우·한지선·
채미희·김은지 2015 백제 제철로 및 제철기술의 복원을  위한 실험 고고학적 

연구 文化財 70 국립문화재연구소 고대/중부

30 김권일‧이남규 2016 제철유물 금속분석의 고고학적 해석 및  활용방안 연구 고문화 88집 한국대학박물관협회 고대/전국

31 김수기 2016 수원 입북동 출토 철제환두도의 제철과  제작기술 연구 보존과학회지 Vol.32, No.4 한국문화재보존과학회  삼국/중부

32
한지선·김태우·
정낙현·곽병문·
이은우, 

2016 한성기 백제 송풍관 연구 - 곡관형  송풍관을 중심으로 - 고고학 15-3 중부고고학회 고대/중부

33 김권일 2017 고대 큰대장간의 노 구조 및 조업방식  복원 시론 韓國考古學報 第103輯 한국고고학회 고대

34 배현성 2017 밀양 금곡유적을 중심으로 본 낙동강  동안지역의 고대 
철생산 지역과 역사 40 부경역사연구소 고대/영남

35
이은우‧곽병문‧
김은지‧한영우‧
박종력

2017 재현실험을 통한 중원지역 고대  제련-단야기술의 공정별 
특성연구 보존과학회지 Vol.33, No.6 한국보존과학회 고대/중부

36 조대연 2017 고대 철 제련로의 전개과정 및 철  생산 복원실험에 관한 
검토 崇實史學 第38輯 숭실사학회 고대/해외

37 최영민 2017 화성 기안리 유적의 형성과 제철기술의  발전 고대의 화성을 그리다 화성시 원삼국~삼국/
중부

38 신경환‧이남규‧
최영민 2018 진천 구산리 제철유적의 제철공저정에  대하여 科技考古硏究 24號 아주대학교 박물관 원삼국~삼국/

중부
39 이남규 2018 고구려 제철문화의 특성 高句麗渤海硏究 第62輯 고구려발해학회 삼국/중부

40 이은우‧곽병문‧
김은지‧박종력 2018 고대 제련-단야기술 복원을 위한  실험적 연구 보존과학회지 Vol.34, No.6 한국보존과학회 고대/중부

41 조대연 2018 三國時代 鐵製鍊操業과 送風管의 運用 湖西考古學 39 호서고고학회 삼국/중부

42 최영민 2018 화성 장안리 유적에서 확인된  제철기술의 특징 삼국통일과 화성지역 사람들 삶의  
변화 화성시 원삼국~삼국/

중부
43 한지선 2018 백제 제철조업의 공정별 연구 현황과  과제 백제학보 25 백제학회 고대/중부
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44 한지선 2018 백제 제철조업의 공정별 연구 현황과  과제 百濟學報 제25호 백제학회 고대/중부

45 김권일‧이남규‧
성정용‧강성귀 2019 고대 단야공정의 실험고고학적  연구 역사와 담론  제89집 호서고고학 고대

46 김상민 2019 한반도 동남부지역 철기생산기술의  등장과 발전배경 한국상고사학보 제104호 한국상고사학회 　

47 이남규 2019 한국 고대 제철공정의 재검토 -  중국과의 비교적 
시각에서 - 韓國考古學報 第111輯 한국고고학보 고대
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■ 著書

順番 著者 年度 書名 出版社 備考

1 全相運 1975 韓國科學技術史 정음사 　

2 尹東錫 1982 韓國 初期 鐵器遺物에 對한 金屬學的  硏究 浦項綜合製鐵株式會社技術硏究所· 
高麗大學校 生産技術硏究所. 고대

3 DONG-SUK YOON 1984 Metallurgical Study of the Early Iron Age Artifacts Found in 
KOREA

POHANG IRON and STEEL  CO., 
LTD. 고대

4 尹東錫 1984 韓国初期鉄器遺物의 金屬学的 硏究 高麗大學校出版部 고대

5 尹東錫․李南珪, 1985 百濟의 製鐵工程과 技術發展 浦項綜合製鐵株式會社技術硏究所· 
高麗大學校 生産技術硏究所 고대

6 尹東錫 1986 學術院論文集 第二十五輯 古代製鐵時 생긴 鐵滓에 대하여 學術院 고대

7 尹東錫 1987 古新羅의 製鐵工程과 技術發展 浦項綜合製鐵株式會社技術硏究所· 
高麗大學校 生産技術硏究所 고대 

8 尹東錫 1988 統一新羅의 製鐵工程과 技術發展 浦項綜合製鐵株式會社技術硏究所· 
高麗大學校 生産技術硏究所 고대

9 尹東錫 1989 三國時代鉄器遺物의 金屬学的 硏究 高麗大學校出版部 고대

10 DONG-SUK YOON 1990 A Metallurgical Study of the Early Ironware Artifacts Made during 
the Three Kingdom Period of  KOREA

POHANG IRON and STEEL  CO., 
LTD. 고대

11 國立歷史民俗博物館 1994 國立歷史民俗博物館硏究報告 58 國立歷史民俗博物館 고대/전국

12 國立歷史民俗博物館 1994 國立歷史民俗博物館硏究報告 59 國立歷史民俗博物館 고대/전국

13 Jeon Sang-Woon 1998 KOREAN STUDIES  SERIES NO. 11 A HISTOY OF SCIENCE IN 
KOREA

 JIMOOMDANG PUBLISHING 
COMPANY 　

14 盧泰天 2000 韓國古代 冶金技術史 硏究 學硏文化社 고대/전국

15 신경환 2000 역사에 나타난 철(鐵) 이야기 한국철강신문 전시대/전국

16 전상운 2000 한국과학사 사이언스북스 　

17 世淵鐵博物館 2003 古代製鐵 復元實驗 報告書 世淵鐵博物館 고대/중부

18 국립청주박물관 2005 국립청주박물관 연보 국립청주박물관 　

19 국립문화재연구소 2008 한국 매장문화재 조사연구방법론 4 국립문화재연구소 전시대

20 손명조 2008 백제의 철기문화 주류성 고대/전국

21 국립문화재연구소 2012 동아시아 고대 철기문화연구 기초학술포럼 국립문화재연구소 　
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22 국립중원문화재연구소 2012 중원의 제철유적 국립중원문화재연구소 전시대/중부

23 孫明助 2012 韓國 古代 鐵器文化 硏究 진인진 고대/전국

24 한국문화재조사연구기
관협회 2012 한반도의 제철유적 한국매장문화재연구기관협회 전시대/전국

25 울산박물관 2013 蔚山鐵文化 울산박물관 전시대/영남

26 국립문화재연구소 2013 동아시아 고대 철기문화연구  국제학술포럼 국립문화재연구소 　

27 금속기술연구소 2013 한국고대 製鐵 기술Ⅰ 금속기술연구소 고대/전국

28 국립중원문화재연구소 2014 중원지역 제철유적 출토유물의  자연과학적 분석보고서 국립중원문화재연구소 전시대/중부

29 중원문화재연구원 2014 한국 고대제철로 복원실험 보고서 중원문화재연구원 고대/중부

30 국립청주박물관 2015 백제철문화 국립청주박물관 고대/중부

31 국립중원문화재연구소 2016 경상지역 제철유적 출토시료의  자연과학적분석보고서 국립중원문화재연구소 전시대/영남

32 울산쇠부리 
복원사업단 2016 2016년도 울산쇠부리 고대 원형로  복원실험 연구보고서 울산쇠부리축제 추진 위원회 고대/영남

33 국립중원문화재연구소 2017 고대 제철기술 복원실험(3·4차)결과  보고서 국립중원문화재연구소 고대/중부

34 국립중원문화재연구소 2017 동북아시아 제철기술 비교 연구논문집 국립중원문화재연구소 고대/전국

35 울산쇠부리 
복원사업단 2017 울산쇠부리 제철기술복원실험 연구보고서  울산쇠부리축제 추진 위원회 고대/영남

36 전통제철기술연구단 2017 한국 고대제철 기술연구1(1차제련실험보고서) 전통제철기술연구단 고대/중부,영남

37 최영민 2017 고대 한반도 중부지역의 제철기술  연구 진인진 고대/중부

38 전통제철기술연구단 
편 2017 한국 고대 제철기술복원연구 Ⅰ 전통제철기술연구단 고대/중부,영남

39 국립중앙박물관 2018 쇠 철 강 - 철의 문화사 국립중앙박물관 전시대/전국

40 국립중원문화재연구소 2018 국외 제철유적 현지조사 결과보고서  Ⅰ 국립중원문화재연구소 고대/해외

41 국립중원문화재연구소 2018 최신 동북아시아 고대 제철유적의 발굴  성과와 그 의의 국립중원문화재연구소 고대/전국

42 울산쇠부리 복원사업단 2018 2018년도 울산쇠부리  제철기술복원실험 연구보고서 울산쇠부리축제 추진 위원회 고대/영남
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■ 報告書

順番 發行處 年度 書名 備考

1 國立中央博物館 1998 東來樂民洞貝塚 　

2 嶺南文化財硏究院 2000 大邱 時至地區 生活遺蹟Ⅱ 　

3 嶺南文化財硏究院 2000 大邱 時至地區 生活遺蹟Ⅲ 　

4 東亞大學校博物館 2000 梁山 勿禁遺蹟 　

5 韓國文化財保護財團 2001 中部內陸 高速道路 忠淸區間 文化遺蹟  試·發掘調査報告書 　

6 韓國文化財保護財團 2001 中部內陸 高速道路 忠淸區間 文化遺蹟  發掘調査 報告書 　

7 國立金海博物館 2001 密陽沙村製鐵遺蹟 　

8 東亞細亞文化財硏究院 2001 金海 荷溪里 製鐵遺蹟 　

9 國立淸州博物館 2004 鎭川 石帳里 鐵生産遺蹟 　

10 中原文化財硏究院 2008 충주 칠금동 제철유적 　

11 中央文化財硏究院 2008 淸原 五松科學産業團地內-淸源 蓮堤里遺蹟- 　

12 蔚山文化財硏究院 2008 蔚山 達川遺蹟 1次 發掘調査 附錄. 蔚山達川遺蹟-2次 發掘調査 　

13 中原文化財硏究院 2009 淸州 山南洞 42-6番地 遺蹟 附:淸州 山南洞 33-7番地 遺蹟 　

14 우리文化財硏究院 2009 김해 진영지구 국민임대주택 건설 사업부지 내 金海 餘來里遺蹟 -본문- 　

15 우리文化財硏究院 2009 김해 진영지구 국민임대주택 건설 사업부지 내 金海 餘來里遺蹟 -사진- 　

16 中原文化財硏究院 2010 충주 클린에너지파크 조성부지 발굴조사  보고서 中州 頭井里 遺蹟 　

17 충청북도문화재연구원 2010 진천 구산리 제철유적 　

18 蔚山文化財硏究院 2010 蔚山 達川遺蹟 3次 發掘調査 　

19 한국문물연구원 2011 창원 봉림 국민임대주택단지 사업부지내  昌原 鳳林洞遺蹟(Ⅰ) 　

20 中原文化財硏究院 2012 KM그린(로얄포레)CC造成事業敷地內 -忠州 大花里 遺蹟- 　
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21 聖林文化財硏究院 2012 울진 신울진 원전건설부지 내 유적  조사Ⅲ구역 7지점 -蔚珍 德川里 三國時代 生活遺蹟- 　

22 慶南文化財硏究院 2012 김해 우계리유적 –본문·도면- 　

23 慶南文化財硏究院 2012 김해 우계리유적 –사진·부록- 　

24 한국문물연구원 2012 창원 봉림 국민임대주택단지 사업부지내  昌原 鳳林洞遺蹟(Ⅱ) 　

25 中央文化財硏究院 2013 忠州 塔坪里 彈琴湖 漕艇競技場  造成敷地內 忠州 塔坪里遺蹟 -本文- 　

26 中央文化財硏究院 2013 忠州 塔坪里 彈琴湖 漕艇競技場  造成敷地內 忠州 塔坪里遺蹟 -寫眞- 　

27 國立中央博物館 2014 華城 旗安洞 製鐵遺蹟 -홍익대학교 실습부지내 학술발굴조사보고서- 　

28 三江文化財硏究院 2014 密陽 林川里 金谷製鐵遺蹟 -밀양역~삼랑간 국도건설구간 내 유적 발굴조사(C·D구역)

29 頭流文化財硏究院 2016 밀양 임천·금곡 유적  –밀양역~삼랑 국도건설공가 구간 내 문화유적 A·B지구 [임천분묘유적] 　

30 三江文化財硏究院 2017 平澤 佳谷里 遺蹟 -진위2 일반산업단지(2단계) 조성부지 내 시·발굴조사보고서- 　

31 한울문화재연구원 2017 평택 가곡리 유적 -평택 진위2 일반산업단지(1단계) 조성부지 내 유적 발굴조사- 　

32 中原文化財硏究院 外 2018 淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  淸州 松節洞 遺蹟Ⅰ 　

33 中原文化財硏究院 外 2018 淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  淸州 松節洞 遺蹟Ⅴ -外北洞 遺蹟- 　

34 中原文化財硏究院 外 2018 淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  淸州 松節洞 遺蹟Ⅸ 　

35 中原文化財硏究院 外 2018 淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  淸州 松節洞 遺蹟Ⅻ -自然科學分析- 　

36 中原文化財硏究院 外 2018 淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  淸州 松節洞 遺蹟ⅩⅢ 　

37 국립중원문화재연구소 2018 충주 칠금동(392-5번지 일대)제철유적 발굴조사보고서Ⅰ 　

38 중부고고학연구소 2018 이천~충주 철도건설공사부지(장천리①  ~ 봉방동) 내 유적 발굴조사 약식보고서 – 충주 
용교리 유물 산포지②(발굴) - 　

39 東亞細亞文化財硏究院 2018 牙山 北水里遺蹟 　



- 12 -

金屬學的 分析 論著

■ 學位論文

順番 著者 年度 論文名 學校 備考
1 朴成澤 2004 釜山 智士洞과 慶南 勿禁遺蹟 出土 製鐵슬래그의 金屬學的 調査硏究 동아대학교 대학원 박사

2 康允喜 2009 한반도 중부지역 출토 제철 철재(鐵滓)의 금속학적 연구 공주대학교 대학원 석사

3 李鎭元 2011 燕岐 達田里遺蹟 出土 製鐵 鐵滓의 金屬學的 硏究 공주대학교 대학원 석사

4 송정일 2012 고대 정련 및 단야 공정 슬래그의 금속학적 연구 전북대학교 대학원 석사

5 송지선 2014 밀양 금곡 제철유적 철재(鐵滓)의 재료학적 특성 공주대학교 대학원 석사

6 유소현 2015 화순  쌍산 항일의병 유적지 대장간터 제철부산물의 재료학적 특성 공주대학교 대학원 석사

7 김선영 2016 전통 제련 및 단야공정으로 재현한 slag와 철기의 금속학적 연구 용인대학교 대학원 석사

8 이재희 2016 공산성 출토 철촉의 금속학적 연구 공주대학교 대학원 석사

9 홍주현 2016 부여 관북리 유적 출토 철재(鐵滓)의 금속학적 연구 공주대학교 대학원 석사

10 김수진 2017 고대 제철로 복원실험 제련 슬래그 분석과 해석 방법에 관한 연구 용인대학교 대학원 석사

11 이소담 2017 고대 제철기술 복원실험에서 산출된 제련재의 칼슘함량에 따른 재료학적 특성 공주대학교 대학원 석사

12 이유나 2017 평택 진위 유적 출토 제철 부산물의 금속학적 연구 공주대학교 대학원 석사

13 조혜원 2017 TiO2 함량에 따른 고대 제철 슬래그의 미세조직 특징 연구 공주대학교 대학원 석사
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■ 論文 및 發表文

順番 著者 年度 論文名 書名 發行處 備考

1 尹東錫‧申璟煥 1981 中國封建社會 前期鋼鐵冶鍊技術發展의 探究에 對한 金屬學的 解釋 韓國考古學報 第10·11輯 한국고고학회 고대

2 尹東錫 1986 鐵製遺物과 製造法에 따른 基礎知識  保存科學硏究 7 文化財管理局文化財硏
究所 고대/전국

3 尹東錫 1987 韓國의 古代鐵滓에 대하여 三佛金元龍敎授停年退任記
念論叢 一志社 고대/전국

4 崔炷‧李仁淑‧金秀哲‧都
正萬 1989 慶北 月城郡 內南面 德川里 出土의 鐵슬래그에 對한 硏究 文化財 22 국립문화재연구소 삼국/영남

5 崔炷‧鄭光龍‧金秀哲 1998 大邱市 旭水洞 出土 6世紀 쇳덩이 및 쇠똥에 대한 硏究 한국전통과학기술학회지 
4-1 한국전통기술과학회 삼국/영남

6 강형태‧조형미 2005 강릉시 강문동 저습지유적 출토 유리구슬과 슬래그 분석연구 江原考古學報 第6號 江原考古學會 삼국/중부

7 박성택‧최창옥 2005 지사동 출토 제철슬래그의 금속학적 조사 연구 보존과학회지 Vol.16 한국문화재보존과학회 삼국/영남

8 강윤희‧조남철‧송현정‧
고형순 2010 제철유적 출토 철재(鐵滓)의 재료학적 특성 연구 보존과학회지 Vol.26, No.2 한국문화재보존과학회

9 신경환‧이남규‧최영민 2012 화성 기안리 제철유적 출토 제철관련 유물의 금속학적 분석 및 고찰 제8회 한국철문화연구회 
학술세미나  자료집 한국철문화연구회 삼국/중부

10 임주연‧김수기 2012 고양 벽제 제철 유구 출토 철기의 분석을 통한 제철방법 연구 보존과학회지 Vol.28, No.4 한국문화재보존과학회 중부

11 조현경‧곽병문‧조남철‧
김우현‧조용호 2012 충주 탑평리유적 출토 제철관련 부산물의 과학적 분석 문화재과학기술 12-12 공주대 

문화재보존과학연구소 삼국/중부

12 김수기 2014 유물분석 자료를 통한 백제지역의 제철과 철기 제작기술 연구 보존과학회지 Vol.30, No.4 한국문화재보존과학회  삼국

13 신경환‧김수기‧최영민 2015 제철복원실험 노 내 형성물에 대한 금속학적 분석 제39회 한국고고학전국대회  
발표문 한국고고학회 　

14 김수진‧김수기 2017 고대 제철로 복원실험 제련 슬래그 분석과 해석 방법에 관한 연구 보존과학회지 Vol.33 한국문화재보존과학회 고대/전국

15 신경환‧이남규‧최영민 2017 울산 달천유적 출토 철광석·토철의 금속학적 특성과 이용 양상 고찰 科技考古硏究 23號 아주대학교 박물관 삼국~조선
/영남
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■ 分析 報告書

順番 著者 年度 報告文名 報告書名 發行機關

1 국립중앙박물관 보존과학실 1998 東來 樂民洞貝塚 出土遺物에 對한 分析 東來樂民洞貝塚 국립중앙박물관

2 朴成澤 2000 勿禁遺蹟出土 鐵滓의 金屬學的 分析 梁山 勿禁遺蹟 동아대학교 박물관

3 大澤正己 2001 密陽 沙村製鐵遺蹟 出土 關聯遺物의  金屬學的 調査 密陽沙村製鐵遺蹟 국립 김해박물관

4 大樣正己‧鈴木瑞穗 2004 石帳里遺跡出土製鐵關連遺物の金屬學的調査  
-槐山雙谷里遺跡出土遺物を比較品として- 鎭川 石帳里 鐵生産遺蹟 국립청주박물관

5 신경환‧이남규‧장경숙‧이재용 2008 오송 연제리 제철유적 시료의 분석적  고찰 淸原 吳松科學産業團地內 淸源  
蓮堤里遺蹟 중앙문화재연구원 

6 신경환·이남규·장경숙·이재용 2008 충주 칠금동 제철유적 시료의 분석적  고찰 충주칠금동 제철유적 중원문화재연구원

7 박장식 2009 김해  여래리유적 출토 철재 및 철광석 편의 금속학적 조직분석 김해 진영지구 국민임대주택 건설  
사업부지 내 金海 餘來里遺蹟-본문- 우리문화재연구원

8 高塚秀治·永嶋正春·齋藤努‧
安在晧‧盧泰天‧金光洙 2010 蔚山達川遺跡出土遺物의自然科學的分析結果 蔚山達川遺蹟 3次 發掘調査 울산문화재연구원

9 신경환‧이남규‧장경숙‧남수진 2010 2008년도 발굴 진천 구산리 유적  출토 제철관련 유물의 분석고찰 진천 구산리 제철유적 충청북도 
문화재연구원

10 신경환·이남규·장경숙·남수진 2010 충주 클린에너지파크유적 출토  제철관련유물의 금속학적 분석고찰 충주 클린에너지파크 조성부지 
발굴조사  보고서 中州 頭井里 遺蹟 중원문화재연구원

11 신경환‧이남규‧장경숙 2011 김해 하계리 제철유적 출토 제철관련  유물의 금속학적 분석고찰 金海 荷溪里 製鐵遺蹟 동아세아문화재연구원

12 신경환‧이남규‧장경숙 2011 창원 봉림 국민임대주택단지 사업부지내  昌原 鳳林洞遺蹟 출토 
제철관련 유물의 금속학적 분석고찰

창원  봉림 국민임대주택단지 
사업부지내 昌原 鳳林洞遺蹟(Ⅰ) 한국문물연구원

13 박장식 2012 김해 생림-상동간 도로건설공사구간 내  유적지 출토 제철관련 
유물의 성격과 발생 기기에 관한 연구 김해 우계리유적 –사진·부록- 경남문화재연구원

14 신경환‧이남규‧장경숙‧신승원 2012 울진 신울진원전건설부지내 유적  조사Ⅲ구역 7지점 수혈 출토 
암석편 및 토양에 대한 분석고찰

울진 신울진 원전건설부지 내 유적 
조사Ⅲ구역 7지점 蔚珍 德川里 
三國時代 生活遺蹟

성림문화재연구원

15 조현경·조남철·이우현 2013 충주 탑평리 탄금호 조정경기장  조성부지 내 유적 출토 철괴 및 
슬래그 분석

忠州 塔坪里 彈琴湖 漕艇競技場 
造成敷地內 忠州 塔坪里遺蹟 -本文- 중앙문화재 연구원 

16 박학수 2014 화성 기안동 제철유적 출토품의 분석 華城 旗安洞 製鐵遺蹟 -홍익대학교  
실습부지내 학술발굴조사보고서- 국립중앙박물관

17 신경환‧이남규‧최영민 2014 밀양 금곡제철유적 출토 제철관련  자료의 금속학적 분석 및 고찰
密陽 林川里 金谷製鐵遺蹟  
-밀양역~삼랑간 국도건설구간 내 
유적 발굴조사(C·D구역)

삼강문화재연구원

18 蘇培慶 2015 平澤 佳谷里 遺蹟 製鐵爐 檢討
平澤 佳谷里 遺蹟 - 진위2  
일반산업단지(2단계) 조성부지 내 
시·발굴조사보고서-

삼강문화재연구원
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19 신경환‧이남규‧최영민 2016 밀양 임천‧금곡제철유적 출토  제철관련 자료의 금속학적 분석 및 
고찰

밀양 임천·금곡 유적  –밀양역~삼랑 
국도건설공가 구간 내 문화유적 
A·B지구 [임천분묘유적]

두류문화유산연구원

20 조남철·이유나 2017 평택 가곡리 유적 제철부산물의 금속학적 연구 
평택 가곡리 유적, 평택 진위2  
일반산업단지(1단계) 조성부지 내 
유적 발굴조사

한울문화재 연구원

21 김수기 2018 청주 송절동 유적 Ⅱ지구 및 Ⅶ지구  5지점 출토 철제유물의 
금속학적 분석

淸州 테크노폴리스 造成事業敷地 內  
淸州 松節洞 遺蹟Ⅻ -自然科學分析- 중원문화재연구원

22 이은우‧김은지‧곽병문‧한영우 2018 아산 북수리유적 출토 제철관련 시료의 자연과학적 분석결과 牙山 北水里遺蹟 동아세아문화재연구원

23 이은우·김은지·곽병문·한영우 2018 제철유적 출토시료의 자연과학적 분석 충주 칠금동(392-5번지  
일대)제철유적 발굴조사보고서Ⅰ 중원문화재 연구소
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燃料(木炭窯) 資料 集成
 
■ 報告書

順序 發行機關 年度 題目 備考

1 명지대학교박물관 1994 龍仁 佐恒里 高麗古墳群 發掘調査報告書 무측구식

2 부산대학교박물관 1994 蔚山 檢丹里 마을遺蹟 측구식

3 충남대학교박물관 1999 천안 대흥리 유적 측구식

4 충청매장문화재연구원 1999 천안 용원리A지구 유적(본문) 측구식

5 한국문화재보호재단 1999 慶州 競馬場豫定敷地 C-1地區 發掘調査報告書 측구식

6 한국문화재보호재단 1999 淸原 梧倉遺蹟(Ⅰ) 측구식

7 한국문화재보호재단 1999 淸州 梧倉遺蹟(Ⅱ) 측구식

8 울산대학교박물관, 
부산대학교고고학과

2000 蔚山大學校博物館 學術硏究叢書 第 5輯. 측구식

9 한국문화재보호재단 2000 淸原 梧倉遺蹟 측구식

10 한국문화재보호재단 2000 청주 용정동 유적 측구식

11 한국문화재보호재단 2000 淸州 龍岩遺蹟 측구식

12 서울대학교 인문학연구소 2001 龍阮里遺蹟-C地區發掘調査報告書- 측구식

13 세종대학교박물관 2001 용인 언남리 유적 발굴조사 보고서 무측구식

14 중앙문화재연구원 2001 文白 電氣․電子農工團地 造成敷地內 鎭川 思陽里遺蹟, 發掘調査 第 5冊 측구식

15 충청매장문화재연구원 2001 瑞山 麗美理 遺蹟 무측구식

16 충청매장문화재연구원 2001 서산 무장리 유적 측구식

17 한국문화재보호재단 2001 경주시 황성동 537-2 임대아파트 신축부지 발굴조사보고서 측구식

18 한국문화재보호재단 2001 中部內陸高速道路 忠州區間 文化遺蹟 發掘調査報告書 측구식
19 경상북도문화재연구원 2002 대구 수성구 상동 우방아파트 건립부지내 상동유적발굴조사보고서 측구식
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20 고려대학교 
매장문화재연구소

2002 대전 노은동유적 대전월드컵 경기장 건립지역 측구식

21 동국대학교경주캠퍼스박물
관

2002 慶州 蓀谷洞·勿川里(I) -木炭窯遺蹟- -競馬場 豫定敷地(史蹟 430號) B地區- 측구식

22 울산문화재연구원 2003 울산 신현동 황토전 유적 무측구식

23 충청문화재연구원 2003 牙山 鳴岩里遺蹟(11․3지점) 측구식

24 한남대학교중앙박물관 2003 대전 대정동유적 측구식

25 고려대학교 
매장문화재연구소

2004 천안 신계리 유적 측구식, 무측구식

26 국립경주문화재연구소 2004 慶州 孫谷洞·勿川里遺蹟-慶州競馬場豫定敷地 A地區 측구식

27 복천박물관 2004 金海 花亭遺蹟 측구식

28 울산발전연구원 문화재센터 2004 울산 중산동 이화유적 　

29 울산발전연구원 문화재센터 2004 울주 구수리 유적 　

30 중앙문화재연구원 2004 화성 발안지방산업단지 조성지역내 화성 구문천리유적 무측구식

31 충남대학교  백제연구소 2004 아산 테크노컴플렉스 지방산업단지 내 문화유적 발굴조사 아산 명암리유적(1차) 측구식, 무측구식

32 충청남도역사문화원 2004 천안 불당지구 택지개발조성부지 내 천안 불당동유적 天安 佛堂洞 遺蹟 측구식

33 한신대학교박물관 2004 龍仁 星福洞 統一新羅時代 窯址 무측구식

34 기전문화재연구원 2005 龍仁 寶亭里 소실遺蹟 試·發掘調査 報告書 무측구식

35 세종대학교박물관 2005 하남 덕풍동-덕풍동 산24-4번지 및 덕풍동 559-1번지 발굴조사 보고서 　

36 울산문화재연구원 2005 울산 매곡동 유적 Ⅰ지구 측구식, 무측구식

37 울산문화재연구원 2005 울산 매곡동 유적 Ⅱ지구 측구식, 무측구식

38 울산문화재연구원 2005 울산 매곡동 유적 Ⅲ지구 무측구식

39 울산문화재연구원 2005 울산 천전리 진현·압골 유적 무측구식

40 한국문화재보호재단 2005 용인 동백택지개발사업지구내 용인 동백리 중리유적 무측구식

41 경기문화재연구원 2006 華城  盤松里 행장골 遺蹟 측구식
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42 기전문화재연구원 2006 波州 金蠅里·德隱里遺蹟 무측구식

43 기전문화재연구원 2006 화성 반송리 행장골 유적-동탄 택지개발사업지내 구내 20지점 발굴조사 보고서 측구식

44 울산문화재연구원 2006 울산 매곡동 유적 Ⅳ지구 　

45 중앙문화재연구원 2006 경주 인동리·배동·제내리유적 측구식

46 중앙문화재연구원 2006 경주 하구리 유적 측구식

47 중앙문화재연구원 2006 국지도 56노선 도로개설 공사구간 내 양주 회암동유적 무측구식

48 중앙문화재연구원 2006 안성-음성간 고속도로 건설공사구간내 안성 갈전리유적 무측구식

49 중앙문화재연구원 2006 청주 강서(1) 택지개발사업지구내 청주 강서동 유적 측구식

50 중앙문화재연구원 2006 충주 용두-금가간 우회도로건설구간내 충주 김생사지 무측구식

51 중원문화재연구원 2006 忠州 薔薇山城-1次 發掘調査 報告書 무측구식

52 경기문화재연구원 2007 華城 半月里 속반달이 遺蹟 무측구식

53 경기문화재연구원 2007 華城 石隅里 먹실遺蹟 무측구식

54 기전문화재연구원 2007 南楊州 好評洞 지새울 遺蹟 무측구식

55 기전문화재연구원 2007 수원 영통동 뒷골 유적 무측구식

56 기전문화재연구원 2007 烏山 佳水洞 遺蹟 무측구식

57 기전문화재연구원 2007 華城 東鶴山 遺蹟 무측구식

58 울산문화재연구원 2007 울산 매곡동 신기유적Ⅲ 무측구식

59 울산문화재연구원 2007 울산 매곡동 유적 Ⅲ-2지구,Ⅳ-2지구,Ⅴ지구 무측구식

60 울산문화재연구원 2007 울산 중산동 약수유적Ⅰ 측구식, 무측구식

61 중앙문화재연구원 2007 충주 용산동 아파트 신축부지내 충주 용산동유적 측구식

62 중앙문화재연구원 2007 충주 용산리·대곡리·장성리 유적 측구식

63 중원문화재연구원 2007 충주 노은 골프장 조성사업부지 내 충주 신효리 유적 측구식

64 기전문화재연구원 2008 廣州 鎭牛里 遺蹟 무측구식

65 중앙문화재연구원 2008 광주 고산1지구 아파트 건립부지내 광주 고산리유적 무측구식
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66 중앙문화재연구원 2008 군포 부곡택지개발지구내 군포 부곡동 유적 무측구식

67 중앙문화재연구원 2008 김천-어모간 국도확장공사구간내 김천 옥률리·남산리유적 무측구식

68 중앙문화재연구원 2008 안성 오촌리 공장부지내 안성 오촌리유적 무측구식

69 중앙문화재연구원 2008 진천IC-금왕(2공구) 도로건설공사구간내 음성 유촌리・도청리・회리 유적 측구식

70 중앙문화재연구원 2008 청원 오송생명과학산업단지 내 청원 연제리 유적 측구식

71 중앙문화재연구원 2008 평택 이주단지 조성사업부지내 평택 남산리유적 무측구식

72 중원문화재연구원 2008 청주 비하동 계룡리슈빌 유적Ⅱ 아파트 사업부지내 청주 비하동유적 측구식

73 중원문화재연구원 2008 淸州 西村洞 遺蹟 1·2 측구식

74 충청문화재연구원 2008 천안 용정리 유적 측구식

75 한국문화재보호재단 2008 울산 대밀·양수정·상삼정·삼정리유적-울산권 광역상수도(대곡댐)사업 편입부지내 5차 발굴조사- 측구식, 무측구식

76 한국문화재보호재단 2008 울산 활천·서하·천전리 유적 측구식

77 한백문화재연구원 2008 광주 봉현리 유물산포지 유적                                                                        무측구식

78 한백문화재연구원 2008 남양주 수석-호평간 도로구간내 유적                                            무측구식

79 한백문화재연구원 2008 여주 부평리 기와가마 유적               무측구식

80 경기문화재연구원 2009 汶山 堂洞里 遺蹟 무측구식

81 경기문화재연구원 2009 城南 島村洞 類蹟 무측구식

82 경남발전연구원 
역사문화센터

2009 창원 사림동 유적 측구식

83 동서문물연구원 2009 함안 신음리 유적 측구식

84 명지대학교박물관 2009 龍仁 草芙里 白磁窯 發掘調査報告書 - 龍仁 自然休養林 造成敷地內 遺蹟 - 무측구식

85 중앙문화재연구원 2009 안성 공도 만정리 공동주택부지내 안성 만정리Ⅱ유적 / 안성 만정리Ⅱ 유적 　

86 중앙문화재연구원 2009 진천-두교리 도로공사구간내 진천 금곡리유적 측구식, 무측구식

87 중앙문화재연구원 2009 진천-두교리 도로공사구간내 진천 내촌리 당골 유적 측구식

88 중앙문화재연구원 2009 충주 첨단지방산업단지 조성사업부지내 충주 본리·영평리·완오리 유적 측구식, 무측구식

89 중원문화재연구원 2009 안성 공도 만정리 공동주택부지내 안성 만정리 유적Ⅱ 측구식
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90 중원문화재연구원 2009 예천 양수 1·2호기 건설예정부지관련 醴泉 御臨山城 측구식, 무측구식

91 중원문화재연구원 2009 충주 귀래~목행간 도로 확 포장공사 구간 문화유적 발굴조사 동막리·야동리·구룡리 유적 측구식

92 충청문화재연구원 2009 아산 풍기동 앞골 유적 측구식

93 충청문화재연구원 2009 천안 구성동 청당골 유적 무측구식

94 한백문화재연구원 2009 여주 금당리 유적 무측구식

95 경기문화재연구원 2010 龍仁 靈德洞 遺蹟 무측구식

96 경기문화재연구원 2010 坡州 東牌里Ⅱ 遺蹟 무측구식

97 경기문화재연구원 2010 坡州 瓦洞里Ⅱ 遺蹟 무측구식

98 경기문화재연구원 2010 華城 花山洞 遺蹟 무측구식

99 경남발전연구원역사문화센터 2010 밀양 사포리 유적 측구식, 무측구식

100 고려문화재연구원 2010 오산 내삼미동 유적-오산 세교 지구 도로구간 내 시발굴조사   측구식

101 기전문화재연구원 2010 김포 마송 유적 무측구식

102 기전문화재연구원 2010 오산 지곶동 유적 측구식

103 기전문화재연구원 2010 충주 수룡리 원모롱이 유적 측구식, 무측구식

104 기전문화재연구원 2010 화성 분천리 유적 측구식

105 기호문화재연구원 2010 충주 수룡리 원모룽이 유적-나라cc 대중골프장 조성부지 내 유적 발굴조사 측구식

106 삼강문화재연구원 2010 晋州 上村里 遺蹟 측구식

107 성림문화재연구원 2010 경주 천군동 청동기시대 취락유적 측구식

108 신라문화유산연구원 2010 경주 문산리 청동기시대 유적 무측구식

109 울산문화재연구원 2010 울산 상안동 유적 무측구식

110 중앙문화재연구원 2010 충주 하구암리 유적 ㈜애강 공장부지내 충주 만정리유적 측구식, 무측구식

111 중원문화재연구원 2010 利川 長湖院一般産業團地內  利川 珍岩里遺蹟 무측구식

112 중원문화재연구원 2010 이천 장호원 일반산업단지내 발굴조사 측구식

113 중원문화재연구원 2010 淸原 星山里遺蹟 청원 미호천(Ⅱ)지구 농업용수개발사업 오창공구 내 2·3차 발굴조사 무측구식
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114 중원문화재연구원 2010 충주 제3산업단지 조성사업부지내 충주 목행동유적 측구식

115 충청문화재연구원 2010 대전 원신흥동 덜레기 유적 측구식

116 충청북도문화재연구원 2010 나라 C.C조성 화장사업부지내 충주 수룡리 산막골 유적 측구식, 무측구식

117 한강문화재연구원 2010 서울 진관동 유적Ⅲ 무측구식

118 한국문물연구원 2010 울산 매곡동 택지개발 사업지구 내 울산 매곡동   330-2번지 유적 무측구식

119 겨레문화재연구원 2011 경동나비엔 신공장 부지 문화유적  발굴조사 결과 보고서 측구식

120 경기문화재연구원 2011 烏山 內三美洞 遺蹟 오산-세교 택지개발지구내 (2지점) 문화유적 발굴조사 측구식

121 경기문화재연구원 2011 龍仁 書川洞遺蹟 - 용인 서천택지개발사업부지내 문화유적 시 발굴조사 측구식, 무측구식

122 동아세아문화재연구원 2011 울산 호계·매곡동 유적 측구식

123 백제문화재연구원 2011 대전 상대동(중둥골 양촌) 유적 1 측구식

124 성림문화재연구원 2011 경산 중산동 160-1번지 생활유적 측구식

125 신라문화유산연구원 2011 경주 외동읍 문산 일반산업부지 내 유적  경주   문산리 유적Ⅱ   56책 측구식

126 중앙문화재연구원 2011 충주 만정리 골프장 사업부지내 충주 만정리유적 측구식

127 중앙문화재연구원 2011 파주 운정(2) 택지개발지구내 파주 운정유적 -3・4・5・6지점- 측구식, 무측구식

128 중앙문화재연구원 2011 행정중심복합도시부지 1-6지점  - 연기 갈운리유적Ⅲ- 무측구식

129 중원문화재연구원 2011 忠州 水安堡~乷味(송정-평촌)間 道路 擴·鋪裝工事 區間 內 文化遺蹟 發掘조사 報告書 무측구식

130 중원문화재연구원 2011 음성 드래곤힐CC 조성사업부지내 문화재 시·발굴조사 측구식

131 중원문화재연구원 2011 중원지방산업단지 진입도로 개설부지 내 문화유적 발굴조사 –충주 당우리유적- 측구식

132 중원문화재연구원 2011 청주 성화2지구 주택개발사업부지내 발굴조사 -청주 성화2지구 유적- 측구식

133 중원문화재연구원 2011 청주시 국도대체우회도로(오동-구성) 건설공사 구간 내 발굴조사 –청주 오동유적- 측구식

134 중원문화재연구원 2011 충주 목행동 유적 측구식

135 중원문화재연구원 2011 화성 향남 2지구 택지개발부지 문화재 발굴조사-1지점·2지점·3지점·4지점 –화성 향남 2지구 유적- 무측구식

136 충청북도문화재연구원 2011 음성 양덕리 유적 무측구식

137 충청북도문화재연구원 2011 음성 육령리·오생리 및 충주 모남리 유적 측구식, 무측구식
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138 한국문화재보호재단 2011 중부내륙고속도로 충주구간 문화유적 발굴조사보고서 측구식, 무측구식

139 한빛문화재연구원 2011 경산 대원리·신제리·광석리 유적 측구식

140 경기문화재연구원 2012 金浦 陽谷遺蹟 무측구식

141 경기문화재연구원 2012 화성 기안리 발굴조사 보고서 측구식

142 기전문화재연구원 2012 충주 사미리·조천리 유적 측구식, 무측구식

143 기호문화재연구원 2012 충주 사마리 조천리 유적-충주앙성 제피로스 G.C 조성사업부지 내 유적 발굴조사- 측구식

144 중앙문화재연구원 2012 충주 기업도시 건설부지내 충주 화곡리유적 측구식

145 중원문화재연구원 2012 KM그린(로얄포레)CC造成事業敷地內 忠州 大花里 遺蹟 측구식

146 중원문화재연구원 2012 고속국도 제40호선 음성~충주 간 건설공사 제 4구간(5·6공구)문화유적 발굴조사 보고서 측구식, 무측구식

147 중원문화재연구원 2012 고속국도 제40호선 음성~충주간 건설공사 문화유적 발굴조사(제3구간) 충주 화석리·문성리 유적 측구식

148 중원문화재연구원 2012 충주 대화리 유적 측구식, 무측구식

149 한강문화재연구원 2012 인천 육도 유적 측구식, 무측구식

150 경기문화재연구원 2013 고양 원흥동·도내동 유적 무측구식

151 경기문화재연구원 2013 坡州 野塘里Ⅲ 遺蹟 무측구식

152 경인문화재연구원 2013 이천 월포리 유적 측구식

153 기전문화재연구원 2013 충주 문락리 회문 유적 측구식, 무측구식

154 중앙문화재연구원 2013 고속국도 제65호선 울산-포항간 건설공사구간내 울산 두산리·경주 녹동리유적 측구식, 무측구식

155 중앙문화재연구원, 2013 음성원남산업단지 조성사업부지내 음성 상노리유적 무측구식

156 중원문화재연구원 2013 청주 통합정수장 현대화사업 부지 내 청주 지북동 유적 측구식, 무측구식

157 충청북도문화재연구원 2013 沃川 仁浦里 炭窯 遺蹟 무측구식

158 충청북도문화재연구원 2013 충주 장태산·장천리·잠병리·율능리 유적 무측구식

159 한강문화재연구원 2013 김포 운양동 유적Ⅱ 무측구식

160 중원문화재연구원 2014 鎭川 新尺産業團地 造成敷地 內- 鎭川 新尺里 遺蹟 측구식

161 중원문화재연구원 2014 충주 동촌CC 조성사업부지내 문화유적 연장 발굴조사 충주 가신리·문성리 유적 측구식, 무측구식
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162 울산문화재연구원 2015 울산 신천동 519 유적 무측구식

163 울산문화재연구원 2015 울산 중산동 산96 유적Ⅰ 무측구식

164 한국문물연구원 2015 고속국도 제1호선 언양~영천간 확장공사(제1,2공구) 내 울주 직동리, 서하리, 인보리, 활천리 유적 측구식

165 영남문화재연구원 2016 蔚州 活川里遺蹟 측구식

166 울산발전연구원 문화재센터 2016 울산 신현동 344번지 유적 무측구식

167 중원문화재연구원 2016 괴산 대제산업단지 조성공사 문화재 발굴조사 괴산 제월리·대덕리 유적 측구식, 무측구식

168 중원문화재연구원 2016 음성 백야수목원 조성사업 문화재 발굴조사  음성   백야리 유적 무측구식

169 충청북도문화재연구원 2016 충주 메가폴리스 조성사업부지 내 - 충주 영평리·화곡리 유적 - 측구식, 무측구식

170 호서문화유산연구원 2017 청주 가좌리 550-2번지 유적 측구식, 무측구식
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■ 著書

順序 著者 年度 書名 出版社 備考

1 文化財管理局 1985 全國의  鐵産地 文化財管理局 　

2 양관 저 / 노태천·김영수 번역 1992 중국  고대 야철기술발전사 대한교과서주식회사 　

3 辛東韶 등 1994 林産化學 鄕文社 　

4 조명제 외 1996 한국의  에너지, 동력기술발달사 학연문화사 　

5 석현덕·장철수 1999 목탄・목초액의 산업화 연구 한국농촌경제연구원 　

6 노태천 2000 韓國古代  冶金技術史 硏究 學硏文化社 　

7 박상범 2003 대나무  숯 만들기 1, 2, 3 산림, 산림조합 　

8 국립문화재연구소 편 2019 韓國考古學專門事典-生産遺蹟篇 국립문화재연구소 　



中國
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■ 学位论文

序号 作者 出版年代 题目 学校名

1 王可 1988 从铁器的鉴定论宋以后用煤炼铁及煽炼法炼钢 北京科技大学

2 苗长兴 1991 从河南铁器鉴定论封建社会后期钢铁技术的发展及灌钢技术的初步研究 北京科技大学

3 陈建立 1998 从汉王陵铁器研究再论汉代钢铁技术 北京科技大学

4 段红梅 2001 三晋地区出土战国铁器的调查与研究－兼论中国钢铁技术第一次大发展 北京科技大学

5 陈建立 2001 北票喇嘛洞鲜卑墓地出土铁器的金相学及相关问题研究 北京科技大学

6 付文军 2003 技术变迁中的制度因素——以秦汉铁犁为例 西北大学

7 李晓岑 2004 古滇地区出土金属器的技术研究 北京科技大学

8 杜胜国 2005 先秦时期楚国地质矿冶技术与社会经济发展研究 中国地质大学

9 张保强 2006 唐代西南矿冶业与区域经济的开发 西南大学

10 秦立凯 2006 先秦两汉时期西南铁器的传播与发展 西南大学

11 黄维 2006 从宋代铁钱探讨用煤炼铁 北京科技大学

12 陶新伟 2008 新郑郑韩故城研究 湘潭大学

13 陈武 2008 辽代两处冶铁遗址炉渣研究 北京科技大学

14 黄全胜 2008 广西贵港地区古代冶铁遗址调查及炉渣研究 北京科技大学

15 高月志 2009 山东莱芜古矿冶遗址初步考察研究 北京科技大学

16 孔为 2009 北京市延庆县大庄科乡三处冶铁遗址的炉渣等遗物研究 北京科技大学

17 李健 2009 新泰单家庄矿冶遗址综合研究 山东大学

18 袁晓红 2009 新疆巴州地区部分遗址冶金考古研究 北京科技大学

19 刀青原 2010 阿昌族户撒刀造型艺术研究 昆明理工大学

20 王凯 2010 郑韩故城手工业遗存的考古学研究 郑州大学

21 于永平 2010 广西兴业古绿鸦冶铁遗址群五处地点初步考察研究 北京科技大学
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22 程瑜 2010 北京延庆地区出土铁器的初步研究 北京科技大学

23 许书理 2010 炼铜技术对炼铁技术的影响（公元前8世纪～2世纪） 郑州大学

24 巨坚强 2011 从兵器铭文看战国时期秦与三晋冶铸业的地理分布 陕西师范大学

25 刘海宇 2011 郑韩故城梳妆台出土冶炼遗物与铁器的初步分析 北京科技大学

26 陆德富 2011 战国时代官私手工业的经营形态 复旦大学

27 于敏 2011 秦汉时期铁兵器取代铜兵器研究 北京科技大学

28 秦臻 2011 舞钢、西平地区战国秦汉时期冶铁遗址研究—从微观 到宏观 北京大学

29 包明明 2011 铁农具的推广对中国古代传统农业的影响 北京科技大学

30 王启立 2012 燕山地带部分辽代冶铁遗址的初步调查研究 北京科技大学

31 赵九洲 2012 古代华北燃料问题研究 南开大学

32 杜宁 2013 山东临淄齐国故城冶金遗址的调查与研究 北京科技大学

33 柳宁宁 2013 从考古资料看两汉时期辽海地区的经济发展 渤海大学

34 刘前凤 2013 三峡地区先秦两汉时期的铁器研究 重庆师范大学

35 庞奋飞 2013 汉代生产力发展与消费经济关系探析 青海师范大学

36 付龙腾 2013 宿迁青墩遗址的遗迹及相关问题研究 南京大学

37 杨江林 2013 战国秦汉时期滇池区域出土铁器研究 云南大学

38 魏薇 2013 冶铁遗址三维激光扫描技术研究 北京科技大学

39 郭美玲 2014 陕西黄陵寨头河战国墓地出土金属器的科学分析与制作技术研究 北京科技大学

40 檀剑 2014 黑龙江省凤林古城出土铁器研究 北京科技大学

41 蒋琳 2014 东北地区早期铁器的发现与研究 吉林大学

42 张周瑜 2014 山东章丘东平陵故城冶铁遗址冶金考古研究 北京大学

43 黄兴 2014 中国古代冶铁竖炉炉型研究 北京科技大学

44 唐来恩 2015 先秦两汉凹字形铁套刃的初步研究 南京大学

45 刘培峰 2015 山西传统坩埚炼铁技术研究 北京科技大学
46 刘海峰 2015 中国古代制铁炉壁材料初步研究 北京科技大学



- 29 -

47 刘海峰 2015 中国古代制铁炉壁材料初步研究 北京科技大学

48 李世佳 2015 广西沿江沿海地区汉代考古遗存的初步研究 广西师范大学

49 文娟 2015 磨沟遗址出土铁器分析及冶铁技术初步研究 西北大学

50 邵海洋 2015 渤海国手工业遗存类型及相关问题研究 内蒙古师范大学

51 杨素英 2015 河南地区两汉时期铁矿冶铸遗址的发现与初步研究 重庆师范大学

52 王玺明 2015 从渤海遗址遗物看渤海国的社会经济 黑龙江省社会科学院

53 朱泽荣 2015 杨宽先秦史研究成就述论 兰州大学

54 陈丽娟 2015 郑韩故城冶铸手工业作坊的生产模式研究 北京科技大学

55 刘亚雄 2016 陕西临潼新丰墓地出土金属器的科学分析 北京科技大学

56 刘通 2016 汉代工官管理体系探究 山东艺术学院

57 李梦雨 2016 西安市出土汉代铁剑的初步研究 北京科技大学

58 李潘 2016 基于GIS的延庆大庄科冶铁遗址群景观考古研究 北京科技大学

59 代全龙 2017 辽宁盖州青石岭山城冶炼遗物研究 北京科技大学

60 吴珍锡 2017 三燕文化及其与高句丽、朝鲜半岛南部诸国文化交流的考古学研究 吉林大学

61 王笑 2017 张家川马家塬战国墓鍰金银铁矛研究 西北师范大学

62 汤洁娟 2017 中原地区两周手工业遗存研究 郑州大学

63 佟路明 2017 黑龙江阿城东川冶铁遗址初步考察研究 北京科技大学

64 赖丹 2018 湘江流域先秦两汉铁器研究 湖南大学

65 李硕阳 2018 云南东川玉碑地遗址冶炼技术研究 北京科技大学

66 王荣耕 2018 邯郸地区冶铁遗址初步调查研究 北京科技大学

67 王荣耕 2018 邯郸地区冶铁遗址初步调查研究 北京科技大学

68 张昕瑞 2018 汉阳陵出土铁器制作工艺与保存现状研究 西北大学

69 唐晨欣 2019 江苏地区先秦两汉时期出土铁器研究 东北师范大学
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■ 期刊论文，发表文

序号 作者 出版年代 论文题目 期刊名 期号 页码

1 杨宽 1955 试论中国古代冶铁技术的发明和发展 文史哲 2 26-30

2 杨宽 1956 论南北朝时期炼钢技术上的重要发明 历史研究 4 73-76

3 黄展岳 1957 近年出土的战国两汉铁器 考古学报 3 93-108

4 杨宽 1959 关于水力冶铁鼓风机“水排”复原的讨论 文物 7 48-49

5 黄尧仁 1959 我国古代的金属学与钢铁热处理技术 金属热处理 12 21-23

6 华觉明·杨根·刘恩珠 1960 战国两汉铁器的金相学考查初步报告 考古学报 1 73-88,  136-143

7 杨宝顺 1963 河南鶴壁市汉代冶铁遗址 考古 10 550-552,  7-8

8 李京华·王兆文·李永青·刘建州 1965 从南阳宛城遗址出土汉代犁铧模和铸范看犁铧的铸造工
艺过程 文物 7 1-9,  11

9 陆达 1966 中国古代的冶铁技术 金属学报 1 1-3

10 张子高·杨根 1973 从侯马陶范和兴隆铁范看战国时代的冶铸技术 文物 6 62-65,  60, 82

11 李京华 1974 汉代铁农器铭文试释 考古 1 61-66,  60

12 李众 1975 中国封建社会前期钢铁冶炼技术发展的探讨 考古学报 2 1-22,  174-179

13 冶军 1975 铜绿山古矿井遗址出土铁制及铜制工具的初步鉴定 文物 2 19-25、99-100

14 冶军 1975 铜绿山古矿井遗址出土铁制及铜制工具的初步鉴定 文物 2 19-25,  99-100

15 李京华 1976 渑池县发现的古代窖藏铁器 文物 8 45-51

16 李众 1976 关于藁城商代铜钺铁刃的分析 考古学报 2 17-34,  187-194

17 李众 1976 从渑池铁器看我国古代冶金技术的成就 文物 8 59-61,  51

18 叶史 1976 藁城商代铁刃铜钺及其意义 文物 11 56-59



- 31 -

19 华觉明 1976 中国古代钢铁冶炼技术 金属学报 2 222-231,  267-274

20 黄展岳 1976 关于中国开始冶铁和使用铁器的问题 文物 8 62-70

21 　 1976 河南渑池窖藏铁器检验报告 文物 8 52-58,  98

22 杨式梃 1977 关于广东早期铁器的若干问题 考古 2 97-106

23 中国历史博物馆考古调查组 1977 河南登封阳城遗址的调查与铸铁遗址的试掘 文物 12 52-65

24 《中国冶金史》编写组 1978 河南汉代冶铁技术初探 考古学报 1 1-24,  138-139

25 刘云彩 1978 中国古代高炉的起源和演变 文物 2 18-27

26 凌业勤·华觉明 1978 世界最早的可锻铸铁 铸工 2 1-3

27 华觉明 1978 中国古代钢铁技术的独创性成就 钢铁 2 59-65,  99-101

28 　 1978 我国古代炼铁技术 化学通报 2 47-51,  28

29 　 1978 郑州古荥镇汉代冶铁遗址发掘简报 文物 2 28-43

30 　 1978 从古荥遗址看汉代生铁冶炼技术 文物 2 44-47,  27

31 李京华 1979 河南汉魏时期球墨铸铁的重大发现 河南文博通讯 2 48

32 傅振伦 1979 中国铁器的发明 兰州大学学报 2 85-90

33 胡澱咸 1979 试论殷代用铁 安徽师大学报(哲学社会科
学版) 4 83-91

34 丘亮辉 1980 关于“河三”遗址的铁器分析 中原文物 4 33-42

35 丘亮辉 1980 我国早期的铁刃铜钺(兵器) 北京钢铁学院学报 3 2-126

36 雷从云 1980 三十年来春秋战国铁器发现述略 中国历史博物馆馆刊 0 92-102,  83

37 雷从云 1980 战国铁农具的考古发现及其意义 考古 3 259-265

38 李京华·汤文兴 1980 河南冶金考古主要收获 史学月刊 3 42-45

39 杨宽 1980 我国历史上铁农具的改革及其作用 历史研究 5 89-98

40 华觉明·李京华·关洪野·吉承周 1980 两千年前有球状石墨的铸铁 广东机械 2 34-42

41 丘亮辉 1981 试论我国古代冶金的特点 自然辩证法通讯 2 46-58

42 关洪野·华觉明 1981 汉魏铸铁中球状石墨形貌及结构的研究 自然辩证法通讯 1 66
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43 田长浒 1981 中国古代铸铁源流与演进 成都科技大学学报 4 127-138

44 何堂坤 1981 百炼钢及其工艺 自然辩证法通讯 5 64

45 何堂坤 1981 我国古代花纹钢的初步研究 自然辩证法通讯 3 61

46 何堂坤 1981 我国古代的钢铁热处理技术 金属热处理 3 1-4

47 李京华 1982 河南镇平出土的汉代窖藏铁范和铁器 考古 3 243-251

48 华觉明 1982 汉魏高强度铸铁的探讨 自然科学史研究 1 1-20,  97-98

49 李蜀庆·钱翰城·李京华 1983 关于汉代铁器中球状石墨和基体组织成因的研究 重庆大学学报(自然科学版) 1 84-101

50 逄振镐 1983 两汉时期山东冶铁手工业的发展 东岳论丛 3 103-107

51 韩汝玢 1983 我国古代的渗碳技术 机械工人 8 2,  65

52 李京华 1984 河南古代铁农具 农业考古 2 83-89

53 万树瀛 1984 「山东滕县出土金代官印和铁权」 『考古』 . 8 762

54 孙进己 1984 东北古代民族使用铁器的历史及对“铁器时代”之管见 民族学研究 0 65-75

55 何堂坤 1984 我国古代的钢铁刀剑 机械工人 8 2,  65

56 何堂坤 1984 我国传统的花纹钢工艺 机械工人 3 2,  65

57 韩汝玢·柯俊 1984 中国古代的百炼钢 自然科学史研究 4 316-320,  391-392

58 华觉明 1984 中国古代铸造技术的八大成就(下) 铸造 5 1-7

59 华觉明 1984 中国古代铸造技术的八大成就 铸造 4 1-8

60 黄展岳 1984 试论楚国铁器 湖南考古辑刊 0 142-157

61 后德俊 1984 楚国铁器及其对农业生产的影响 农业考古 2 66-71

62 金家广 1985 中国古代开始冶铁问题刍议 河北大学学报(哲学社会科
学版) 3 88-93

63 李京华 1985 秦汉铁范铸造工艺探讨 史学月刊 5 3-16

64 李京华·陈顺成 1985 河南古代铜冶金技术 有色金属 1 91-95

65 李京华 1985 河南古代铁农具(续) 农业考古 1 55-65
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66 赵青云·李京华·韩汝玢·丘亮辉·柯俊 1985 巩县铁生沟汉代冶铸遗址再探讨 考古学报 2 157-183,  267-270

67 何堂坤·林育炼·叶万松·余扶危 1985 洛阳坩埚附着钢的初步研究 自然科学史研究 1 59-63,  100

68 林蔚文 1986 古代东南越人的铜铁冶铸业 中央民族学院学报 2 71-78

69 夏麦陵 1986 殷代能冶炼铁吗?——兼谈中国冶铁始于何时 史学月刊 2 10-14

70 郭声波 1987 西汉山阳郡铁官考 中国历史地理论丛 1 18

71 唐云明 1987 再论藁城台西出土的铁刃钺及我国早期用铁的问题 郑州大学学报(哲学社会科
学版) 6 83-88

72 李京华 1987 河南冶金考古概述 华夏考古 1 202-219

73 李仲均 1987 中国古代用煤历史的几个问题考辨 地球科学 6 665-670

74 李京华·杨振威 1988 信阳毛集古矿冶遗址调查简报 华夏考古 4 16-21

75 　 1988 河南新安县上孤灯汉代铸铁遗址调查简报 华夏考古 2 42-50,  75

76 刘慧 1989 山东省莱芜市古铁矿冶遗址调查 考古 2 149-154

77 李京华 1989 河南冶金考古略述 中原文物 3 97-101

78 李京华 1989 十年来河南冶金考古的新进展 华夏考古 3 68-81

79 余志勇 1989 关于汉代冶铁技术的几个问题 西北第二民族学院学报(哲
学社会科学版) 0 92-96

80 李京华 1990 实验室考古促进金属考古学飞速发展 文物保护与考古科学 2 45-47

81 徐学书 1990 战国晚期官营冶铁手工业初探 文博 2 36-41,  32

82 孙机 1990 略论百炼钢刀剑及相关问题 文物 1 72-78,  59

83 袁建平 1990 中国古代用铁最初是用于生产工具吗? 求索 4 123-124

84 张先得·张先禄 1990 北京平谷刘家河商代铜钺铁刃的分析鉴定 文物 7 66-71

85 宫衍兴·解华英·胡新立 1991 薛国故城勘查和墓葬发掘报告 考古学报 4 449-495,  521-534

86 杜(艹弗)运  1991 一批隋唐墓出土铁器的金相鉴定 考古 3 273-276,  295

87 邓道炼 1991 江西永平铁冶遗址初探 江西文物 3 33-35

88 梁慧 1991 东汉及南北朝铸铁的技术分析 成都科技大学学报 1 65-72
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89 山东省济宁市文物管理局 1991 薛国故城勘查和墓葬发掘报告 考古学报 第4期 449-495、521-534。

90 余志勇 1991 中国冶铁用铁开始期和起源地刍议 西北第二民族学院学报(哲
学社会科学版) 1 49-56

91 王文强·李京华 1991 鹤壁市故县战国和汉代冶铁遗址出土的铁农具和农具范 农业考古 3 189-192
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217 白云翔 2014 汉代“蜀郡西工造”的考古学论述 四川文物 6 39-51

218 施劲松 2014 川西石棺墓中的铁器 南方民族考古 　 　

219 杨菊·李延祥·于璞 2014 北京延庆胡家营遗址出土铁器的科学分析 广西民族大学学报(自然科
学版) 1 37-43

220 杨菊·李延祥·赵福生·楼朋林 2014 北京昌平马刨泉长城戍所遗址出土铁器的实验研究——
兼论炒钢工艺的一种判据 中国科技史杂志 2 177-187
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221 陈建立 2014 先秦两汉钢铁技术发展与传播研究新进展 南方民族考古 0 251-262

222 冯永谦 2014 辽代矿冶采炼和金工器物的考古学考察 辽金历史与考古 　 　

223 黄全胜·李延祥·陈建立·龚海 2014 广西贵港六穴岭汉代冶铁遗址初步研究 南方民族考古 　 　

224 黄全胜·李延祥·陈建立·龚海 2014 广西贵港六穴岭汉代冶铁遗址初步研究 南方民族考古 0 231-238

225 檀剑·李延祥 2015 黑龙江省凤林古城出土铁器的实验研究 中国文物科学研究 1 64-66,  95

226 李映福·杨盛·马春燕·余建 2015 四川广汉石亭江汉代铁桥墩相关问题研究 考古 9 101-113

227 林永昌·陈建立·种建荣·雷兴山·赵艺蓬
·陈钢 2015 试论汉代关中地区铁器生产原料的来源与流通——邰城

铸铁作坊出土铁遗物的冶金分析 考古与文物 6 95-109,  125

228 李延祥·王荣耕·黄兴·潜伟 2016 河北邯郸市矿山村炼铁炉考察 华夏考古 4 55-58

229 李晓岑·闵锐 2016 云南剑川海门口遗址第三次发掘出土铜铁器的分析及其
年代 考古与文物 3 120-128

230 王淡春·罗武干·蔡全法·宋国定·王涛·
王昌燧 2016 郑韩故城出土战国晚期铁器铸造工艺分析 华夏考古 4 130-138,  167-168

231 王文平·李小波·余骏·冯务建·陈树祥·
李延祥·席奇峰·崔春鹏 2016 湖北省鄂州市冶炼遗址调查简报 考古与文物 3 120-128

232 王笑 2016 张家川马家塬战国錽金银铁矛分析 天水师范学院学报 3 30-35

233 周文丽·刘思然·陈建立 2016 中国古代冶金用坩埚的发现和研究 自然科学史研究 3 358-370

234 迟鹏·李秀辉·陈建立·王恺 2016 徐州狮子山楚王陵出土青铜器的科学分析 中国文物科学研究 4 62-69

235 陈建立·张周瑜 2016 基于炉渣分析的古代炒钢技术判定问题 南方文物 1 115-121

236 秦臻·陈建立·张海 2016 河南舞钢、西平地区战国秦汉冶铁遗址群的钢铁生产体
系研究 中原文物 1 109-117

237 黄全胜·李延祥·郑超雄·陈建立·冯桂淳
·Zhu Lishan 2016 广西战国汉代墓葬出土铁器的科学研究 南方文物 1 109-114

238 黄全胜·李延祥·陈建立·铁付德 2016 以炉渣分析为主揭示古代炼铁技术的研究与探索 中国国家博物馆馆刊 11 145-153

239 贾莹·高秀华 2017 二龙湖遗址出土铁器的金相学研究 文物保护与考古科学 5 1-11

240 刘培峰·李延祥 2017 “铸铁中国”溯源——以“最早炼出生铁”为中心 自然辩证法研究 1 65-70

241 刘海峰·潜伟·陈建立 2017 中国古代生铁冶炼炉壁材料体系刍议 自然辩证法研究 4 81-85
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242 刘海峰·陈建立 2017 燕国铁质农具探微 中国农史 5 49-56

243 李晓岑·宋薇·李庆华 2017 南诏铁柱的制作工艺和锈蚀机理研究 文物 4 83-87

244 林永昌·郑婧·陈建立·种建荣·雷兴山 2017 西汉地方铸铁作坊的技术选择:以关中邰城作坊冶金陶瓷
科技分析为例 南方文物 2 121-130

245 林永昌·陈建立 2017 东周时期铁器技术与工业的地域性差异 南方文物 3 98-106

246 林永昌·陈建立·种建荣·雷兴山 2017 论秦国铁器普及化与关中地区战国时期铁器流通模式 中国国家博物馆馆刊 3 36-51

247 白云翔 2017 隋唐时期铁器与铁器工业的考古学论述 考古与文物 4 65-76

248 张国硕·汤洁娟 2017 中原地区早期冶铁问题分析 中原文物 2 64-69

249 张凤·孙凯 2017 渑池火车站冶铁遗址2016～2017年调查简报 华夏考古 4 28-31

250 陈建立 2017 「中国铁器的起源与早期丝绸之路」 北京论坛 BEIJING 
FORUM 2017 　 1

251
Lam, Wengcheong,  Jianli Chen, 
Jianrong Chong, Xingshan Lei, 
Tam,Wai Lun

2018

 An iron production and exchange system at   the 
center of the Western Han Empire: Scientific study 
of iron products and   manufacturing remains from 
the Taicheng site complex

Journal of 
Archaeological Science 100 88-101

252
Li, Yingfu, Yuniu Li,  Haibing 
Yuan, Gillian Juleff and Mengyi 
Zhang 

2018
Early iron objects of  southwest China: a case study 
of iron objects excavated from Qiaogoutou  
cemetery site, Sichuan Province

Archaeological and  
Anthroplogical Science 11 1187–1198

253 刘薇·赵西晨·马清林 2018 陕西咸阳汉阳陵出土铜铁复合器分析研究 中国文物科学研究 4 91-96

254 李延祥·王荣耕·潜伟·陈建立 2018 邯郸西炉上冶铁遗址初步考察研究 有色金属(冶炼部分) 9 79-86

255 李辰元·李延祥·赵哲夫 2018 渤海上京城出土金属及冶炼遗物科技分析 北方文物 2 45-53,  119-120

256 白云翔 2018 关于手工业作坊遗址考古若干问题的思考 中原文物 2 38-50

257 白云翔 2018 公元前一千纪后半中韩交流的考古学探究 中国国家博物馆馆刊 4 10-25

258 王淡春·罗武干·蔡全法·宋国定·王昌燧 2018 郑韩故城出土战国晚期铁器腐蚀产物分析 文物保护与考古科学 6 48-52

259 王淡春·陈向茹·魏国锋·张爱冰 2018 安徽枞阳县古代矿冶遗址调查 遗产与保护研究 11 115-123

260 张周瑜·陈建立·潜伟 2018 浅析中国古代生铁冶炼中的磷 南方文物 3 196-211,  186

261 陈坤龙·梅建军·潜伟 2018 丝绸之路与早期铜铁技术的交流 西域研究 2 127-137,  150
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262 种建荣·林永昌·雷兴山·陈建立·赵艺蓬
·陈钢 2018 试论陶器生活遗存所见西汉铁器手工业作坊的性质——

以邰城铸铁作坊为案例 考古与文物 1 93-105

263 韩建业 2018 新疆地区的早期铁器和早期铁器时代 社会科学战线 7 130-137

264 黄全胜·梁婵·李延祥·陈建立·李建西·
覃芳 2018 广西古代生铁高锰渣与中国生铁冶炼技术多样化发展 南方文物 3 212-218

265 Y. Li, C. Ma, G. Juleff, 
Y.Murakami, Z. Zhou, Y. Li 2019

Microstructural and  elemental analyses of slags 
excavated from Xuxiebian iron‐smelting site,  
Sichuan, China

Archaeometry 　 　

266 刘亚雄·陈坤龙·梅建军·马库斯·马丁诺
-特雷斯·孙伟刚·邵安定 2019 陕西临潼新丰秦墓出土铁器的科学分析及相关问题 考古 7 108-116

267 陈坤龙·梅建军·王璐 2019 中国早期冶金的本土化与区域互动 考古与文物 3 114-121

268 汤超 2019 秦铁官体系与冶铁业新识 江汉考古 2 75-80,  90
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■ 报告书

序号 作者 出版年代 报告名 出版社

1 云南省博物馆编 1959 云南晋宁石寨山古墓群发掘报告 文物出版社

2 河南省文化局文物工作队 1962 巩县铁生沟 文物出版社

3 中国社会科学院考古研究所 河北省文物管理处 1980 满城汉墓发掘报告 文物出版社

4 正广州市文物管理委员会、广州市博物馆编 1981 广州汉墓 文物出版社

5 吉林省文物考古研究所编 1987 榆树老河深 文物出版社

6 广西壮族自治区博物馆 1988 广西贵县罗泊湾汉墓 文物出版社

7 广州市文物管理委员会 编 1991 西汉南越王墓 文物出版社

8 湖北省荆沙铁路考古队 1991 包山楚墓 文物出版社

9 河南省文物考古研究所 中国历史博物馆考古部 1992 登封王城岗与阳城 文物出版社

10 青海省文物考古研究所 1993 上孙家寨汉晋墓 文物出版社

11 中国社会科学院考古研究所 编 1994 陕县东周秦汉墓 科学出版社

12 湖北省文物考古研究所 1995 江陵九店东周墓 科学出版社

13 中国社会科学院考古研究所 1996 汉长安城未央宫：1980-1989  年考古发掘报告 中国大百科全书出版社

14 中国社会科学院考古研究所编著 1996 汉长安城未央宫  1980~1989年考古发掘报告 中国大百科全书出版社

15 河南省文物考古研究所 编 1996 永城西汉梁国王陵与寝园 中州古籍出版社

16 河北省文物研究所 1996 燕下都 文物出版社

17 考古杂志社 1997 考古学集刊第11辑 中国大百科全书出版社

18 西安市文物保护考古所 1999 西安龙首原汉墓 西北大学出版社

19 河南省文物考古研究所 三门峡文物工作队 1999 三门峡虢国墓地 文物出版社

20 韩保全·程林泉·韩国河 1999 西安龙首原汉墓 西北大学出版社

21 北京大学考古系商组 2000 天马-曲村（1980~1989） 科学出版社
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22
湖南省博物馆·湖南省文物考古研究所·长沙市博物馆·长沙市文物考
古研究所

2000 长沙楚墓 文物出版社

23 徐州博物馆·南京大学历史学系考古专业 2003 徐州北洞山西汉楚王墓 文物出版社

24 湖北省三峡工程移民局 2003 稊归庙坪 科学出版社

25 吉林省文物考古研究所·集安市博物馆 2004 丸都山城——2001~2003年集安丸都山城调查试掘报告 文物出版社

26 吉林市文物考古研究所·吉安市博物馆 2004 集安高句丽王城——1990~2003年集安市高句丽王陵调查报告 文物出版社

27 山西省考古研究所 2004 侯马乔村墓地 科学出版社

28 山西省考古研究所·太原市文物考古研究所·太原市晋源区文物旅游局 2005 太原隋虞弘墓 文物出版社

29 中国社会科学院考古研究所 2005 汉长安城武库 文物出版社

30 中国社会科学院考古研究所 2005 汉长安城武库 文物出版社

31 四川省文物考古研究所·绵阳市博物馆 2006 绵阳双包山汉墓 文物出版社

32 重庆市文物局·重庆市移民局 2006 万州大坪墓地 科学出版社

33 河南省文物考古研究所 编著 2006 新郑郑国祭祀遗址 大象出版社

34 湖北省宜昌博物馆 2006 当阳岱家山楚汉墓 科学出版社

35
吉林省文物考古研究院·延边朝鲜族自治州文化局·延边朝鲜族自治州
博物馆·和龙市博物馆

2007 西古城——2000~2005年度渤海国中京显德府故址田野考古报告 文物出版社

36 山东省文物考古研究所 2007 临淄齐墓（第一集） 文物出版社

37 山东省文物考古研究所 2007 临淄齐墓·第一集 文物出版社

38 贵州省文物考古研究所 2008 赫章可乐 2000年发掘报告 文物出版社

39 内蒙古自治区文物考古研究所·中国人民大学北方民族考古研究所 2008 元上都 中国大百科全书出版社

40 益阳市文物管理处·益阳市博物馆 2008 益阳楚墓 文物出版社

41
重庆市文物考古所·重庆市文化遗产保护中心·四川大学历史文华学院
考古系

2009 酉阳清源 科学出版社

42 黑龙江省文物考古研究所 2009 宁安虹鳟鱼场  1992~1995年度渤海国墓地考古发掘报告 文物出版社
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43 黑龙江省文物考古研究所 2009 渤海上京城  1998~2007年度考古发掘调查报告 文物出版社

44 吉林省文物考古研究所·敦化文物管理所 2012 六顶山渤海墓葬——2004~2009年清理发掘报告 文物出版社

45 山西省考古研究所 编著 2012 屯留余吾墓地 三晋出版社

46 山西省考古研究所 编著 2013 黄河蒲津渡遗址 科学出版社

47 安徽省文物考古研究所 编著 2013 天长三角圩墓地 科学出版社

48 云南省文物考古研究所 2013 曲靖八塔台与横大路 科学出版社

49 云南省文物考古研究所 2014 会泽水城古墓群发掘报告 科学出版社

50 郑州大学历史文化遗产保护研究中心 编著 2014 登封南洼 2004~2006年田野考古报告 科学出版社

51 吉林省文物考古研究所 2015 白城永平辽金遗址  2009~2010年度发掘报告 科学出版社

52 辽宁省博物馆 2015 北燕冯素弗墓 文物出版社

53 宁夏文物考古研究所·彭阳县文物管理所 2016 王大户与九龙山——北方青铜文化墓地 文物出版社

54 河南省文物考古研究所 编著 2016 新郑坡赵一号墓 中国社会科学出版社

55 济南市考古研究所 编著 2017 济南魏家庄——战国至明清墓葬 线装书局

56 中国社会科学院 编著 2017 辉县路固 科学出版社

57 河南省文物考古研究院 编 2017 三门峡市印染厂墓地 中州古籍出版社

58 湖南省文物考古研究所 2017 益阳黄泥湖楚墓 文物出版社

59 重庆市文物局·重庆市移民局 2018 万州武陵墓群 科学出版社

60 河南省文物局 编著 2018 荥阳后真村 科学出版社



- 46 -

■ 着书(图书)

序号 作者 出版年代 书名 出版社

1 杨宽 1960 中国土法冶铁炼铜技术发展简史 上海人民出版社

2 高林生·杨拂·江达榜 1962 中国古代钢铁史话 中华书局

3 河南省文化局文物工作队 1962 巩县铁生沟 文物出版社

4 北京钢铁学院《中国古代冶金》编写组 1978 中国古代冶金 科学出版社

5 河南省博物馆·《中国冶金史》编写组·河南省博物馆 1978 汉代叠铸 温县烘范窑的发掘和研究 文物出版社

6 (英)泰利柯特(Tyiecote,  R.F.)著 华觉明等编译 1985 世界冶金发展史 科学技术文献出版社

7 中国科学院自然科学史研究所技术史研究室 1985 科技史文集 第13辑 金属史专辑 上海科学技术出版社

8 凌业勤 1987 中国古代传统铸造技术 科学技术文献出版社

9 刘云彩 1994 中国古代冶金史话 台湾商务印书馆

10 张修然主编，鹤壁市文物工作队 1994 鹤壁鹿楼冶铁遗址 中州古籍出版社

11 李京华·陈长山 1995 南阳汉代冶铁 中州古籍出版社

12 田长浒 1995 中国铸造技术史 古代卷 航空工业出版社

13 路迪民·王大业 1998 中国古代冶金与金属文物 陕西科学技术出版社

14 王巍 1999 东亚地区古代铁器及冶铁术的传播与交流 中国社会科学出版社

15 华觉明 1999 中国古代金属技术 铜和铁造就的文明 大象出版社

16 张增祺 2000 云南冶金史 云南美术出版社

17 李京华 2003 中原古代冶金技术研究 中州古籍出版社

18 孙淑云·李延祥 2003 中国古代冶金技术专论 中国科技文化出版社

19 杨宽 2004 中国古代冶铁技术发展史 上海人民出版社

20 白云翔 2005 先秦两汉铁器的考古学研究 文物出版社



- 47 -

21 李京华 2006 李京华文物考古论集 中州古籍出版社

22 北京科技大学冶金与材料史研究所 2006 中国冶金史论文集-第四辑 科学出版社

23 李京华 2007 中国古代铁器艺术 北京燕山出版社

24 李京华 2007 冶金考古 文物出版社

25 陈建立, 韩汝玢 2007 汉晋中原及北方地区钢铁技术研究 北京大学出版社

26 何堂坤 2007 中国古代金属冶炼和加工工程技术史 山西教育出版社

27 韩建业 2007 新疆的青铜时代和早期铁器时代文化 文物出版社

28 韩汝玢, 柯俊 2007 中国科学技术史 矿冶卷 科学出版社

29 郭物 2012 新疆史前晚期社会的考古学研究 上海古籍出版社

30 李京华 2012 李京华考古文集 科学出版社

31 北京科技大学冶金与材料史研究所 2012 中国冶金史论文集-第五辑 科学出版社

32 张光明, 于孔宝, 陈旭 2012 中国冶铁发源地研究文集 齐鲁书社

33 黄维，陈建立，吴小红，王辉 2013 马家塬墓地金属制品技术研究 兼论战国时期西北地区文化交流 北京大学出版社

34 黄全胜 2013 广西贵港地区古代冶铁遗址调查与炉渣研究 漓江出版社

35 曹玮, 任天洛 2014 秦时期冶金考古国际学术研讨会论文集 科学出版社

36 陈建立 2014 中国古代金属冶铸文明新探 科学出版社

37 韩汝玢 2014 磨砺集 韩汝玢冶金史论文选 科学出版社

38 王菱菱 2015 宋代矿冶业研究 河北大学出版社

39 韩汝玢, 孙淑云, 李秀辉 2015 中国古代金属材料显微组织图谱 总论 科学出版社

40 北京科技大学冶金与材料史研究所, 阳城县科技咨询服务中心 2016 炼铁记 古代冶铁竖炉复原与模拟实验 冶金工业出版社

41 田长浒 2017 中国铸造发展史-第一卷 国家开放大学出版社

42 陕西省考古研究院 2018 邰城铸铁 陕西杨凌汉代铸铁遗址发掘与研究 上海古籍出版社

43 华道安（Donald B.Wagner) 2018 中国古代钢铁技术史 四川人民出版社

44 《北京钢铁学院报》编辑部编辑 1986-2002 中国冶金史论文集 第一、二、三集 北京科技大学学报编辑部
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製鍊資料集成
■ 學位論文

順序 著者 年 論文名 學校 備考

1 潮見浩 1977 東アジアの初期鉄器文化 広島大学 博士

2 李南珪 1992 東アジアの初期鉄器文化の研究：中国を中心として 広島大学 博士

3 川越哲志 1993 弥生時代の鉄器生産 広島大学 博士

4 河瀬正利 1993 たたら吹製鉄の技術と構造の考古学的研究 広島大学 博士

5 赤沼英男 1994 東北地方北部における古代・中世の鉄・鉄器生産と流通：考古学と自然科学の学際的研究 早稲田大学 博士

6 古瀬清秀 1999 日本古代における鉄鍛冶技術の研究 広島大学 博士

7 高塚秀治 1999 鉄滓分析によるわが国前近代製鉄技術の研究 東京工業大学 博士

8 松井和幸 1999 日本古代の鉄文化：考古学的にみた鉄器・鉄生産の様相 広島大学 博士

9 野島永 2003 初期国家形成過程の鉄器文化 広島大学 博士

10 村上恭通 2003 古代国家成立過程の鉄器生産史研究 広島大学 博士

11 安間拓巳 2004 日本古代の手工業生産の考古学的研究：鉄鍛冶技術と土器生産を中心として 広島大学 博士

12 八幡浩二 2006 古代日本の鉄・鉄器生産体制の考古学的研究 広島大学 博士

13 花田勝広 2006 古代の鉄生産と渡来人：倭政権の形成と生産組織 奈良大学 博士

14 笹田朋孝 2009 北海道における鉄文化の考古学的研究：鉄ならびに鉄器の生産と普及を中心として 東京大学 博士
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15 角田徳幸 2013 たたら吹製鉄の成立と展開 広島大学 博士

16 小嶋篤 2014 九州北部と律令国家形成：大宰府成立前後の鉄生産と兵器 福岡大学 博士

■ 論文 及 發表文

順序 著者 年 論文名 書名 發行處 備考

1 窪田蔵郎 1958 古代における南関東の製鉄について 研究紀要１ たたら研究会 　

2 樋口清 1961 古代湖北の鉄文化 歴史９ 長浜高校歴史部 　

3 村上英之助 1965 日本古代の砂鉄精錬法の系統 たたら研究12 たたら研究会 　

4 潮見浩
和島誠一 1966 鉄および鉄器生産 古墳時代（下）（日本の考古学Ⅴ） 河出書房新社 　

5 野上丈助 1968 古墳時代における鉄および鉄器生産の諸問題 考古学研究15-2 考古学研究会 　

6 川越哲志 1968 鉄および鉄器生産の起源をめぐって たたら研究14 たたら研究会 　

7 村上英之助 1968 古代砂鉄製錬法の一系統 たたら研究14 たたら研究会 　

8 岡本明郎 1970 日本における古代製鉄技術に関する一考察－鉄鉱石・砂鉄・水准など
－ 日本製鉄史論 たたら研究会 　

9 潮見浩 1970 わが国古代における製鉄研究をめぐって 日本製鉄史論 たたら研究会 　

10 三島格 1971 福岡平野の製鉄遺跡 和白遺跡群 福岡市教育委員会 　

11 芹澤正雄 1972 南伊豆における製鉄跡 たたら研究16 たたら研究会 　

12 長谷川熊彦 1972 わが国上古代タタラ炉の研究　第一報 たたら研究16 たたら研究会 　

13 吉岡金市 1973 北陸古代製鉄史に関する調査研究 経済開発４ 金沢経済大学経済開発研究所 　

14 森浩一
炭田知子 1974 考古学から見た鉄 鉄（日本古代文化の探求） 社会思想社 　
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15 窪田蔵郎 1974 関東における古代の鉄と製鉄 鉄（日本古代文化の探求） 社会思想社 　

16 原島礼二 1974 文献にあらわれた鉄 鉄（日本古代文化の探求） 社会思想社 　

17 村上英之助 1974 弥生時代鉄生産の始期 たたら研究18 たたら研究会 　

18 高橋一夫 1976 製鉄遺跡と鉄製農具 考古学研究22-3 考古学研究会 　

19 長谷川熊彦 1976 わが国上古代タタラ炉の研究　第二報 たたら研究19・20 たたら研究会 　

20 藤原学 1977 木炭窯をめぐって－大師山遺跡検出の５・６号土壙に関する考察 河内長野大師山 関西大学文学部考古学研究室 　

21 柳沢一男 1977 福岡平野を中心とした古代製鉄遺跡について」 広石古墳群 福岡市教育委員会 　

22 芹澤正雄 1978 採集鉄滓による北牧野製鉄遺跡の考察と「水碓」の解釈について たたら研究22 たたら研究会 　

23 丸山竜平 1980 近江製鉄史序論 日本史論叢 日本史論叢研究会 　

24 兼康保明 1981 古代白炭焼成炭窯の復元 考古学研究27-4 考古学研究会 　

25 土佐雅彦 1981 日本古代製鉄遺跡に関する研究序説－とくに炉形を中心に－ たたら研究24 たたら研究会 　

26 穴澤義功 1981 製鉄遺跡にみる四つの流れ 歴史公論66 雄山閣 　

27 飯田賢一 1982 製鉄史研究の史的概観 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

28 福田豊彦 1982 文献史料からみた古代の製鉄 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

29 阿久津久 1982 尾崎前山遺跡の発掘の概要 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

30 阿久津久 1982 製鉄遺構の年代 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

31 阿久津久 1982 関東の製鉄跡 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

32 穴澤義功 1982 鉄生産の発展とその系譜 日本歴史地理（原始・古代編（下
）） 柏書房 　

33 後藤忠俊 1982 炉の構造について 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

34 高橋一夫 1983 古代の製鉄 採鉱と冶金（講座・日本技術の社
会史５） 日本評論社 　

35 光永真一 1983 古代の鉄生産 考古学研究30-2 考古学研究会 　

36 芹澤正雄 1983 古代製鉄炉炉形論考 日本製鉄史論集 たたら研究会 　

37 今井泰男 1983 鞴 採鉱と冶金（講座・日本技術の社
会史５） 日本評論社 　
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38 寺島文隆 1983 福島県における製鉄遺跡の実態－阿武隈高地南部西縁の場合－ 福島県歴史資料館研究紀要５ 福島県歴史資料館 　

39 直木孝次郎 1983 吉備の渡来人と豪族－五・六世紀を中心に－ 岡山の歴史と文化 藤井駿先生喜寿記念会編
福武書店 　

40 丸山竜平 1983 近江製鉄史試論－記紀からみた和邇・鉄・王権－ 日本製鉄史論集 たたら研究会 　

41 関清 1984 富山県における古代の製鉄　 大境８ 富山考古学会 　

42 原島礼二 1984 日本古代の鉄 古代鉄生産の検討 古代を考える会 　

43 土佐雅彦 1984 製鉄炉跡からみた炉の形態と発達 季刊考古学８ 雄山閣 　

44 穴澤義功 1984 製鉄遺跡からみた鉄生産の展開 古代鉄生産の検討 古代を考える会 　

45 穴澤義功 1984 製鉄遺跡からみた鉄生産の展開　 季刊考古学８ 雄山閣 　

46 関清 1985 製鉄用炭窯とその意義 大境９ 富山考古学会 　

47 福田豊彦 1985 日本古代鉄生産の諸様相 日本史研究280 日本史研究会 　

48 中村勝 1985 福岡県北西部における製鉄址の一様相 福岡考古12 福岡考古懇話会 　

49 関清 1986 富山県における製鉄遺跡研究の現状と課題 シンポジュウム北陸の鉄生産 たたら研究会 　

50 今井泰男 1986 「鞴」論考 日本の産業遺産Ⅰ－産業考古学研
究 玉川大学出版部 　

51 寺島文隆 1986 福島県の製鉄遺跡 福島の研究１ 清文堂 　

52 小嶋芳孝 1986 石川県内の古代鉄生産の概要 シンポジュウム北陸の鉄生産 たたら研究会 　

53 松井和幸 1986 鉄生産の問題 弥生時代（論争・学説日本の考古
学４） 雄山閣 　

54 潮見浩 1986 鉄・鉄器の生産 生産と流通（岩波講座日本考古学
３） 岩波書店 　

55 土佐雅彦 1986 鉄 日本歴史考古学を学ぶ（下） 有斐閣 　

56
丸山竜平
濱修
喜多貞裕

1986 滋賀県下における製鉄遺跡の諸問題 考古学雑誌72-2 日本考古学会 　

57 光永真一 1987 鉄生産 吉備の考古学 福武書店 　

58 光永真一 1987 製鉄 岡山県の考古学 吉川弘文館 　

59 芹澤正雄 1987 関東地方における古代鉄生産に関する２、３の考察 金属57-7 アグネ技術センター 　
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60
佐々木稔
伊藤薫
穴澤義功

1987 古代の鉄生産の開始時期はいつか－関東地方の場合（産業と技術の記
録） 金属57-7 アグネ技術センター 　

61 行田裕美 1987 製炭窯 考古学と地域文化（同志社大学考
古学シリーズⅢ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

62 関清 1989 北陸における鉄生産 北陸の古代手工業生産 北陸古代手工業生産史研究会 　

63 福田豊彦 1989 文献資料からみた古代・中世の製鉄 考古学ジャーナル313 ニューサイエンス社 　

64 寺島文隆 1989 古代・中世の製鉄遺跡（東日本） 考古学ジャーナル313 ニューサイエンス社 　

65 松井和幸 1989 古代・中世の製鉄遺跡（西日本） 考古学ジャーナル313 ニューサイエンス社 　

66 潮見浩 1989 鉄の生産をめぐって 考古学ジャーナル313 ニューサイエンス社 　

67 村上英之助 1990 古代東国に出現するシャフトの系譜 たたら研究31 たたら研究会 　

68 坂井秀弥 1990 新潟県三島郡与坂町の製鉄遺跡 新潟考古１ 新潟考古学会 　

69 河瀬正利 1990 中国地方におけるたたら製鉄の展開 近代日本の技術と社会２ 平凡社 　

70 関清 1991 北陸・中部地方 日本古代の鉄生産 六興出版 　

71 光永真一 1991 製鉄 岡山県史２（原始・古代Ⅰ） 岡山県史編纂委員会 　

72 福田豊彦 1991 文献史学から見た古代の鉄 日本古代の鉄生産 六興出版 　

73 寺島文隆 1991 東北地方 日本古代の鉄生産 六興出版 　

74 松井和幸 1991 中国・四国地方 日本古代の鉄生産 六興出版 　

75 松井和幸 1991 鉄生産 生産と流通Ⅱ（古墳時代の研究５） 雄山閣 　

76 野崎準 1991 宮城県南部の製鉄遺跡 東北学院大学東北文化研究所紀要2
3　 東北学院大学東北文化研究所 　

77 潮見浩 1991 考古学から見た古代の鉄 日本古代の鉄生産 六興出版 　

78 増田孝彦 1991 丹後の古代鉄生産 京都府埋蔵文化財論集２ 財団法人京都府埋蔵文化財調
査研究センター 　

79 穴澤義功 1991 関東地方 日本古代の鉄生産 六興出版 　

80 丸山竜平 1991 近畿地方 日本古代の鉄生産 六興出版 　

81 岡田正彦 1992 考古学よりみたる長野県下の精錬・鍛冶関係遺物 長野県考古学会誌65・66 長野県考古学会 　
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82 光永真一 1992 製鉄と鍛冶 吉備の考古学的研究（下） 山陽新聞社 　

83 臼井洋輔 1992 古代製鉄炉に関する一考察 備前刀研究６ 備前刀学会 　

84 中山光夫 1992 西日本の古代鉄生産遺跡 古代鉄生産に関する資料集 地域相研究会 　

85 川越哲志 1992 鉄生産と土器製塩 新編　古代の日本４（中国・四国） 角川書店 　

86 穴澤義功 1992 日本古代の鉄生産 シンポジウム九州古代の鉄をさぐる シンポジウム九州古代の鉄生
産をさぐる実行委員会 　

87 花田勝広 1992 古墳時代の鉄・鉄器生産工房 柏原市歴史資料館館報３ 柏原市歴史資料館 　

88 川越哲志 1993 日本の鉄製錬の開始時期をめぐって－弥生製鉄存否論各説－ 中国地方製鉄遺跡の研究
広島大学文学部考古学研究室
編
溪水社

　

89 大道和人 1994 出土遺物からみた北牧野製鉄Ａ遺跡の炉形－古代日本の製鉄技術に関
する一考察－

考古学と信仰（同志社大学考古学
シリーズⅥ） 同志社考古学シリーズ刊行会 　

90 真鍋成史 1994 肩野物部氏と鉄・鉄器生産－社寺縁起について－ 考古学と信仰（同志社大学考古学
シリーズⅥ） 同志社考古学シリーズ刊行会 　

91 土佐雅彦 1994 播磨の鉄 播磨国風土記の巻（風土記の考古
学２） 同成社 　

92 品田高志 1994 越後における古代鉄生産の系譜と展開 新潟県考古学談話会会報13 新潟県考古学談話会 　

93 穴澤義功 1994 古代東国の鉄生産 古代東国の産業－那須地方の窯業
と製鉄業－

栃木県立なす風土記の丘資料
館 　

94 内田律雄 1995 古代出雲の塩と鉄 出雲世界と古代の山陰（古代の王
権と交流７） 名著出版 　

95 大道和人 1995 木炭窯の形態からみた古代鉄生産の系譜と展開に関する予察 紀要８ 財団法人滋賀県文化財保護協
会 　

96 藤居朗 1995 草津市観音堂遺跡の調査成果からみた瀬田丘陵の鉄生産 滋賀考古13 滋賀県考古学研究会 　

97 藤尾慎一郎 1995 鉄器と鉄の生産 弥生の鉄文化とその世界－北九州の
先進性を探る－ 北九州市立考古博物館 　

98 野島永 1995 弥生時代・古墳時代の製鉄・鍛冶遺跡をめぐって 製鉄と鍛冶 広島大学文学部考古学研究室 　
99 土佐雅彦 1995 古代の製鉄遺跡 製鉄と鍛冶 広島大学文学部考古学研究室

100 河瀬正利 1995 わが国古代の鉄研究をめぐって 展望考古学（考古学研究会40周年
記念論集） 考古学研究会 　
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101 岡田正彦 1996 長野県の鉄製品と製鉄・鍛冶関連遺跡 信州の人と鉄 信濃毎日新聞社 　

102 大道和人 1996 鉄鉱石の採掘地と製鉄遺跡の関係についての試論－滋賀県の事例を中
心に－ 紀要９ 財団法人滋賀県文化財保護協

会 　

103 野原建一 1996 信州の製鉄技術 信州の人と鉄 信濃毎日新聞社 　

104 花田勝広 1996 吉備政権と鍛冶工房－古墳時代を中心に－ 考古学研究43-1 考古学研究会 　

105 花田勝広 1996 倭政権と鉄・鉄器生産 のじぎく文化財保護研究紀要　
創刊号 のじぎく文化財保護研究財団 　

106 小島純一 1997 古代製鉄の村－赤城山麓に製鉄遺跡を追う－ ぐんま地域文化８ 群馬地域文化振興会 　

107 鏑木理広 1997 栃木県製鉄遺跡研究覚書 栃木県立博物館研究紀要14 栃木県立博物館 　

108 湊哲夫 1997 日本における製鉄の起源をめぐって 製鉄の起源をさぐる 津山郷土博物館 　

109 藤本啓二 1998 九州における古代・中世の製鉄遺跡 西日本から見た製鉄の歴史 社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部会 　

110 河瀬正利 1998 中国・四国の製鉄遺跡 西日本から見た製鉄の歴史 社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部会 　

111 行田裕美 1998 美作の鍛冶と鉄生産 村方鍛冶と鉄生産 鉄器文化研究集会 　

112 角田徳幸 1999 山陰における古代・中世の鉄生産 地域に根ざして 田中義昭先生退官記念事業会 　

113 大道和人
門脇秀典 1999 出土鉄鉱石に関する分割技法と粒度からの検討－木瓜原遺跡SR02の事

例を中心に－ 紀要12 財団法人滋賀県文化財保護協
会 　

114 渡邊朋和 1999 北陸地方の鉄と技術移転について 環日本海地域の鉄文化の展開
社団法人日本鉄鋼協会社会鉄
鋼工学部会「鉄の歴史－その技
術と文化－」フォーラム

　

115 渡邊朋和 1999 古代・中世の製鉄遺跡 新潟県の考古学 新潟県考古学会 　

116 安倉清博 1999 古墳時代の首長と鉄生産－吉備南部平野を中心に－ 史叢61 日本大学史学会 　

117 亀田修一 2000 鉄と渡来人－古墳時代の吉備を対象として－ 福岡大学総合研究所報240 福岡大学総合研究所 　

118 亀田修一 2000 古代吉備の鉄と鉄器生産 長船町史（刀剣編通史） 長船町史編纂委員会 　

119 大道和人 2000 製鉄技術の導入－遠所遺跡群をめぐって－ 季刊考古学別冊10 雄山閣 　

120 上栫武 2000 日本前近代の鉄生産－中国地方製鉄遺跡の地下構造を中心として－ 製鉄史論文集 たたら研究会 　

121 中井正幸 2000 山階製鉄考－『日本書紀』天智九年「是歳造水碓而冶鉄」に関する一試考
－ 製鉄史論文集 たたら研究会 　
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122 角田徳幸 2001 弥生から平安時代の製鉄遺跡・鍛冶遺跡－中国地方を中心として－ 日韓鉄器文化の特質と交流 鉄器文化研究集会 　

123 大道和人 2001 古墳時代後期の製鉄の一様相 韓国より渡り来て－古代国家の形成
と渡来人－ 滋賀県立安土城考古博物館 　

124 上栫武 2001 横口付窯跡の基礎的研究 たたら研究41 たたら研究会 　

125 長家伸 2001 北部九州の古墳時代後期から近世たたら製鉄遺跡に見る製鉄炉の変遷 我が国初の一貫製鉄所操業開始100
年記念

社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部会 　

126 村上英之助 2001 日本における鉄生産の始期をめぐって たたら研究41 たたら研究会 　

127 大道和人 2002 近畿地方における古代の鉄生産 畿内地域における鉄と銅の技術と文
化の展開

社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部会 　

128 別所健二 2002 近江の鉄生産遺跡 三世紀のクニグニ・古代の生産と工
房（シンポジウム記録３） 考古学研究会 　

129 設楽政健 2002 青森県内古代製鉄遺跡の立地～原料砂鉄の賦存状況を背景として～ たたら研究42 たたら研究会 　

130 安倉清博 2003 吉備の製鉄炉－方形炉について－ 古代吉備24 古代吉備研究会 　

131 田辺善一 2003 近江の製鉄遺跡について 北近江　創刊号 北近江古代史研究会 　

132 真鍋成史 2003 西日本における古墳時代後期の製錬・鍛冶遺跡の検討 考古学に学ぶⅡ（同志社大学考古
学シリーズⅧ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

133 穴澤義功 2003 古代製鉄に関する考古学的考察 近世たたら製鉄の歴史 丸善プラネット株式会社 　

134 大道和人 2004 滋賀県の考古学（第４回）滋賀県の製鉄遺跡調査の現状と課題 人間文化15 滋賀県立大学人間文化学部 　

135 武田恭彰 2004 吉備における初期鉄器生産の様相 激動の七世紀と古代山城・吉備の
鉄（シンポジウム記録４） 考古学研究会岡山例会委員会 　

136 上栫武 2004 横口付窯跡による生産内容の復元 考古論集 河瀬正利先生退官記念事業会 　

137 安間拓巳 2004 中国地方の木炭窯 たたら研究45 たたら研究会 　

138 長家伸 2004 ８～９世紀の鉄生産についての概要 第７回西海道古代官衙研究会資料
集 西海道古代官衙研究会 　

139 穴澤義功 2004 日本古代の鉄生産 国立歴史民俗博物館研究報告110 国立歴史民俗博物館 　

140 亀田修一 2005 吉備の渡来人と鉄生産
ヤマト王権と渡来人（日本考古学
協会2003年　
滋賀県大会シンポジウム２）

サンライズ出版 　

141 能登谷宣康 2005 金沢地区の古代鉄生産 福島考古46 福島考古学会 　
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142 神野信 2005 房総半島における古代製錬遺跡 千葉県文化財センター研究紀要24
（30周年記念論集）

財団法人千葉県文化財センタ
ー 　

143 安間拓巳 2005 備後北部地域の製鉄・鍛冶遺跡－古墳時代後期を中心として－ 考古論集 川越哲志先生退官記念事業会 　

144 長家伸 2005 福岡西部鉄・鉄器生産と渡来系遺物について
九州における渡来人の受容と過程（
第８回九州前方後円墳研究会資料
集）

九州前方後円墳研究会 　

145 穴澤義功 2005 鉄鉱石を原料として古代製鉄遺跡とその技術を俯瞰する 鉄鉱石によるたたら製鉄法の歴史
社団法人日本鉄鋼協会社会鉄
鋼工学部会「鉄の歴史－その技
術と文化－」フォーラム

　

146 丸山竜平 2005 古代の鉄生産－近江を中心に－ 古代の鉄生産を考える（東海学セミ
ナー１） 春日井市教育委員会 　

147 菅波正人 2006 福岡市元岡・桑原遺跡の調査の概要－奈良時代の大規模製鉄遺跡 鉄と古代国家 愛媛大学考古学研究室
愛媛県今治市教育委員会 　

148 能登谷宣康 2006 陸奥南部における７～８世紀の製鉄炉 鉄と古代国家 愛媛大学考古学研究室
愛媛県今治市教育委員会 　

149 大道和人 2006 古代竪型炉の研究史 日本列島における初期製鉄・鍛冶
技術に関する実証的研究 愛媛大学法文学部 　

150 大道和人 2006 滋賀県における７～８世紀の製鉄炉の動向 鉄と古代国家 愛媛大学考古学研究室
愛媛県今治市教育委員会 　

151 渡邊朋和 2006 新潟県下の製鉄遺跡とその変遷について 北陸地方における製鉄の成立と発展 社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部 　

152 渡邊朋和 2006 北陸の鉄生産 日本海域歴史体系２（古代編Ⅱ） 清文堂 　

153 望月精司 2006 古代北陸の山と里の鉄生産 北陸地方における製鉄の成立と発展 社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部 　

154 上栫武 2006 古代箱形炉の研究史 日本列島における初期製鉄・鍛冶
技術に関する実証的研究 愛媛大学法文学部 　

155 相沢央 2006 新潟の古代史と鉄 北陸地方における製鉄の成立と発展 社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部編 　

156 笹澤泰史 2006 群馬県地域における７～８世紀の製鉄炉の動向 鉄と古代国家 愛媛大学考古学研究室
愛媛県今治市教育委員会 　

157 笹澤泰史 2006 古代上野国群馬郡有馬郷の鉄生産 研究紀要24 財団法人群馬県埋蔵文化財調
査事業団 　
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158 笹澤泰史 2006 古代群馬の鉄生産～律令国家の基幹作業～ 群馬風土記 群馬出版センター 　

159 赤熊浩一 2006 新羅建郡と古代武蔵国の鉄生産 埼玉の考古学Ⅱ 六一書房 　

160 赤熊浩一 2006
武蔵における古代から中世の製鉄・鋳造遺跡－金井遺跡の梵鐘鋳造師
を探る－

武蔵野82-2 武蔵野文化協会 　

161 村上恭通 2006 日本古代の製鉄炉と国家政策 鉄と古代国家 愛媛大学考古学研究室
愛媛県今治市教育委員会 　

162 鳥羽政之 2006 古代榛沢郡の鉄生産 武蔵野82-2 武蔵野文化協会 　

163 岡田正彦 2007 長野県下の製鉄遺跡－製鉄関係遺跡研究の現況－ 日本中部圏の鉄の歴史を語る 一般社団法人日本鉄鋼協会学
会部門社会鉄鋼工学部門 　

164 大道和人 2007 製鉄炉の形態からみた瀬田丘陵生産遺跡群の鉄生産 考古学に学ぶⅢ（同志社大学考古
学シリーズⅨ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

165 笹澤泰史 2007 群馬県における古代製鉄遺跡の出現と展開－その研究序説として－ 研究紀要25 財団法人群馬県埋蔵文化財調
査事業団 　

166 赤熊浩一 2007 古代武蔵国の鉄生産－箱形炉と竪型炉－ 研究紀要22 財団法人埼玉県埋蔵文化財調
査事業団 　

167 真鍋成史 2007 製鉄炉出土の残留滓について 考古学に学ぶⅢ（同志社大学考古
学シリーズⅨ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

168 岡田正彦 2008 長野県下の製鉄遺跡と下伊那 飯田市美術博物館研究紀要18　 飯田市立美術博物館 　

169 安田稔 2008 金沢地区製鉄遺跡群の製鉄炉における踏み鞴規模の変化について 福島県文化財センター白河館研究
紀要2008　

福島県文化振興事業団
福島県文化財センター白河館 　

170 入江文敏 2008 越前・若狭における製鉄遺跡の現況 古代学研究180 古代学研究会 　

171 井澤英二 2008 九州の製鉄原料について－古代から現代まで－ 九州地域の古代から近代の製鉄技
術発達史

社団法人日本鉄鋼協会学会部
門社会鉄鋼工学部会 　

172 能登谷宣康 2009 福島県内における鉄器生産初期の様相 たたら研究49 たたら研究会 　

173 小嶋篤 2009 鉄生産と森林資源 第３回東アジア考古学会・中原文
化財研究院交流会予稿集

東アジア考古学会
中原文化財研究院 　

174 櫻井拓馬 2009 滋賀県湖南地域の古代製鉄と鋳造技術について 近畿地方の鉄と銅の歴史を探る 一般社団法人日本鉄鋼協会学
会部門社会鉄鋼工学部会 　

175 真鍋成史 2009 製鉄炉に残された鉄滓からみた古代日本の鉄生産 古代学研究182 古代学研究会 　

176 村上恭通 2009 塩鉄生産と地域社会－中・西部瀬戸内地方を中心として 季刊考古学106 雄山閣 　
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177 菅原祥夫 2010 宇多・行方郡の鉄生産と近江 福島県文化財センター白河館研究
紀要2010

福島県文化振興事業団
福島県文化財センター白河館 　

178 大道和人 2010 古代の溶解炉の復元－鍛冶屋敷遺跡の事例から－ 考古学は何を語れるか（同志社大学
考古学シリーズⅩ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

179 上栫武 2010 古代吉備における鉄生産の衰退 考古学研究56-4 考古学研究会 　

180 赤熊浩一 2010 北武蔵の鉄生産－大山遺跡の事例を中心に－ よみがえる古代東国の鉄文化-相模
・武蔵の発掘調査成果から－ かながわ考古財団 　

181 古尾谷知浩 2011 文献史料からみた古代の鉄生産・流通と鉄製品の生産 官衙・集落と鉄（第14回古代官衙
・集落研究会） 奈良文化財研究所 　

182 大道和人 2011 製鉄炉の設置方法について－源内峠遺跡１号製鉄炉の検討－ 紀要24 財団法人滋賀県文化財保護協
会 　

183 小池伸彦 2011 古代冶金工房と鉄・鉄器生産 官衙・集落と鉄（第14回古代官衙
・集落研究会） 奈良文化財研究所 　

184 高崎直哉 2012 半地下式竪型炉の羽口について たたら研究51 たたら研究会 　

185 吉田滋夫 2012 相双地方の古代製鉄に関わる小型炉について 福島県文化財センター白河館研究
紀要2012

福島県文化振興事業団
福島県文化財センター白河館 　

186 小嶋篤 2012 大宰府成立前後の鉄生産－製炭・製鉄・鍛冶・鉄器－ 生産と流通（九州考古学会・嶺南
考古学会第10回合同考古学大会）

九州考古学会
嶺南考古学会 　

187 野島永 2012 製鉄・鍛冶 古墳時代研究の現状と課題（下） 同成社 　

188 赤熊浩一 2012 古代武蔵国の律令的鉄生産の様相 たたら研究51 たたら研究会 　

189 佐々木義則 2012 関東における寺院・官衙の造作と鉄生産－７・８世紀の様相－ たたら研究51 たたら研究会 　

190 花田勝広
阪口英毅 2012 鉄と鉄製品 古墳時代（下） 青木書店 　

191 吉田滋夫 2013 福島県南相馬市椴木沢Ｂ遺跡4・5号製鉄炉跡について 福島県文化財センター白河館研究
紀要2013

福島県文化振興事業団
福島県文化財センター白河館 　

192 上栫武 2013 古代吉備の鉄生産 古文化談叢70 九州古文化研究会 　

193 小嶋篤 2013 九州北部の木炭生産－製炭土坑の研究 福岡大学考古学論集２ 福岡大学考古学研究室 　

194 大道和人 2014 日本古代鉄生産の開始と展開－７世紀の箱形炉を中心に－ たたら研究53 たたら研究会 　
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195 穴澤義功 2014 鉄関連遺跡出土資料の整理・解析から学んだ、いくつかの鉄生産技術
について 第19回公開研究発表会論文集

日本鉄鋼協会総合企画部門鉄
鋼プレゼンス研究調査委員会「
鉄の技術と歴史」研究フォーラ
ム

　

196 大道和人 2015 鉄鉱石に関する分割工程と質からの検討－滋賀県高島市上御殿遺跡の
事例を中心に－

森浩一に学ぶ（同志社大学考古学
シリーズⅪ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

197 門脇秀典 2015 羽口が装着された箱形炉の炉壁について 森浩一に学ぶ（同志社大学考古学
シリーズⅪ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

198 門脇秀典 2015 古代陸奥南部における製鉄炉の炉壁について 第20回公開研究発表会論文集
一般社団法人日本鉄鋼協会総
合企画部門鉄鋼プレゼンス研
究調査委員会「鉄の技術と歴史
」研究フォーラム

　

199 上栫武 2015 岡山県猿喰池製鉄遺跡の製鉄炉と技術継承論 文化財と技術７ 工芸文化研究所 　

200 井澤英二 2015 九州大学伊都キャンパス内の古代製鉄遺跡群 九州地方の鉄と関連産業の技術と
歴史を探る

一般社団法人日本鉄鋼協会「鉄
の歴史と技術研究フォーラム」 　

201 角田徳幸 2016 古代の製鉄技術
平成27年度ひろしまの遺跡を語る　
鉄の古代史－ひろしまの鉄の歴史－
記録集

公益財団法人広島県教育事業
団 　

202 小嶋篤 2016 九州北部の鉄生産 考古学は科学か（田中良之教授追
悼論文集）

田中良之教授追悼論文集編集
委員会 　

203 坂本嘉和 2016 古代伯耆国を中心とした製鉄遺跡の調査 最新の古代製鉄関連調査・研究特
集

一般社団法人日本鉄鋼協会鉄
鋼プレゼンス研究調査委員会「
鉄の技術と歴史」フォーラム

　

204 坂本嘉和 2016 伯耆における古代・中世の鉄生産 たたら研究55 たたら研究会 　

205 門脇秀典 2017 古代陸奥南部における製鉄技術の画期～ゼーゲル式を用いた炉壁成分
値の解析～ 第22回公開研究発表会論文集

一般社団法人日本鉄鋼協会総
合企画部門鉄鋼プレゼンス研
究調査委員会「鉄の技術と歴史

」研究フォーラム
　

206 真鍋成史
大澤正己 2017 岡山県久米郡における製鉄遺跡について たたら研究特別号(60周年記念論文

集） たたら研究会 　

207 大道和人 2018 鉄鉱石製錬から砂鉄製錬へ－滋賀県内で出土した送風孔が複数個並ん
だ炉壁の検討から－

実証の考古学－松藤和人先生体感
記念論文集－（同志社大学考古学
シリーズⅫ）

同志社大学考古学シリーズ刊
行会 　

208 田路正幸 2018 播磨国宍粟郡における製鉄遺跡 ひょうご歴史研究紀要３ 兵庫県立歴史博物館ひょうご
歴史研究室 　

209 村上泰樹 2018 播磨北西部の古代鉄生産研究の現状と幾つかの視点 ひょうご歴史研究紀要３ 兵庫県立歴史博物館ひょうご
歴史研究室 　
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210 土佐雅彦 2018 特集にあたって（特集　播磨のたたら製鉄） ひょうご歴史研究紀要３ 兵庫県立歴史博物館ひょうご
歴史研究室 　

211 上栫武 2019 古代吉備における鉄鉱石の利用形態 中国地方の鉄と関連産業の技術と
歴史を探る

一般社団法人日本鉄鋼協会「鉄
の歴史と技術研究フォーラム」 　
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■ 報告文

順序
北海道 　

調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

靑森
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

岩手
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　1 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財セ
ンター 1992年 『上村遺跡発掘調査報告書』 ８世紀後半 　

　2 宮古市教育委員会 1993年 『萩沢Ⅱ遺跡』 古代 　

　3 財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵
文化財センター 1994年 『上村遺跡発掘調査報告書』 ８世紀後半 　

　4 財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵
文化財センター 1997年 『沢田Ⅱ遺跡発掘調査報告書』 ８世紀後半 　

　5 財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵
文化財センター 2015年 「間木戸Ⅴ遺跡」『間木戸Ⅱ遺跡・間木戸Ⅴ遺跡発掘調査報告書』 ８世紀後半

９～10世紀 　

　6 財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵
文化財センター 2015年 『田の浜館跡発掘調査報告書』 ８世紀末～９世紀前半 　

　
　

宮城
調査 機關 年 報告書名 時代 備考
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7 多賀城市教育委員会 1988年 『柏木遺跡発掘調査報告書』 ８世紀前半 　

　8 多賀城市教育委員会 1989年 『柏木遺跡Ⅰ』 ８世紀 　

　9 多賀城市教育委員会 1989年 『柏木遺跡Ⅱ』 ８世紀 　

　10 山元町歴史民俗資料館 2008年 「川内遺跡」『やまもとの窯業・製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

　11 山元町歴史民俗資料館 2008年 「山王遺跡」『やまもとの窯業・製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

　12 山元町歴史民俗資料館 2008年 「北権現遺跡」『やまもとの窯業・製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

　13 利府町教育委員会 2011年 『硯沢窯跡』 古代 木炭窯

　14 古代城柵官衙遺跡検討会第39回事務
局 2013年 「内手遺跡」『第39回古代城柵官衙遺跡検討会資料集』 ８～９世紀 　

　15 古代城柵官衙遺跡検討会第41回事務
局 2015年 「新中永窪遺跡」『第41回古代城柵官衙遺跡検討会資料集』 ８～９世紀初頭 　

　16 宮城県教育委員会 2016年 「犬塚遺跡」『熊の遺跡ほか』 ７世紀末～８世紀初頭 　

　
　

秋田
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

山形
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

福島
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　17 福島県教育委員会 1989年 「洞山Ｄ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ７世紀後半～８世紀後半 　



- 66 -

　18 福島県教育委員会 1989年 「向田Ａ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ８世紀後半～９世紀後半 　

　19 福島県教育委員会 1989年 「向田Ｅ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ７世紀後半 　

　20 福島県教育委員会 1989年 「洞山Ｆ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ７世紀後半 木炭窯

　21 福島県教育委員会 1989年 「洞山Ｇ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ７世紀後半 木炭窯

　22 福島県教育委員会 1989年 「洞山Ｈ遺跡」『相馬開発関連遺跡調査報告Ⅰ』 ７世紀後半 木炭窯

　23 福島県教育委員会 1991年 「長瀞遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅱ』 ７世紀後半～９世紀前半 　

　24 福島県教育委員会 1991年 「鳥打沢Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅱ』 ８世紀後半 　

　25 福島県教育委員会 1991年 「鳥打沢Ｂ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅱ』 ８世紀 　

　26 福島県教育委員会 1992年 「長瀞遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅲ』 ７世紀後半～９世紀後半 　

　27 福島県教育委員会 1992年 「鳥打沢Ｂ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅲ』 ８世紀後半 　

　28 福島県教育委員会 1994年 「大船廹Ｃ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅳ』 ７世紀後半 　

　29 福島県教育委員会 1994年 「鳥打沢Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅳ』 ７世紀後半
９世紀前半 　

　30 福島県教育委員会 1995年 「大船廹Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅴ』 ７世紀後半～９世紀後半 　

　31 福島県教育委員会 1995年 「長瀞遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅴ』 ７世紀末～９世紀後半 　

　32 福島県教育委員会 1995年 「大船廹Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅵ』 ７世紀後半
８世紀後半 　

　33 福島県教育委員会 1995年 「鳥打沢Ａ遺跡」『原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅵ』 ７世紀後半
８世紀後半 　

　34 福島県教育委員会 1995年 「大森遺跡」『一般国道６号相馬バイパス遺跡発掘調査報告Ⅰ』 ７世紀後半
９世紀前半 　

　35 福島県教育委員会 1997年 「白岩堀ノ内遺跡」『常陸自動車道遺跡調査報告10』 ８世紀 　

　36 原町市教育委員会 2000年 『蛭沢遺跡群Ｃ地区・Ｄ地区』 ８世紀末～９世紀後半 　
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　37 原町市教育委員会 2003年 「川内廹遺跡Ｂ　Ｃ地点」『蛭沢遺跡群・川内廹Ｂ遺跡群』 ８世紀末～９世紀後半 　

　38 原町市教育委員会 2003年 「川内廹遺跡Ｂ　Ｅ地点」『蛭沢遺跡群・川内廹Ｂ遺跡群』 ８世紀末～９世紀後半 　

　39 富岡町教育委員会 2004年 『後作Ｂ遺跡』 ８世紀 　

　40 福島県教育委員会 2010年 「横大道遺跡」『常陸自動車道遺跡調査報告60』 ８世紀後半～９世紀後半 　

　41 福島県教育委員会 2011年 「館越遺跡」『常陸自動車道遺跡調査報告62』 ８世紀末～９世紀初頭 　

　42 福島県教育委員会 2017年 「南代遺跡」『県道広野小高線関連遺跡発掘調査報告１』 ８世紀 　

　43 福島県教育委員会 2018年 「谷内中遺跡（１・２次調査）」『農山村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調査
報告１』 ８世紀 　

　
　

茨城
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　44 千代田村教育委員会 1990年 『粟田かなくそ山製鉄遺跡調査報告』 ７世紀末～８世紀初頭 　

　
　

群馬
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　45 渋川市教育委員会 1975年 『金井製鉄遺跡発掘調査報告書』 8世紀中葉 　

　46 粕川村教育委員会 1985年 「松原田遺跡」『深津地区遺跡群』 ７世紀後半 　

　47 大胡町教育委員会 1994年 「乙西尾引遺跡」『乙西尾引遺跡・西天神遺跡・柴崎遺跡』 ８世紀中葉～９世紀前葉 　

　48 粕川村教育委員会 1998年 『東原遺跡』 ７世紀代 木炭窯

　49 藤岡市教育委員会 2005年 「下日野金井窯跡群」『Ｇ１下日野金井窯跡群　Ｇ４金山下遺跡・金山下古墳群　
Ｇ３平井詰城』 ７世紀末～８世紀初頭 　

　50 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2010年 『峯山遺跡Ⅱ』 ７世紀末～８世紀前半 　

　51 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2010年 『西野原遺跡（５）・（７）』 ７世紀後半 　
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埼玉
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　52 埼玉県教育委員会 1979年 『大山』 ８世紀第２四半期 　

　53 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 1987年 『大山』 ８世紀第２四半期 　

　54 埼玉県教育委員会 1980年 『甘粕山 ８世紀後半 木炭窯

　55 東部遺跡群発掘調査会 1990年 『宮ノ脇遺跡第２次発掘調査報告書』 ８世紀第２四半期 　

　56 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2005年 『大山遺跡第10・11次』 ８世紀第２四半期 　

　57 大井町教育委員会 2005年 『東台製鉄遺跡　東台遺跡Ⅳ（第15・18地点）』 ８世紀第３四半期 　

　58 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2006年 『箱西遺跡Ⅲ』 ７世紀末～８世紀初頭 　

　59 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2011年 『大山遺跡第13・14次』 ８世紀第２四半期 　

　60 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2012年 『大山遺跡第12次』 ８世紀第２四半期 　

　
　

栃木
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

東京
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

千葉
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　61 財団法人千葉県文化財センター 1985年 『花前Ⅱ－１・花前Ⅱ－２・矢船』 ８世紀後半～11世紀 　
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　62 小栗信一郎 1988年 「千葉県富士見台第Ⅱ遺跡Ｃ地点」『日本考古学年報39（1986年度版）』 ８世紀第１四半期 日本考古学協
会

　63 財団法人千葉県文化財センター 1994年 『取香織和田戸遺跡』 ８世紀前半 　

　64 財団法人千葉県文化財センター 1995年 「一鍬田甚兵衛山北遺跡」『新東京国際空港埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅸ』 ８～９世紀 　

　65 君津郡市教育委員会 1995年 『山ノ下製鉄遺跡』 ８世紀初頭 　

　66 財団法人千葉県文化財センター 1997年 『木更津市二重山遺跡』 ８世紀前半 　

　67 財団法人千葉県文化財センター 2000年 『東峰御幸畑西遺跡』 ８世紀前半 　

　68 財団法人千葉県文化財センター 2002年 「沖ノ台１遺跡」『主要地方道成田松尾線14－芝山町沖ノ台１遺跡・沖ノ台２遺跡
－』 ７世紀末～８世紀初頭 　

　
　

神奈川
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　69 横浜市教育委員会 1997年 『上郷深田遺跡』 ７世紀末～８世紀前半 　

　
　

新瀉
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　70 豊浦町教育委員会 1981年 「真木山Ｂ製鉄遺跡」『真木山製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

　71 豊浦町教育委員会 1981年 「真木山Ｃ製鉄遺跡」『真木山製鉄遺跡』 ８～９世紀
12世紀 　

　72 新津市教育委員会 1996年 「居村Ｄ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群　居村Ｂ・Ｄ地区』 ８世紀後半～10世紀後半 　

　73 新津市教育委員会 1997年 「居村Ｅ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅱ』 ８世紀後半 　

　74 新津市教育委員会 1997年 「大入Ａ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅱ』 ８世紀末～９世紀初頭 　

　75 新津市教育委員会 1997年 「大入Ｃ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅱ』 ８世紀末～９世紀初頭 　

　76 新津市教育委員会 1998年 「居村Ｄ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ』 ８世紀後半～10世紀後半 　
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　77 新津市教育委員会 1998年 「居村Ｅ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ』 ８世紀後半 　

　78 新津市教育委員会 1998年 「大入Ａ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ』 ８世紀末～９世紀初頭 　

　79 新津市教育委員会 1998年 「大入Ｃ遺跡」『金津丘陵製鉄遺跡群発掘調査報告書Ⅲ』 ８世紀末～９世紀初頭 　

　80 柏崎市教育委員会 2010年 「谷地Ａ遺跡」『軽井川南遺跡群Ⅰ』 ８～９世紀 　

　81 柏崎市教育委員会 2010年 「下ヶ久保Ｄ遺跡」『軽井川南遺跡群Ⅲ』 ８～９世紀 　

　82 新潟市教育委員会 2014年 「古津初越Ａ遺跡」『史跡古津八幡山遺跡発掘調査報告書－第15・16・17・18・19
次調査－』

８～９世紀
11世紀中葉 　

　
　

富山
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　83 滑川市教育委員会 1982年 『富山県滑川市安田寺町遺跡発掘調査報告書』 ８世紀 　

　84 富山県教育委員会 1983年 「石太郎Ｃ遺跡」『県民太閤山ランド内遺跡調査報告（２）』 ８世紀前半 　

　85 富山県教育委員会 1983年 「東山Ⅰ遺跡」『都市計画街路七美・太閤山・高岡線内遺跡群発掘調査概要』 ８世紀 　

　86 富山県教育委員会 1983年 「南太閤山Ⅱ遺跡」『都市計画街路七美・太閤山・高岡線内遺跡群発掘調査概要』 ８世紀
10世紀 　

　87 富山県教育委員会 1986年 「小杉丸山遺跡」『富山県小杉・大門町小杉流通団地内遺跡群第６次緊急発掘調査
概要』 ８世紀後半 　

　88 小杉町教育委員会 1987年 「椎土Ａ・Ｄ遺跡」『北野遺跡・椎土遺跡緊急発掘調査概要』 ８世紀後半～９世紀 　

　89 小杉町教育委員会 1987年 「椎土Ａ・Ｄ遺跡」『椎土遺跡・塚越貝坪緊急発掘調査概要』 ８世紀後半～９世紀 　

　90 小杉町教育委員会 1989年 『黒河西山遺跡発掘調査報告』 ８世紀後半～９世紀前半 木炭窯

　91 富山県埋蔵文化財センター 1991年 「石太郎Ｇ遺跡」『石太郎Ｇ遺跡・石太郎Ｊ遺跡』 ８世紀前半 　

　92 小杉町教育委員会 1991年 『屋敷野池B遺跡発掘調査報告』 ８世紀～９世紀 木炭窯
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石川
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　93 小嶋芳孝 1981年 「小杉町囲山東遺跡の紹介」『大境７』 　 富山考古学会

　94 石川県立埋蔵文化財センター 1989年 『蓮代寺地区遺跡（１）』 ７正規後半～８世紀初頭 　

　95 小松市教育委員会 1991年 「木場遺跡Ｈ地区」『小松市埋蔵文化財だより１』 ８世紀後半～９世紀 木炭窯

　96 石川県埋蔵文化財保存協会 1993年 『小松市林遺跡』 ８世紀 　

　97 小松市教育委員会 2003年 『林製鉄遺跡』 ８世紀中葉 　

　98 門前町教育委員会 2003年 『道下中山製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

　
　

福井
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　99 金津町教育委員会 1995年 「笹岡向山製鉄遺跡」『金津町埋蔵文化財調査概報　平成元～五年度』 ７世紀末～９世紀 　

　
　

長野
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

100 佐久市教育委員会 1991年 『石附窯址群Ⅲ』 ７世紀後半 木炭窯

　
　

岐阜
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

静岡
調査 機關 年 報告書名 時代 備考
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101　 財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究
所 2010年 「衣原古窯群」『衣原古墳群・衣原遺跡・衣原古窯跡』 ８世紀 木炭窯

　 　 　 　 　 　

　
　

山梨
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

愛知
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

102 小牧市教育委員会 1986年 「狩山戸製鉄遺跡」『桃花台沿線開発事業地区内発掘調査概要報告書（２）』 ７世紀末～８世紀
９世紀 　

103 春日井市教育委員会 2004年 「西山製鉄遺跡」『平成15年度国庫補助事業に伴う試掘・確認調査概要報告書』 古代 　

104 村松一秀 2007年 「愛知県西山製鉄遺跡発掘調査の成果について」『日本中部圏の鉄の歴史を語る』 ７世紀末～８世紀
９世紀

社団法人日本
鉄鋼協会学会
部門

　
　

三重 　 　 　 　

調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

滋賀
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

105 森浩一 1971年 「滋賀県北牧野製鉄遺跡調査報告」『若狭・近江・讃岐・阿波における古代生産遺
跡の調査』 ８世紀 同志社大学文

学部文化学科

106 滋賀県教育委員会
草津市教育委員会 1990年 『野路小野山遺跡発掘調査報告書』 ８世紀 　
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107 藤居朗 1995年 「草津市観音堂遺跡の調査成果からみた瀬田丘陵の鉄生産」『滋賀考古』13 ７世紀末～８世紀初頭

滋賀県考古学
研究会
木炭窯

108 滋賀県教育委員会 1996年 『木瓜原遺跡』 ８世紀前半 　

109 彦根市教育委員会 1997年 『キドラ遺跡』 ８世紀 　

110 滋賀県教育委員会 1998年 『南郷遺跡発掘調査報告書』 ７世紀前半 　

111 滋賀県教育委員会 2001年 『源内峠遺跡』 ７世紀後半 　

112 滋賀県教育委員会 2004年 『東谷遺跡』 ７世紀後半 　

113 草津市教育委員会 2006年 『野路小野山製鉄遺跡発掘調査概報』 ８世紀 　

114 滋賀県教育委員会 2007年 『後山・畔倉遺跡』 ８世紀中葉～９世紀 　

115 草津市教育委員会 2007年 『野路小野山製鉄遺跡範囲確認発掘調査報告書』 ８世紀 　

116 大津市教育委員会 2019年 「平津池ノ下遺跡」『埋蔵文化財発掘調査集報Ⅷ』 ８世紀後半 　

117 大津市教育委員会 2019年 「芋谷南遺跡」『埋蔵文化財発掘調査集報Ⅷ』 ７世紀末 　

　
京都
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

118 向日市教育委員会 1980年
「長岡宮　
第97次（７ＡＮ15Ｆ地区）発掘調査概報」『向日市埋蔵文化財調査報告』６

８世紀後半 木炭窯

119 京都市文化観光局 1991年 『焼場谷炭窯跡発掘調査概報』 ７世紀末～８世紀初頭 木炭窯

120 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1994年 「丹後あじわいの郷関係遺跡平成５年度発掘調査概報」『京都府遺跡調査概報59』 ８世紀後半～10世紀前半 　

121 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1994年 「芋谷遺跡」『京都府遺跡調査概報60』 ８世紀後半 　

122 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1995年 「丹後あじわいの郷関係遺跡平成６年度発掘調査概報」『京都府遺跡調査概報66』 ８世紀後半～10世紀前半 　

123 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1996年 「黒部遺跡平成６・７年度発掘調査概報」『京都府遺跡調査概報73』 ８世紀後半～９世紀初頭 　
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124 京都府埋蔵文化財調査研究センター 1997年 『遠所遺跡』 ６世紀後半
８世紀後半～９世紀 　

　
　

大阪
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

125 河内長野市教育委員会 1976年 『棚原窯跡発掘調査概報－河内長野市上原町所在－』 ８世紀 木炭窯

126
大阪府教育委員会
財団法人大阪府埋蔵文化財センター

1986年 『真福寺遺跡－調査の概報－』 ８世紀 木炭窯

127
大阪府教育委員会
河内長野市教育委員会

2010年 『高向神社南遺跡』 古代 木炭窯

　
　

奈良
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

和歌山
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　 　

　
　

兵庫
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

128 兵庫県教育委員会 1976年  「西下野遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告』 ８世紀前葉 　

129 兵庫県教育委員会 1992年 「金屋中土居遺跡」『製鉄遺跡（佐用郡）』 ６世紀後半 　

130 兵庫県教育委員会 1992年 「坂遺跡」『製鉄遺跡（佐用郡）』 古代 　

131 兵庫県教育委員会 1992年 「永谷Ｃ遺跡」『製鉄遺跡（佐用郡）』 ８世紀中葉 　
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132 兵庫県教育委員会 1992年 「山平Ｂ遺跡」『製鉄遺跡（佐用郡）』 ８世紀後葉 　

133 佐用町教育委員会 1998年 「東徳久遺跡」『平成８年度佐用郡埋蔵文化財調査年報 古代 木炭窯

鳥取
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

134 鳥取県教育委員会 1984年 「上寺谷遺跡」『鳥取県生産遺跡分布調査報告書』 古代 　

135 郡家町教育委員会 1997年 『山ノ上通り山遺跡群発掘調査報告書』 古代 木炭窯

136 関金町教育委員会 2005年 「勝負谷遺跡」『関金町の文化財』 ８世紀後半 　

島根
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

137 島根県教育委員会 1992年 「今佐屋山遺跡Ⅰ区」『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Ⅳ』 ６世紀後半 　

138 勝部衛 1992年 「玉湯町玉ノ宮地区製鉄遺跡の調査」『古代金属生産の地域的特性に関する研究』 ７世紀後半～８世紀前半
島根大学山陰
地域研究総合
センター

139 田中義昭 1994年 「山陰地方における古代鉄生産の展開について」『道重哲男先生退官記念論集　
歴史・地域・教育』 ７世紀後半～８世紀前半

島根大学教育
学部社会科研
究室

140 島根県教育委員会 1997年 『布志名大谷Ⅰ遺跡・布志名大谷Ⅱ遺跡・布志名才の神遺跡』 ７世紀後半～８世紀前半 木炭窯

141 掛合町教育委員会 1998年 「羽森第３遺跡」『羽森第２・羽森第３堰発掘調査報告書』 ６世紀後半 　

142 島根県教育委員会 2001年 「屋敷古墳群」『屋敷古墳群・鋤崎古墳群・足頭古墳群・長迫古墳群・海部城跡・
杓子観音Ⅰ古墳群・杓子観音Ⅰ遺跡』 ８世紀 木炭窯

143 斐川町教育委員会 2001年 「三井Ⅱ遺跡」『杉沢Ⅲ・堀切Ⅰ・三井Ⅱ遺跡発掘調査報告書』 ８世紀後半 木炭窯

144 島根県教育委員会 2002年 「白石大谷Ⅰ遺跡」『白石大谷Ⅰ遺跡・惣三堀遺跡・掘田ヶ谷遺跡・地蔵院遺跡・
熊谷遺跡』 ７世紀後半～８世紀後半 木炭窯
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145 島根県教育委員会 2009年 「瀧坂遺跡」『六重城南遺跡・瀧坂遺跡・鉄穴口遺跡』 ８世紀後半 　

146 島根県教育委員会 2013年 「粟目Ⅰ遺跡」『粟目Ⅰ遺跡・粟目Ⅱ遺跡』 ８世紀 　

147 島根県教育委員会 2016年 「神谷遺跡」『城ヶ谷遺跡・神谷遺跡・涼見Ｅ遺跡』 ７世紀中葉～８世紀前半 木炭窯

岡山
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

148 岡山県教育委員会 1975年 「高本遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査５』 ８～９世紀 　

149 岡山県教育委員会 1976年 「備中平遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査７』 古代 木炭窯

150 勝央町教育委員会 1976年 『勝央中核工業団地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告』 古代 木炭窯

151 岡山県教育委員会 1977年 「野田畝遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査11』 古代 木炭窯

152 岡山県教育委員会 1978年 「岩倉遺跡」『中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査８』 古代 木炭窯

153 岡山県加茂町教育委員会 1979年 『キナザコ製鉄遺跡』 ８世紀後半 　

154 岡山県教育委員会 1981年 「和田遺跡」『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査２』 ８世紀前半 木炭窯

155 久米開発事業に伴う文化財調査委員
会 1982年 「大蔵池南製鉄遺跡」『糘山遺跡群Ⅳ』 ６世紀後半～７世紀前半 　

156 岡山県教育委員会 1985年 　『高本遺跡』 ８～９世紀 　

157 津山市教育委員会 1986年 　『緑山遺跡』 ６世紀末～８世紀 　

158 岡山県教育委員会 1988年 「ゴンバサ散布地」『岡山県埋蔵文化財報告22』 ８世紀後半～８世紀 　

159 津山市教育委員会 1988年 『金井別所遺跡』 古代 木炭窯

160 総社市教育委員会 1988年 『長砂谷１号負・長砂谷製鉄関連遺跡』 古代 木炭窯

161 津山市教育委員会 1989年 『崩レ塚遺跡』 ７世紀後半～８世紀 木炭窯

162 津山市教育委員会 1989年 「向林遺跡」『向林遺跡・中鎌田墳墓』 ７世紀後半 木炭窯
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163 津山市教育委員会 1990年  『一貫西遺跡』 ８世紀 　

164 総社市教育委員会 1990年  『青谷川古墳群・青谷川製鉄関連遺跡』 古代 木炭窯

165 総社市教育委員会 1991年 「沖田奥製鉄遺跡」『水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群』 ７世紀後半 　

166 総社市教育委員会 1991年 「藤原製鉄遺跡」『水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群』 ７世紀 　

167 総社市教育委員会 1991年 「古池奥製鉄遺跡」『水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群』 古代 　

168 総社市教育委員会 1991年 「大ノ奥製鉄遺跡」『水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群』 ７世紀中葉～８世紀前半 　

169 総社市教育委員会 1991年 「板井砂奥製鉄遺跡」『水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群』 ６世紀後半～７世紀前半 　

170 津山市教育委員会 1991年 『小原遺跡』 古代 木炭窯

171 岡山県教育委員会 1993年 　『みそのお遺跡』 ７世紀～８世紀初頭 　

172 岡山県教育委員会 1993年 　「菅生小学校裏山遺跡」『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査５』 ７世紀中葉　 木炭窯

173 津山市教育委員会 1993年 　『大畑遺跡』 古代 木炭窯

174 岡山県教育委員会 1994年  「壬生・ナイゲ窯跡」『岡山県埋蔵文化財報告24』 古代 木炭窯

175 岡山市教育委員会 1994年 　「西祖山方前遺跡」『西祖山方前遺跡・西祖（御休幼稚園）遺跡』 ８世紀・９世紀 　

176 津山市教育委員会 1994年 　『緑山北遺跡』 古代 　

177 岡山県奥津町教育委員会 1995年 「高下休場遺跡」『高下休場遺跡・西屋Ａ遺跡』 古代 木炭窯

178 岡山県教育委員会 1998年 　「白壁奥遺跡」『大岩遺跡・田益田中遺跡・白壁奥遺跡』 ７世紀 　

179 岡山県奥津町教育委員会 1998年 『大神宮原No.14遺跡』 古代 　

180 総社市教育委員会 1999年 「千引カナクロ谷製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 ６世紀後半～７世紀初頭 　

181 総社市教育委員会 1999年 「千引製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 　 　

182 総社市教育委員会 1999年 「宮原谷製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 ８世紀前半 　

183 総社市教育委員会 1999年 「くもんめふ製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 ７世紀前半～８世紀前半 　
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184 総社市教育委員会 1999年 「林崎製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 ７世紀前半～８世紀前半 　

185 総社市教育委員会 1999年 「新池奥製鉄遺跡」『奥坂遺跡群』 ７世紀後半～８世紀初頭 　

186 総社市教育委員会 1999年 「名越遺跡」『奥坂遺跡群』 ７世紀第３四半期 木炭窯

187 岡山県教育委員会 2002年 「九番丁場遺跡」『立石遺跡・大開遺跡・六番丁場遺跡・九番丁場遺跡』 ８世紀末 　

188 岡山県教育委員会 2003年 「比丘尼ヶ城跡」『河内構遺跡・河内城跡・河内遺跡・ナル林遺跡・久田上原城跡
・北条高下遺跡・峪畑遺跡・岡遺跡・比丘尼ヶ城跡・城峪城跡・札ノ尾遺跡』 ７世紀後半 木炭窯

189 岡山県教育委員会 2003年 「城峪城跡」『河内構遺跡・河内城跡・河内遺跡・ナル林遺跡・久田上原城跡・北
条高下遺跡・峪畑遺跡・岡遺跡・比丘尼ヶ城跡・城峪城跡・札ノ尾遺跡』 ７世紀後半 　

190 岡山市教育委員会 2003年 『中尾平山遺跡』 ６世紀末～８世紀 木炭窯

191 岡山県教育委員会 2004年 「八ヶ奥製鉄遺跡」『八ヶ奥遺跡・八ヶ奥製鉄遺跡・岡遺跡・才地古墳群・才地遺
跡』 ６世紀後半～８世紀 　

192 岡山県教育委員会 2004年 「久田原遺跡」『久田原遺跡・久田原古墳群』 ８世紀 　

193 岡山県教育委員会 2004年 「上神代狐穴遺跡」『上神代狐穴遺跡・京坊たたら遺跡』 ６世紀末 　

194 岡山県熊野町教育委員会 2004年 『猿喰池製鉄遺跡』 ７世紀 　

195 笠岡市教育委員会 2005年 『鉄塊遺跡』 ７世紀後半 　

196 岡山県教育委員会 2008年 「下坂遺跡」『大河内遺跡・稲穂遺跡・下坂遺跡』 ７世紀前半　 　

197 岡山県勝央町教育委員会 2010年 「小池谷遺跡」『小池谷遺跡・小池谷古墳群』 古代 　

198 岡山県教育委員会 2016年 「鍛冶屋逧遺跡」『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』 ７世紀後半～８世紀前半 　

広島
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

199 広島県教育委員会 1967年 「広島県比婆郡口和町常定峯双遺跡の発掘調査報告」『広島県文化財調査報告７』 ７世紀前後 　
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200 財団法人広島県埋蔵文化財調査セン
ター 1987年 『戸の丸山製鉄遺跡発掘調査報告書』 ７世紀前後 　

201 財団法人広島県埋蔵文化財調査セン
ター 1987年 『植松遺跡群－植松第２号・３号・４号古墳・植松窯跡－』 ７世紀後半 木炭窯

202 藤野次史・土佐雅彦 1993年 「カナクロ谷製鉄遺跡」『中国地方製鉄遺跡の研究』 ６世紀後半～７世紀前半
広島大学文学
部考古学研究
室
溪水社

203 古瀬清秀 1993年 「野田大山山炭窯跡」『中国地方製鉄遺跡の研究』 古代

広島大学文学
部考古学研究
室
溪水社
木炭窯

204 川越哲志 1993年 「常定峯双炭窯跡」『中国地方製鉄遺跡の研究』 古代

広島大学文学
部考古学研究
室
溪水社
木炭窯

205 三良坂町教育委員会 1994年 『白ヶ迫製鉄遺跡』 ６世紀後半 　

206 甲奴町 1994年 「窯跡　弘法山窯跡」『甲奴町誌』 古代 木炭窯

207 福山市教育委員会 1995年 『池ノ向製鉄遺跡』 ８世紀後半～９世紀前半 　

208 財団法人広島県埋蔵文化財調査セン
ター 1999年 「小丸遺跡」『山陽自動車道建設に伴う発掘調査Ⅸ』 ６世紀後半～７世紀前半 　

209 財団法人広島県埋蔵文化財調査セン
ター 1999年 「岡山Ａ地点遺跡」『国営備北丘陵公園整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書』 ６世紀後半～７世紀前半 　

210 広島大学大学院文学研究科考古学研
究室 2003年 『金田石谷製鉄遺跡』 ８～９世紀 　

211 広島県庄原市教育委員会 2009年 「小和田遺跡『庄原市上野総合公園遺跡群Ⅱ』 ７世紀中葉～８世紀？ 　

212 三次市教育委員会 2012年 『南山遺跡』 ７世紀後半～８世紀 木炭窯

213 財団法人広島県教育事業団 2013年 「皇塩遺跡」『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告27』 ６世紀後半～７世紀前半 木炭窯
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山口
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

香川
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

徳島
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

愛媛
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

214 今治市教育委員会 2007年 『高橋佐夜ノ谷Ⅱ遺跡』 ７世紀後半～８世紀前半 　

高知
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

大分
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

215 大分県教育委員会 1991年 「塩屋伊豫野原遺跡」『大分空港道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告１』 ７世紀後半 木炭窯

216 大分県国東町教育委員会 1993年 『浜崎寺山遺跡』 ７世紀後半～８世紀前半 木炭窯
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217 大分県教育庁埋蔵文化財センター 2010年 「伊藤田田中遺跡」『伊藤田田中遺跡・屋敷田遺跡』 ７世紀第３四半期 　

福岡
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

218 福岡県教育委員会 1970年 「池田遺跡」『福岡南バイパス関係埋蔵文化財調査報告』 ７世紀前半～８世紀 　

219 三島格 1971年 「福岡平野の製鉄遺跡」『和白遺跡群』 ６世紀後半～末 福岡市教育委
員会

220 柳沢一男 1977年 「福岡平野を中心とした古代製鉄遺跡について」『広石古墳群』
６世紀後半～末
８世紀
８世紀後半～９世紀前半

福岡市教育委
員会

221 福岡県教育委員会 1978年 「門田遺跡」『山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告７』 ８世紀後半 　

222 志摩町教育委員会 1982年 「八熊製鉄遺跡」『八熊製鉄遺跡・大牟田遺跡』 ８世紀後半 　

223 合田村教育委員会 1985年 『合田遺跡』 ８～９世紀 木炭窯

224 福岡市教育委員会 1988年 「柏原Ｍ地点遺跡」『柏原遺跡群Ⅵ』 ６世紀末～７世紀 　

225 岡垣町教育委員会 1990年 『瀬戸遺跡』 ６世紀末～７世紀 　

226 築城町教育委員会 1992年 「松丸Ｆ遺跡」『城井田Ⅰ』 ６世紀末～７世紀 　

227 福岡市教育委員会 1993年 「飯倉Ｇ遺跡」『干隈遺跡』 ６世紀末～７世紀初頭 　

228 福岡県教育委員会 1994年 「長田遺跡」『九州横断自動車道埋蔵文化財調査報告30』 ８世紀前半 　

229 福岡市教育委員会 1995年 『大原Ａ遺跡１』 ８世紀 　

230 福岡市教育委員会 1995年 『大原Ａ遺跡２』 ８世紀 　

231 福岡市教育委員会 1995年 『都地遺跡（４）』 ８世紀 　

232 福岡市教育委員会 1995年 『クエゾノ遺跡』 ７～９世紀 　

233 福岡市教育委員会 1996年 『大原Ｄ遺跡群１』 ８～９世紀 　
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234 福岡市教育委員会 1997年 『大原Ｄ遺跡２』 ８～９世紀 　

235 福岡市教育委員会 1997年 「鋤崎製鉄遺跡」『鋤崎古墳群２』 ７～８世紀 　

236 福岡市教育委員会 1997年 「重留村下遺跡」『重留村下遺跡・四箇遺跡群』 古代 　

237 福岡市教育委員会 1999年 「浦江谷遺跡」『室見が丘』 古代 　

238 朝倉町教育委員会 1999年 『須川ノケノ遺跡』 ７世紀 　

239 福岡県教育委員会 2002年 「宝満山遺跡」『宝満山遺跡群・浦ノ田遺跡Ⅲ』 ８世紀初頭 　

240 福岡市教育委員会 2003年 「元岡・桑原遺跡」『九州大学統合移転用地内埋蔵文化財発掘調査概報』 ８世紀後半 　

241 福岡市教育委員会 2004年 「飯石遺跡」『飯石遺跡群３』 古代 　

242 福岡市教育委員会 2005年 『元岡・桑原遺跡群４』 ８世紀中～後葉
７世紀末～８世紀後半 　

243 太宰府市教育委員会 2005年 「日焼遺跡」『大宰府・佐野地区遺跡群20』 ７世紀後半～８世紀中葉 　

244 福岡市教育委員会 2006年 『元岡・桑原遺跡群６』 ８～９世紀 　

245 福岡市教育委員会 2006年 「乙石遺跡」『金武３』 ８世紀後半 　

246 福岡市教育委員会 2007年 「都地泉水遺跡」『金武４』 古代 　

247 福岡市教育委員会 2008年 『元岡・桑原遺跡群12』 ８世紀中葉以前 　

248 福岡市教育委員会 2008年 「乙石遺跡」『金武５』 ８世紀 　

249 福岡市教育委員会 2008年 『有田・小田部45』 古代 　

250 松井和幸 2009年 「八幡西区永犬丸所在丸ヶ谷製鉄遺跡について」『北九州市立自然史・歴史博物館
研究報告Ｂ類歴史６』 ８世紀後半～９世紀

北九州市立自
然史・歴史博
物館

251 福岡市教育委員会 2010年 『元岡・桑原遺跡群16』 ７世紀後半～８世紀前半 　

252 福岡市教育委員会 2011年 『大塚遺跡４』 ７世紀後半～８世紀初頭 　
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佐賀
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

長崎
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

熊本
調査 機關 年 報告書名 時代 備考

253 八代市教育委員会 1996年 「うその谷窯跡」『薬師堂遺跡・うその谷窯跡』 ７世紀後半～８世紀前半 木炭窯

宮崎
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

鹿児島
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考

　 　 　 　 　

沖縄
調査 機關 年度 報告書名 時代 備考
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■ 分析 報告文
順序 著者 年 報告文名 書名 發行處

1 中島徹 1959年 古代スラグの分析について たたら研究３ たたら研究会

2 桂敬 1982年 千葉県の製鉄遺跡より出土の鉄滓の化学的研究 千葉史学３ 千葉歴史学会

3 桂敬 1982年 砂鉄製鉄の原理 古代日本の鉄と社会 平凡社

4 高橋恒夫 1982年 古代製鉄鉄滓の金属組織 古代日本の鉄と社会 平凡社

5 大澤正己 1982年 千葉県下遺跡出土の製鉄関係遺物の分析調査 研究紀要７ 千葉県文化財センター

6 佐々木稔
村田朋美 1982年 関東の古代鉄器から見た製鉄技術 古代日本の鉄と社会 平凡社

7 後藤忠俊
高塚秀治 1982年 製鉄滓と鍛冶滓の区別についての試論 古代日本の鉄と社会 平凡社

8 大澤正己 1983年 古墳出土鉄滓から見た古代製鉄 日本製鉄史論集 たたら研究会

9
桂敬
福田豊彦
高塚秀治

1984年
広島県カナクロ谷製鉄遺跡のマンガンを多量に含む鉄滓につい
て

たたら研究会26 たたら研究会

10 大澤正己 1984年 冶金学的見地からみた古代製鉄 古代鉄生産の検討 古代を考える会

11 佐々木稔 1984年 古代における製鉄の起源と発展 季刊考古学８ 雄山閣

12
桂敬
佐々木稔

1985年 広島県と滋賀県における岩鉄製鉄 日本歴史448 日本歴史学会

13 大澤正己 1988年 日本古代製錬遺構出土鉄滓の金属学的調査 たたら研究29 たたら研究会

14 大澤正己 1991年 鉄滓からみた古代製鉄 古代学評論２ 古代を考える会

15 佐々木稔 1991年 金属学から見た古代の鉄 日本古代の鉄生産 六興出版

16 佐々木稔 1991年 鉄の伝播と海上の道 シンポジウム人間と鉄 財団法人鉄の歴史村地域振興事業団
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17 佐々木稔 1993年 弥生時代の鉄と鉄器製作技術 古文化談叢 九州古文化研究会

18 赤沼英男 1995年 いわゆる半地下式竪型炉の性格の再検討 たたら研究35 たたら研究会

19 赤沼英男 1996年 遺物の解析結果からみた半地下式竪型炉の性格 季刊考古学57 雄山閣

20 佐々木稔 1996年 古代・中世の信州の鉄－金属学的アプローチ 信州の人と鉄 信濃毎日新聞社

21
佐々木稔
赤沼英男

1996年 古代の遺跡出土鉄滓中のスラグ成分間の関係 たたら研究36・37 たたら研究会

22 大澤正己 1998年 西日本における初期鉄器製作・鉄生産に関する金相学的研究 西日本から見た製鉄の歴史
社団法人日本鉄鋼協会　 社会鉄鋼工学部会「鉄の
歴史－その技術と文化－」フォーラム

23 新井宏 2000年 古代日本に間接製鉄法があったか ふぇらむ５（１０） 一般社団法人日本鉄鋼協会

24 佐々木稔 2000年 古代東国の鉄関連生産の性格 東京考古18 東京考古談話会

25 新井宏 2001年 鉄滓の判定をめぐって 第３回公開研究論文集 社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼工学部会

26 佐々木稔 2001年 鉄の歴史　古代に流通した原料鉄と鋼精錬法の特徴 ふぇらむ６（８） 一般社団法人日本鉄鋼協会

27
佐々木稔
赤沼英男

2002年 鉄器と原料鉄の生産技術の進歩 鉄と銅の生産と歴史 雄山閣

28 大澤正己 2004年 金属組織からみた日本列島と朝鮮半島の鉄 国立歴史民俗博物館研究報告110 国立歴史民俗博物館

29 鈴木瑞穂 2004年 日本の前近代製鉄炉の変遷と出土製錬滓の組成変化 第６回公開研究発表会講演論文集
社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼部会「鉄の歴史－
その技術と文化－」フォーラム

30 新井宏 2004年 鉄滓・鉄遺物の分析をめぐって
鉄関連遺物の分析評価に関する研
究会報告

社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼工学部会

31 佐々木稔 2004年 出土遺物の組成からみた古代・中世前期の鉄関連炉の性格 たたら研究44 たたら研究会

32 鈴木瑞穂 2005年 遺跡出土鉄生産関連遺物にみる古代の砂鉄製錬技術 第７回公開研究発表会講演論文集
社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼部会「鉄の歴史－
その技術と文化－」フォーラム

33 鈴木瑞穂
大澤正己 2005年 九州各地域の砂鉄の性質と出土製錬滓の特徴 第７回公開研究発表会講演論文集

社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼部会「鉄の歴史－
その技術と文化－」フォーラム

34 井澤英二 2005年 日本の古代製鉄で使用された鉱石－その鉱物と化学組成の特徴
－ ふぇらむ10-5 社団法人日本鉄鋼協会
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35 佐々木稔 2005年 古代東国の鉄関連生産－８～10世紀代の生産経営主体の解明に
むけて－ 東京考古23 東京考古談話会

36 大澤正己 2008年 九州の鉄生産遺跡 九州地域の古代から近代の製鉄技
術発達史

社団法人日本鉄鋼協会学会部門社会鉄鋼工学部
会

37 鈴木瑞穂 2008年 九州各地の砂鉄と製鉄技術の関わりについて
九州地域の古代から近代の製鉄技
術発達史

社団法人日本鉄鋼協会学会部門社会鉄鋼工学部
会

38 新井宏 2008年 指標成分の動きからみた古代製鉄
第18回フォーラム講演会　
弥生時代の鉄１―理系から見た金
属関連遺物の諸問題―」

社団法人日本鉄鋼協会社会鉄鋼部会「鉄の歴史－
その技術と文化－」フォーラム

39 鈴木瑞穂 2010年 分析からみた古代の鉄生産技術
第14回古代官衙・集落研究会官
衙・集落と鉄研究報告資料

奈良文化財研究所

40
関博充
女鹿潤哉
赤沼英男

2011年 古代仙台平野における鉄生産活動について－宮城県柏崎遺跡検
出竪形炉の再検討を通して　 岩手県立博物館研究紀要28 岩手県立博物館

41 鈴木瑞穂 2018年 広島県下の古代の製鉄原料と製錬技術に関する試論：カナクロ
谷遺跡出土製鉄関連遺物の調査から

広島大学大学院文学研究科考古学
研究室紀要10　

広島大学大学院文学研究科考古学研究室
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■ 著書

順序   著者 年 書名 出版社 備考

1 東京工業大学製鉄史研究会編 1982年 古代日本の鉄と社会 平凡社 　

2 潮見浩 1982年 東アジアの初期鉄器文化 吉川弘文館 　

3 窪田蔵郎 1983年 製鉄遺跡 ニュー・サイエンス社 　

4 窪田蔵郎 1987年 改訂 鉄の考古学 雄山閣 　

5 小谷善守 1988年 作州のみち　鉄の道（上・下） 津山朝日新聞社 　

6 たたら研究会編 1991年 日本古代の鉄生産 六興出版 　

7 川越哲志 1993年 弥生時代の鉄器文化 雄山閣 　

8 河瀬正利 1995年 たたら吹製鉄の技術と構造の考古学的研究 溪水社 　

9 村上恭通 1998年 倭人と鉄の考古学 青木書店 　

10 東潮 1999年 東アジアの鉄と倭 溪水社 　

11 松井和幸 2001年 日本古代の鉄文化 雄山閣 　

12 花田勝広 2002年 古代の鉄生産と渡来人－倭政権の形成と生産組織－ 雄山閣 　

13 光永真一 2003年 たたら製鉄　 吉備人出版 　
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14 飯村均 2005年 律令国家の対蝦夷対策　相馬の製鉄遺跡群 新泉社 　

15 石井昌國 2006年 古代刀と鉄の科学　増補版 雄山閣 　

16 安間拓巳 2007年 日本古代鉄器生産の考古学的研究 溪水社 　

17 村上恭通 2007年 古代国家成立過程と鉄器生産 青木書店 　

18 鈴木瑞穂 2008年 はるか昔の鉄を追って 六興出版 　

19 佐々木稔 2008年 鉄の時代史 雄山閣 　

20 角田徳幸 2014年 たたら吹製鉄の成立と展開 清文社 　

21 角田徳幸 2019年 たたら製鉄の歴史 吉川弘文館 　



韓·中·日 鐵 製鍊遺蹟
地圖



- 90 -

그림 1. 韓半島 製鐵遺蹟

-범례-
1 평택 가곡리, 2 화성 기안리

(동), 3 진천 구산리, 4 진천 석

장리, 5 진천 송두리, 6 청원 연

제리, 7 청주 산남동, 8 청주 송

절동, 9 충주 대화리, 10 충주 

두정리, 11 충주 용교리, 12 충
주 칠금동, 13 충주 탑평리, 14 
충주 하구암리, 15 아산 북수리, 
16 울진 덕천리, 17 대구 시지, 
18 울산 달천, 19 김해 여래리, 
20 김해 우계리, 21 김해 하계

리, 22 밀양 사촌, 23 밀양 임천

리, 24 양산 물금, 25 창원 봉림

동, 26 부산 낙민동 패총, 27 부
산 지사동, 
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그림 2. 中國 제철유적
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그림 3 日本 製鐵遺蹟


