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4北 方への広が リー奥六郡の北ヘー

① 岩手郡の遺跡 大館町遺跡(2

かわらけが出土した地点は、大館町遺跡第53次調査区(平成6・ 7年調査)の溝跡からで

す。これらのかわらけの特徴や胎土は、肉眼観察では比爪のかわらけと見分けがつかず

手づくね、ロクロ双方とも比爪産のかわらけと推演1さ れます。
これまで、大館町遺跡の周辺では南西部に接する稲荷町遺跡で12世紀のかわらけ1点

中国産白磁碗 1点 と規模の小さい掘立柱建物が見つかつており、奥州藤原氏の時代の居

館跡とされていました。しかしむしろ、大館町と稲荷町の両遺跡は、一体の連続する奥

州藤原氏の時代の居館で、かわらけの出土量からすると稲荷町遺跡の方を居館の中核部

とするのが妥当と考えます。

大館町遺跡は、雫石川の北岸の低位段丘上に立地し、いわば岩手郡の入り口ともいえ

る地点に位置します。比爪の所在する紫波 (志波)郡 とは一線を画する岩手郡を管轄する

居館の可能性も指摘できます。比爪館から大館町遺跡は直線距離で約20km離れています(
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【会員投稿】
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7月 月例会で高橋会長が発表 した「比爪館遺跡の溝跡」は、55年間に33回行われた発

掘調査で検出された「溝状遺構、溝・大溝、堀」に関する内容であつた。 最初の頃は校

庭で検出された溝跡を東方向に追求 (学術調査)し箱崎氏宅に達 したことや、数回にわ

たる大溝東西延長箇所等における調査成果の蓄積はあるものの、総合的な検証の不足感

は否めないという主旨であつた。

最も関心をもつたのは、昨年度の第33次発掘調査の際に初めて「堀と上橋と門」がセ

ットで発見されたことである。新型コロナウイルス感染予防のため中止になつた 3月 開

催予定の令和元年度発掘調査報告会の資料が、中央公民館内の紫波町文化財展示室にあ

るという話があつたので、早速、出向いて手に入れることができた。

読んで驚いた。 「これまで比爪館跡や柳の御所跡からも発見されていない堀跡と土橋

跡とFl跡がセットで発見されたことは、考古学的にも、また、中世の様相を知る上でも

非常に重要なこと。Jと ある。 しかも、 「第 9次・第10次調査 (校舎改築)で発見された

堀跡と今回発見された堀跡が、規模 (幅 と深さ)と 出土量 (かわらけ)が非常に類似 してい

ます。以上のことから堀跡が繋がつていた可能性が窺えます。」とあり、更に 「政庁の

入り口に位置するのではないかと推測されます。」とも記されている。

これだけ貴重な発見のあった発掘調査の現地説明会が開催 されなかつたのが不思議で

ならな1ヽt調査期限ぎりぎりまで、雨のなか黙々と作業を続けていた担当者や作業員の

方々、こは頭の下がる思いであつた。と、会長は語つた。だが、このような調査期間の設

定は、そもそも異常ではないだろうか。まして調査終了後の一か月ほどの間、現場が放

置され遺跡が日々崩壊 していく無惨な状況を見た地域住民の心情、まして小学生たちが

抱いたであろう疑念に、文化財保護の観点から憂慮の念を覚える。

この調査は、放課後児童クラブ建築に伴 う緊急発掘のようだが、期間延長ができなか

つた事情は何か。それは行政にあつたのか、地権者なのか、或は双方なのか。原因を明

らかにし今後に生かすことが求められる。現地説明会を実施できなかったことは取り返

しができないが調査報告会は中止で終わらず、コロナの状況を見ながら早い時期に開催

し積極的に貴重な歴史遺産の発見を発信 し啓蒙に努めるべきである。

さらに、発掘調査報告書は当然ながら発行されるであろうが、プール建設に伴 う23・

24次発掘調査報告書が10年以上経過 して発行された悪例を、二度と繰 り返すことがあつ

てはならない。本年度の中屋敷遺跡の発掘調査現地を垣間見る限り、あの広大な4000ぽ

以上という面積を、あの程度の人員で 8月 末ごろまでに終了できるとは、とうてい考え

られない。不安定な身分らしいただ一人の専門調査員が、現場業務に忙殺されている現

状を見るにつけ、あながち的を失した懸念とは言えないと思 う。

繰 り返 しになるが、①埋蔵文化財の発掘調査期間は、調査面積と遺構・遺物の密度や

人員体制に応 じた適正なものとする。②調査により重要な成果が得られた際は、地域住

民に周知・啓蒙を図るため必ず現地説明会を実施する。③発掘調査報告書は、ぜひ近年

の例に倣い翌年度に発行する。以上を念願するものである。



☆ ホ石公民館樋爪鐘入門講座 I(協力事業)北条餞時発堀調査現地見学

当初、 7月 29日 閑に予定していた赤石公民館主催 (当 会協力)の 「樋爪館入門講

座Ⅱ北条館跡発掘調査現地見学は、集中豪雨の予報で北上川の増水が懸念された

ことから8月 4日 ωに延期して行われました。

最初に「関連遺跡の発掘調査」について概要説明があり、その後、自家用車に分

乗し現地に向かいました。現地では、岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

文化財専門員の村田淳さんが説明してくださいました。

本年度は、平安時代の竪穴住居や戦国時代の堀跡などが見つかり、奥州藤原氏

時代のものは溝と土坑だけということでした。樋爪に関わる貴重な発見はあまり

期待できないようです。参加者は 18名 (内、会員 11名 )で した。

☆ 高ホ公民館の中屋敷遺路発握調査現地見学・ 説明会 (出前講座)

8月 22日 0に、高木公民館が計画した高木地内に所在する桜町中屋敷遺跡の現

地見学に先立ち、どうして中屋敷遺跡が注目されるか話してほしいとの依頼があ

りました。本会の出前講座に位置づけ、高橋敬明会長と佐藤観悦会員(映像機器操作)

の二人が対応 しました。

本会が今回のように一般の方が対象の他団体から依頼を受けたのは初めてであ

り、この経験を今後に向けて蓄

積していきたいものと思つてい

ます。地域の皆様に樋爪館跡や

関連遺跡について理解していた

だく機会を与えてくださつた、

高木公民館長の菅野宗二さんに

感謝しています。

☆ 古代蓬まつり協賛 案内所目設 4日間で649人に資料配付

≪案内所当番》

7月 18日 (土)  大沼吉英 (一 日)、 下町順子 (午後)

7月 19日 (日 )  松田良子 (一 日)、 平井和夫 (午前)、 高野修 (午後)

7月 23日 (木・祝) 宇部真澄 (一 日)、 高野修 (午前)、 高橋敬明 (午後)

7月 25日 (土)  高橋敬明 (一 日)、 大沢斗志子 (午前)、 櫻井早苗 (午後 )

7月 26日 (日 )  高野修 (一 日)、 大沢斗志子 (午前)、 櫻井早苗 (午後 )

≪来場者数≫  ※ 18日 は、前半のデータが無いため、対象外とした。

① 開設日別
19日 194  23日  173  25日 127  26日  155  合計 649(男 268・女381)

② 推定年齢別
10歳 -33   20歳 -34   30歳 -96  40歳 ～92  50歳 ^V125
60歳～ 140  70歳 -119  80歳 -8   90歳 -2

③ 地域別

紫波町内 126 盛岡 260 花巻 88 矢巾38 北上 29 奥州 16

滝沢 12 釜石 10 宮古 6 大槌 4 -戸 4 その他9市町 15

不明 32 県外 9(宮城5、 青森1、 石川2、 兵庫1)
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【南日詰大銀 Ⅱ遺跡一第1次～第3次発掘調査報告一】tD<平成31年 2月 紫波町教育委員会>

V 総括 (82頁 )

南日詰大銀Ⅱ遺跡は、平成27年から平成29年の 3ヵ 年に渡つて本調査を実施した。総面積は

1,452ピ である。検出遺構は竪穴住居跡 1棟、竪穴状遺構 1棟、掘立柱建物跡 9棟、井戸跡 7

基、土坑跡19基 、堀跡 3条、溝跡 2条、門跡 lヵ 所、遺構不明 3基、柱穴774日 。 遺物は縄文

土器、土師器、須恵器、土師質土器、かわらけ、国産陶器、中国産陶器、木製品、鉄製品、壁

材、その他をコンテナで61箱 出上した。今回、検出された12世紀の遺構の中で、特筆される塀

跡 と門跡について少 し考察してみる。

・SA-01～ S肝03塀跡と問跡-01・門跡-02の関係

塀跡 3条の形状は、壁が垂直に近い逆台形の布堀で構築されている。柱痕の形状を観察する

と、丸太材を使用し、材 と材が接する状態で隙間なく連続 して並べた塀である可能性が高い。
この塀跡 3条は幅 2.8m間 隔で並行して構築されていることがわかつたが、同時期に並行 して

有するものなのか、建替えなのかは重複関係の切 り合いがなく判然としない。また、第 1次調

査区で検出したSA 01・ SA 02塀跡の西端が中途で切れている。

◎ 比爪館よりも高い防■力を有する場跡

SA-02に関 しては門 (門跡-01・ 02)を付属する塀跡であるため、施設を囲むような形状でな

ければ、いささか不自然に思われる。推測ではあるが西端の切れ日からは、掘方を伴わない築

地塀 (土塀)であつた可能性が考えられるが、今回の調査では解明することは出来なかつた。

また、塀跡の上場の幅が60cln前後をはかる規模のものは、12世紀の遺構で知られている比爪館

遺跡が存在するが、一回 り狭い50clll前後の規模を有するもの、あるいは平板で構成された板塀

しか検出されていない。県内において唯-60cm前後を有する規模の塀跡 |ま 、柳之御所遺跡でし

か発見されていない。以上のことから、今回検出した塀跡は、比爪氏よりも防御力を有 し、奥

州藤原氏と同等の強固な塀であつたことが窺える。

0 四脚日に次ぐ苗位に格付けされる棟門

今回、紫波町で初めて中世 (12c)の棟門跡が lヶ所発見された。 その規模は、門柱の直径
0.42m、 門柱間は288m(9尺 6寸)をはかる。門には身分による制限があり、むやみに建てる

ことが出来ないものであった。また、門には格付けがあり大きく四つに区別できる。今回発見

された棟門は、四脚門につぐ上位 2位の位置に相当する。また、柳之御所遺跡で調査した際に

井戸跡から門 (棟門)の部材が発見され、復元されており、本調査区で発見された門跡の形状

と類似するものであった。また、今回の調査からは、塀跡のコーナーが確認できなかつたこと

から、南門になるか北門になるかは解明できなかつた。

平成30年度に南日詰大銀Ⅱ遺跡第 3次調査区の隣接地を、公益財団法人岩手県文化振興事業

団埋蔵文化財センター (以下、同センターと表記)が国土交通省の北上川防波堤工事に伴 う緊

急発掘調査を実施している。そこから12世紀の遺物と思われる、かわらけ・国産陶器・中国産

磁器等が発見されていることから、南日詰大銀Ⅱ遺跡の範囲がさらに北方向に伸びると推測さ

れる。近いうちに同センターが報告書を刊行することで、南日詰大銀Ⅱ遺跡の様相がより詳細

になると思われる。

◎ 清綱の居館跡の可能性?再度、精査 ,検証が必聾

最後に、これまで中世 (12c)の比爪館関連遺跡は、東側が南 日詰小路口 I IIn跡 までであつた

が、南日詰大銀Ⅱ遺跡を 3ヵ 年に渡って調査 した結果、本遺跡も比爪館関連遺跡であることが

わかり、さらに東側及び北東側に広がることもわかつた。これで、比爪館関連遺跡の規模は東

西約10血・南北約06hをはかり、総面積は約60万 ぽにもおよぶことになる。このことからも、

一つの都市として営まれていた可能性が高まる。

また、奥州藤原氏の一族である藤原清綱の息子比爪太郎俊衡と比爪氏の開祖である藤原清綱

の居館跡が未だ発見されていない。まさに南日詰大銀Ⅱ遺跡が清綱の居館跡の可能性も出てく

る。いずれにしてもどの様な人物が住んでいたのか、また、どの様な様相をしていたのかを、

これまで調査されてきた比爪館遺跡、南日詰小路口 I・ ■遺跡、南日諸大銀Ⅱ遺跡を再度精査 し、

検証 していく必要がある。
※ ◎の見出しは編集部が付記


