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はじめに

　石峠Ⅱ遺跡は、ＪＲ山田線豊間根駅の北北東約１㎞に位置し、荒川川左岸

の丘陵裾に立地しています。標高は約 35 ～ 50ｍで、北西には中世城館で

ある内館遺跡が隣接しています。

　平成 25・26 年度の２年にわたる発掘調査で縄文時代早期から近世までの

多様な遺構・遺物が見つかりました。今回はそのなかでも本遺跡の主体と

なる縄文時代の遺構・遺物を中心に紹介したいと思います。

竪穴住居跡・住居状遺構

　地面を掘り下げて平らな床を作り、屋根を支える柱や食べ物を煮たり、

暖をとったりした炉があります。今回の調査では、炉がなく規則的な柱が

確認できないものを住居状遺構としています。時代や時期により円形、楕

円形、方形などありますが、今回の調査では円形・楕円形のものが多いです。

10 月10日までに、縄文時代早期中頃 ( 今から8,500 年前 )3(0) 棟、前期前

半 (5,500 ～ 6,000 年前 )24(17) 棟、中期後半～終わり頃 (4,000 ～ 4,500 年

前 )70(60) 棟の計 97(77) 棟が見つかっています。※(　) の数字は今年度分
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石峠Ⅱ遺跡

「津軽石 1/25000」に一部加筆

＜縄文時代早期の竪穴住居跡＞

　壁際に小柱穴が巡っています。炉はあ

りませんが、中央に炭がまとまって見つ

かっています。

＜縄文時代前期の竪穴住居跡＞

　8 本の規則的な柱と写真上中央の柱寄りに炉が見つ

かっています写真①

写真②

炉：竪穴住居跡の中には食べ物を

煮たり、暖をとるために作られた

炉があります。石で囲んだもの、

土器を埋め込んだものなど色々な

ものがあります。石峠Ⅱ遺跡では

地床炉（火を焚いた部分のみが見

られる炉）、石囲炉（石を方形や

円形に置き、その中で火を焚いた

炉）、複式炉（複数の石で組んだ

部分と浅く窪む部分がある炉）が

見つかっています。

写真③
＜縄文時代中期の竪穴住居跡＞

　今回の調査で最も規模の大きな竪穴住居跡で、一辺

が約 7.6m あります。中央には炉があります。

写真④
＜縄文時代中期の竪穴住居跡＞

　標準的な大きさ（5ｍ前後）

の竪穴住居跡です。写真中央下

には複式炉、奥には２本の柱が

あります。

写真⑤
＜縄文時代中期の竪穴住居跡＞

　石峠Ⅱ遺跡では、最も規模の

小さい竪穴住居跡で、一辺は２

ｍ程しかありません。この住居

には住居の 1/4 程を占める複式

炉が作られています。

＜地床炉＞

　石峠Ⅱ遺跡では、前

期の竪穴住居跡で見ら

れます。

＜複式炉＞

　日の字状に石が組んであり、写真左上

に火を焚いた場所があります。右下には

浅い窪み ( 前庭部 ) があります。

＜石囲炉＞

　石が円形に組んであります。その中で

火を焚いたため、赤くなっています。
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フラスコ

　理科の実験で使われる三角フラスコに横から見

たときの形が似ていることからこの名前がつけら

れました。ドングリなどの実が見つかることがあ

ります。今でも見られる「ムロ」のようなものです。

縄文時代中期後半のものが 35(13) 基見つかってい

ます。

写真⑥

写真⑦
＜縄文時代中期のフラスコ＞

　別の遺構ですが、写真⑥が上

から写真⑦が横から見た写真で

す。三角フラスコのように底が

広くなっています。
陥し穴

　動物を捕まえるために作られた罠です。細長い

ものや丸いもの、四角いものなど色々な形の陥し

穴があります。底には逆茂木といって動物が身動

きできなくするための仕掛けの穴が残っているも

のがあります。岩手県では一般的に逆茂木の見ら

れない細長いものが新しく、逆茂木の有る円形・

楕円形のものが古くなる傾向があります。225

(101) 基見つかっています。
写真⑧

写真⑩

写真⑪

写真⑨
＜多様な陥し穴＞

　写真⑧は細長いもの、写真⑨は

逆茂木のある細長いもの、写真⑩

は逆茂木のある円形のもの、写真

⑪は逆茂木のある方形のもので

す。石峠Ⅱ遺跡では写真⑧と同じ

ものは斜面の傾斜に並ぶように見

られ、写真⑩と同じものは等高線

に沿って幾重にも並んで見られる

傾向があります。

出土遺物

　縄文時代の遺物は土器

大コンテナ (42×32×30

㎝ )54(44) 箱、剥片石器大

6.5(5) 箱、礫石器 170(150)

箱、ミニチュア土器・土

鈴などの土製品、装飾品

などの石製品が見つかっ

ています。
土器

土器

土器

磨石 石鏃

縄文時代以外の遺構・遺物

　縄文時代以外の遺構は平安時代の竪穴住居跡 2(2) 棟、墓壙 ?

1(1) 基、古代～中世の製鉄炉 2(2) 基、中世の墓壙 2(2) 基、中世

～近世の掘立柱建物跡 6(6) 棟、土坑 5(5) 基、柱穴 44(44) 個が

見つかっています。遺物は土師器・須恵器少量、古代の刀 1 点、

古代～中世の羽口大 1.5(0.5) 箱、鉄滓大 75(17.5) 箱、中近世の

陶磁器大 0.5 箱、古銭 30(30) 点が、見つかっています。

その他の遺構

　用途のわからない土坑 54(41) 基、焼土遺構 1(1) 基、

柱穴 32(18) 個が見つかっています。

さいごに

　2 ヶ年にわたる発掘調査の結果、縄文時代早期以降断続的ですが、集落、狩猟、生産の場として利用されていたこと

がわかりました。特に、縄文時代中期の終わり頃 ( 約 4,000 年前 ) は大規模な集落が形成されていたことがわかり、沿岸

部における拠点的な集落の可能性が高いと考えられます。今後も継続する発掘調査や今後行われる整理作業を通じて詳

細を明らかにしていきたいと考えています。

　最後になりましたが、地元の皆様をはじめ発掘調査にご協力頂いた関係各位に感謝を申し上げます。

写真⑫

写真⑬

写真⑭

＜平安時代の

竪穴住居跡＞

　写真上にカ

マドと煙道が

あります。縄

文時代中期と

比べると規模

が小さな集落

であったと考

えられます。

＜中近世の掘立柱建物跡＞

＜中世の墓壙＞
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