
【【【【参考参考参考参考】】】】 古代三陸古代三陸古代三陸古代三陸でででで行行行行われたわれたわれたわれた鉄生産技術鉄生産技術鉄生産技術鉄生産技術についてについてについてについて
竪竪竪竪 竪型炉竪型炉竪型炉竪型炉とととと横型炉横型炉横型炉横型炉 そしてそしてそしてそして 鞴鞴鞴鞴のののの技術技術技術技術にににに着目着目着目着目してしてしてして

蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀をををを手手手手にににに大和大和大和大和とととと戦戦戦戦ったったったった蝦夷蝦夷蝦夷蝦夷のののの鉄生産基地鉄生産基地鉄生産基地鉄生産基地はははは三陸沿岸三陸沿岸三陸沿岸三陸沿岸だったのだろうかだったのだろうかだったのだろうかだったのだろうか ????

【【【【参考参考参考参考1. 】】】】 【【【【和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・Iron Road】】】】
平安時代平安時代平安時代平安時代 大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫 武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡
大清水大清水大清水大清水B遺跡・沢入遺跡・沢入遺跡・沢入遺跡・沢入B遺跡遺跡遺跡遺跡 福島県新地町福島県新地町福島県新地町福島県新地町 2013日本列島発掘新発見展より
近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉
同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で 9世紀半ば世紀半ば世紀半ば世紀半ば異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設

【【【【参考参考参考参考2】】】】 三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡
三陸は蕨手刀を持って戦った蝦夷の製鉄基地三陸は蕨手刀を持って戦った蝦夷の製鉄基地三陸は蕨手刀を持って戦った蝦夷の製鉄基地三陸は蕨手刀を持って戦った蝦夷の製鉄基地 ? 

大和とは異なる独自の製鉄・鍛冶技術交流ルートがあったのでは大和とは異なる独自の製鉄・鍛冶技術交流ルートがあったのでは大和とは異なる独自の製鉄・鍛冶技術交流ルートがあったのでは大和とは異なる独自の製鉄・鍛冶技術交流ルートがあったのでは???
大阪弥生博物館で開催された大阪弥生博物館で開催された大阪弥生博物館で開催された大阪弥生博物館で開催された 災害復興支援災害復興支援災害復興支援災害復興支援 緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より

1 . 1 . 緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡 「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」& 「沢田「沢田「沢田「沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡

1.1.    山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例
1.2. 広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより 山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡

11・・・・12世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した
1.3. 三好孝一氏講演スライドより三好孝一氏講演スライドより三好孝一氏講演スライドより三好孝一氏講演スライドより 山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島 田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡

中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡
1.4.   三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡リスト三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡リスト三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡リスト三陸山田湾沿岸の古代製鉄関連遺跡リスト

【【【【参考参考参考参考3333】】】】 山田町織笠山田町織笠山田町織笠山田町織笠にあるにあるにあるにある八世紀後半八世紀後半八世紀後半八世紀後半のののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡 上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡
岩手日報 平泉栄耀の記憶 ⑭金と鉄と馬 ２００５年５月２５日 より

【【【【参考参考参考参考4444】】】】奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代 88888888世紀世紀世紀世紀世紀世紀世紀世紀 蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀33333333振振振振りやりやりやりや大量大量大量大量のののの刀剣類刀剣類刀剣類刀剣類をををを副葬副葬副葬副葬していたしていたしていたしていた振振振振りやりやりやりや大量大量大量大量のののの刀剣類刀剣類刀剣類刀剣類をををを副葬副葬副葬副葬していたしていたしていたしていた

山田町房山田町房山田町房山田町房のののの沢古墳群沢古墳群沢古墳群沢古墳群・・・・房房房房のののの沢沢沢沢山田町房山田町房山田町房山田町房のののの沢古墳群沢古墳群沢古墳群沢古墳群・・・・房房房房のののの沢沢沢沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡
【【【【参考参考参考参考5555】】】】古代古代古代古代古代古代古代古代 岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について岩手県三陸沿岸「閉伊」の製鉄と蝦夷について インターネットより

柴田弘武 閉伊村のえみし・特産品「鉄」特産品「鉄」 http://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htm より



【【【【参考参考参考参考1. 】】】】 平安時代平安時代平安時代平安時代 大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫大和政権の蝦夷征伐の最前線の兵器庫 武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡武井製鉄遺跡群の製鉄遺跡

大清水大清水大清水大清水B遺跡・沢入遺跡・沢入遺跡・沢入遺跡・沢入B遺跡遺跡遺跡遺跡 福島県新地町福島県新地町福島県新地町福島県新地町 2013日本列島発掘新発見展より
【【【【和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・Iron Road】】】】 発掘された日本列島発掘された日本列島発掘された日本列島発掘された日本列島2013 新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る 昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介

http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309souma00.htmhttps://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309souma00.htmよりよりより

近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育まれた竪型炉
同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で同一時期・同一地点で 9世紀半ば世紀半ば世紀半ば世紀半ば異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉異なるタイプの製鉄炉竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設竪型炉と箱型炉が併設

奈良・平安時代 7世紀後半から9世紀後半にかけて、福島県浜通り地域で多数の製鉄関連遺跡が確認されており、中でも
相馬地区地方では 新地町・武井製鉄遺跡群 相馬市・大坪製鉄遺跡群や、南相馬市・金沢製鉄遺跡群など200を超える製
鉄遺跡が出土している。これらの製鉄遺跡群は律令国家体制を整え、製鉄量産化技術を確立 した大和政権蝦夷征伐の最前

線の武器庫としての役割を担っていた。
また、これらの製鉄遺跡群の製鉄炉は近畿で育まれた大型の箱型炉 と東北で育まれた竪型炉の両方がそれぞれの場所・時

期に応じて建設されてきた。
今回発掘された武井製鉄遺跡群の大清水B遺跡・沢入B遺跡の注目すべき点は近畿で育まれた大型の箱型炉と東北で育ま
れた竪型炉の両方が同時期・同地区に並立し、「ズク鉄・銑鉄」生産に用いられていたことで、福島浜通り 北部地区遺跡群の
特徴だという。
陸奥南の古代製鉄遺跡群では 踏み鞴付竪型炉はその後、消えてゆくのであるが、 もし、鞴付き箱型炉が先に登場していたな
らば、砂鉄を原料とするたたら製鉄では、難点のある踏み鞴付竪型炉が登場することはなかったのではないか??
その装着は東北で育まれた竪型炉 東北には大和とは異なる独自の製鉄技術入手ルートが垣間見える
踏み鞴が日本のたたら炉に登場する時期は明確ではないが、8世紀中頃の武井製鉄遺跡群の竪型炉に装着された踏み鞴が、
その後のたたら製鉄の踏み鞴に大きな影響を与えたともいえるのではないか。。。。。



たたらに用いられた「鞴」の歴史たたらに用いられた「鞴」の歴史たたらに用いられた「鞴」の歴史たたらに用いられた「鞴」の歴史 インターネット検索より

皮鞴皮鞴皮鞴皮鞴 →→→→ 踏み鞴踏み鞴踏み鞴踏み鞴 →→→→ 天秤鞴天秤鞴天秤鞴天秤鞴 →→→→ 水車へ水車へ水車へ水車へ

陸奥南の古代製鉄遺跡群のたたら製鉄炉に踏み鞴が付いて登場する陸奥南の古代製鉄遺跡群のたたら製鉄炉に踏み鞴が付いて登場する陸奥南の古代製鉄遺跡群のたたら製鉄炉に踏み鞴が付いて登場する陸奥南の古代製鉄遺跡群のたたら製鉄炉に踏み鞴が付いて登場する8世紀半ば世紀半ば世紀半ば世紀半ば
いつどこで、たたら製鉄で踏み鞴が使われいつどこで、たたら製鉄で踏み鞴が使われいつどこで、たたら製鉄で踏み鞴が使われいつどこで、たたら製鉄で踏み鞴が使われはじめはじめはじめはじめたたたたののののかかかか? 明確にはなっていない明確にはなっていない明確にはなっていない明確にはなっていない

文献によれば、10世紀の｢倭名類聚抄｣（９３４年）では「皮鞴」と区別するために「踏鞴」を｢たたら｣のこととし、
また、たたら遺跡遺構からは、この陸奥南の製鉄遺跡群や近江など8世紀頃には踏み鞴が現れ、
たたら製鉄の革新に大きく寄与する。

東北の竪型炉は東北の竪型炉は東北の竪型炉は東北の竪型炉は踏み鞴付き製鉄炉のさきがけではないか踏み鞴付き製鉄炉のさきがけではないか踏み鞴付き製鉄炉のさきがけではないか踏み鞴付き製鉄炉のさきがけではないか?? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



◎ 7世紀後半 古代大和の東北蝦夷対応の最前線 福島県金沢・武井製鉄遺跡群では近江等大和で

育まれた鉄アレイ型の箱型製鉄炉が登場し、さらに鉄の安定量産立地から、山の尾根から、山の斜面に場所を移し、
製鉄炉が重複して作られるようになる。

◎ 8世紀中葉になると中国にルーツを持ち、東国で育まれた最新の踏み鞴と大型羽口を持つ半地下式竪型炉が現れ、
箱型炉と併用されるようになる。この踏み鞴付き竪型炉の出現は、炉の送風・温度安定と高温化を生み、箱型炉の操業にも

大きな影響を及ぼしたであろうことはまちがいない。
◎ 8世紀後半から9世紀初めには、量産効果をさらに高めるため、 箱型炉にも足踏み鞴を付けた大型の長方形箱型炉が登場し、
タイプの異なる2つの製鉄炉が並立する時代を迎える。

◎ 9世紀中葉には足踏み鞴を付けた大型の長方形箱型炉を並べて設置するようになり、鉄の大量生産化がすすむ。
一方、東国・東北で育まれた竪型炉は消えてゆくという。

【【【【和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・和鉄の道・Iron Road】】】】 発掘された日本列島発掘された日本列島発掘された日本列島発掘された日本列島2013 新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る新発見考古学展に見る 昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介

http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309souma00.htmhttps://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309souma00.htm よりよりより



房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡

田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡

上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡

88世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡

1111・・・・・・・・1212世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

1010世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から1111世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末
蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など44⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土

蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群

平安前期平安前期平安前期平安前期(8世紀～世紀～世紀～世紀～9世紀末世紀末世紀末世紀末)の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡

【【【【参考参考参考参考2222】】】】 三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸のののの古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡

三陸三陸三陸三陸はははは蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀をををを持持持持ってってってって戦戦戦戦ったったったった蝦夷蝦夷蝦夷蝦夷のののの製鉄基地製鉄基地製鉄基地製鉄基地 ?

大和大和大和大和とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる独自独自独自独自のののの製鉄製鉄製鉄製鉄・・・・鍛冶技術交流鍛冶技術交流鍛冶技術交流鍛冶技術交流ルートがあったのではルートがあったのではルートがあったのではルートがあったのでは???

大阪弥生博物館大阪弥生博物館大阪弥生博物館大阪弥生博物館でででで開催開催開催開催されたされたされたされた 災害復興支援災害復興支援災害復興支援災害復興支援 緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より緊急発掘調査報告より

山田町には370を越える製鉄関連遺跡がある

平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡

山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅡⅡⅡⅡ・・・・ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡
山田町には370を越える製鉄関連遺跡があり、
現在緊急発掘されている遺跡も9つにのぼると聞く



房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡

田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡

上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡

88世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡

1111・・・・・・・・1212世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

1010世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から1111世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末古墳時代末
蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など44⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土

蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群

平安前期平安前期平安前期平安前期(8世紀～世紀～世紀～世紀～9世紀末世紀末世紀末世紀末)の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡
平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡

山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅡⅡⅡⅡ・・・・ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡
山田町には370を越える製鉄関連遺跡があり、
現在緊急発掘されている遺跡も9つにのぼると聞く



弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文弥生文化博物館特別展「縄文! 10000! 10000年の旅」年の旅」年の旅」年の旅」年の旅」年の旅」年の旅」年の旅」

関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー関連考古学セミナー

岩手県岩手県岩手県岩手県でのでのでのでの発掘調査災害復興発掘調査災害復興発掘調査災害復興発掘調査災害復興のためにのためにのためにのために岩手県岩手県岩手県岩手県でのでのでのでの発掘調査災害復興発掘調査災害復興発掘調査災害復興発掘調査災害復興のためにのためにのためにのために
災害復興支援災害復興支援災害復興支援災害復興支援 岩手県山田町緊急発掘調査岩手県山田町緊急発掘調査岩手県山田町緊急発掘調査岩手県山田町緊急発掘調査にににに応援参加応援参加応援参加応援参加してしてしてして

2014.6.29.2014.6.29.2014.6.29.2014.6.29. 大阪府立弥生文化博物館大阪府立弥生文化博物館大阪府立弥生文化博物館大阪府立弥生文化博物館

三陸沿岸Iron Roadの探訪から帰って、行けていなかった岩手県の縄文「縄文縄文縄文縄文縄文縄文縄文縄文! 10000! 10000! 10000! 10000! 10000! 10000! 10000! 10000年年年年のののの旅旅旅旅年年年年のののの旅旅旅旅」

を見に最終日前の6月28日弥生文化子博物館へ

当日関連セミナーとして「岩手県での発掘 災害復興のために」が開催されているのを知り、参

加。 大阪から、緊急発掘調査応援に行かれていた2名の方の調査報告で、偶然にも 私の出かけ

た山田町船越「焼山遺跡」周辺の製鉄遺跡発掘調査を中心とした報告

知りたかった古代の三陸沿岸のたたら製鉄についての知見が倍増。焼山遺跡の報告に追加して、

撮らせていただいた関連スライドなどをまとめました。

講演資料 ◎ 三好孝一氏 山田町 田之浜館 現地説明会資料 h25.8.2.

「中世の城館跡と平安時代の鉄生産遺構」

◎ 広瀬時習氏 「沢田Ⅲ遺跡 - 鉄生産関連遺構の調査 -」 h26.6.28.

11.. 緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡緊急発掘調査で出土した山田町の古代製鉄遺跡

「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」「田之浜館遺跡」& 「沢田「沢田「沢田「沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡」遺跡」遺跡」遺跡」



沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇

〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡

1.1.山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例山田町の地質と山田町の古代製鉄遺跡例



岩手県の花崗岩帯分布& 日本の花崗岩類分布 山田町の沿岸は宮古花崗岩帯の上にあり砂鉄の宝庫



船越船越船越船越 浦の浜から眺めた養殖筏浦の浜から眺めた養殖筏浦の浜から眺めた養殖筏浦の浜から眺めた養殖筏

山田町沿岸から眺めた養殖筏山田町沿岸から眺めた養殖筏山田町沿岸から眺めた養殖筏山田町沿岸から眺めた養殖筏

穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな山田湾一面山田湾一面山田湾一面山田湾一面をををを埋埋埋埋めるめるめるめる養殖筏群養殖筏群養殖筏群養殖筏群穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな山田湾一面山田湾一面山田湾一面山田湾一面をををを埋埋埋埋めるめるめるめる養殖筏群養殖筏群養殖筏群養殖筏群

鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含むむむむ沿岸沿岸沿岸沿岸のののの山々山々山々山々がこのがこのがこのがこの豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海をををを育育育育てたてたてたてた鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含むむむむ沿岸沿岸沿岸沿岸のののの山々山々山々山々がこのがこのがこのがこの豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海をををを育育育育てたてたてたてた

船越半島船越半島船越半島船越半島のののの山山山山にはにはにはには多々羅山多々羅山多々羅山多々羅山のののの名名名名もみえるもみえるもみえるもみえる船越半島船越半島船越半島船越半島のののの山山山山にはにはにはには多々羅山多々羅山多々羅山多々羅山のののの名名名名もみえるもみえるもみえるもみえる

多々羅山多々羅山多々羅山多々羅山▲▲▲▲



• 宮古花崗岩帯の山々でおおわれている山田町沿岸

山には山砂鉄 浜には浜砂鉄が堆積し、
古代から370を越える製鉄遺跡が確認されていている
という。

そして、眼前の海には 「ホタテ」「牡蠣」「ホヤ」の養殖

いかだが湾内一杯 無数に広がっている。

陸から流れ出た鉄分が育てた豊かな海である

1.1.2.2. 山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡
11・・・・12世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した

広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより広瀬時習氏講演スライドより



沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡

上村遺跡はこのあたりか上村遺跡はこのあたりか上村遺跡はこのあたりか上村遺跡はこのあたりか?



尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲尾根部の北東端に位置する南谷の狭い範囲

に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土に重層して数多くの製鉄遺構が出土

山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構遺跡から見つかった遺構

●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代 竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居1010棟棟棟棟棟棟棟棟 土坑土坑土坑土坑土坑土坑土坑土坑5050期期期期期期期期 包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層11

●●●●●●●●古代古代古代古代古代古代古代古代 竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡99棟棟棟棟棟棟棟棟

鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡1616基基基基基基基基 炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡 1111基基基基基基基基



1111・・・・・・・・1212世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や世紀平安時代後半の製鉄遺構や

縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した縄文中期の竪穴住居などが出土した

山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田山田町沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構見つかった遺構

●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代●縄文時代 竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居1010棟棟棟棟棟棟棟棟 土坑土坑土坑土坑土坑土坑土坑土坑5050期期期期期期期期 包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層包含層層11

●●●●●●●●古代古代古代古代古代古代古代古代 竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡99棟棟棟棟棟棟棟棟

鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡鉄生産関連炉跡1616基基基基基基基基 炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡炭窯跡 1111基基基基基基基基



平安時代の製鉄遺構が出土した山田町沢田平安時代の製鉄遺構が出土した山田町沢田平安時代の製鉄遺構が出土した山田町沢田平安時代の製鉄遺構が出土した山田町沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡





8世紀に東日本に登場した半地下式竪型炉の系譜に属し 大きなラッパ状羽口が製鉄炉に装着。
6世紀に西日本で始まった箱型炉の系譜とは異なるといわれている。 その後 福島県相馬の武井・金沢製鉄遺跡群にも箱型製鉄炉と併用
で現れ、足踏みふいごの装着は竪型炉から始まったのではないかと思っている???   
平安時代 大型箱型炉の登場と共に 竪型炉は次第に消えてゆくが、三陸では鋳物銑の需要により、竪型炉は存続してゆく M.Nakanishi

沢田Ⅲ遺跡の製鉄炉は 斜面を平地に整備した工房内に置

かれており、半地下式の竪型炉でなく箱型炉と思われる



鉄生産にかかわる炉跡。

黄色の粘土の中に赤・黒・白色の円形が複数

確認されました（矢印の部分）。これら一つ一

つが炉跡です。同じ場所で何回も造り替えら

れていて、調査が難解な遺構です。 竪型炉
炉? 鞴座は? 見つかっていないと聞く。





沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡 竪穴住居竪穴住居竪穴住居竪穴住居 縄文中期の終り頃縄文中期の終り頃縄文中期の終り頃縄文中期の終り頃 約約約約4000年前の住居跡も見つかっている年前の住居跡も見つかっている年前の住居跡も見つかっている年前の住居跡も見つかっている



沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡 竪穴住居の炉跡竪穴住居の炉跡竪穴住居の炉跡竪穴住居の炉跡 石囲いを持つ複式炉で石囲いを持つ複式炉で石囲いを持つ複式炉で石囲いを持つ複式炉で 煙道穴までしっかり残っていた煙道穴までしっかり残っていた煙道穴までしっかり残っていた煙道穴までしっかり残っていた



大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として大木式土器と円筒土器の両文化圏の接点域として 重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡重要な遺跡



カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡カマドを持つ古代隅丸方形の竪穴住居跡



鋳造を主とする南部鉄器と関係するのだろうか??

この古代の製鉄炉変遷 私のイメージとはちょっと違っていました。 平安後期の変遷中心の記述か?   By Mutsu Nakanishi



この沢田Ⅲ製鉄遺跡でも多数の製鉄炉跡が見つかっているが、鞴座が見つからぬと聞く。

平安時代後期には すでに足踏み鞴が普及し、製鐵炉には鞴座があると思うのですが、不思議である。



1.1.1.1.1.1.1.1.33333333 ........ 山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島 田田田田のののの浜館跡浜館跡浜館跡浜館跡

中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡中世の城館跡と平安時代の鉄生産跡

三好孝一氏講演スライドより



田の浜館遺跡の古代製鉄跡田の浜館遺跡の古代製鉄跡田の浜館遺跡の古代製鉄跡田の浜館遺跡の古代製鉄跡





見つかった遺構と遺物

●●●● 縄文時代縄文時代縄文時代縄文時代 竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡竪穴住居跡 1棟棟棟棟 遺物包含層遺物包含層遺物包含層遺物包含層 1ヶ所ヶ所ヶ所ヶ所

●●●● 平安時代平安時代平安時代平安時代 製鉄炉製鉄炉製鉄炉製鉄炉 4基基基基 炭窯炭窯炭窯炭窯 5基基基基 土坑土坑土坑土坑 1基基基基

●●●● 中世の城館遺構中世の城館遺構中世の城館遺構中世の城館遺構

城館遺構があると考えていたが、近現代の農地造成地城館遺構があると考えていたが、近現代の農地造成地城館遺構があると考えていたが、近現代の農地造成地城館遺構があると考えていたが、近現代の農地造成地

●●●● 江戸時代以降江戸時代以降江戸時代以降江戸時代以降 鍛冶炉鍛冶炉鍛冶炉鍛冶炉 1基基基基 炭窯炭窯炭窯炭窯 1基基基基 ほかほかほかほか

田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡 全体図全体図全体図全体図





山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島山田町船越半島 田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡 古代の製鉄跡古代の製鉄跡古代の製鉄跡古代の製鉄跡 現地説明会現地説明会現地説明会現地説明会



3333長径1.3m短径0.8mの焼け締りの跡 箱型炉か?

この遺跡でもこの遺跡でもこの遺跡でもこの遺跡でも 製鉄炉や大型羽製鉄炉や大型羽製鉄炉や大型羽製鉄炉や大型羽
口は見つかるが鞴座は見つかっ口は見つかるが鞴座は見つかっ口は見つかるが鞴座は見つかっ口は見つかるが鞴座は見つかっ

ていないという。ていないという。ていないという。ていないという。



長径1.8m短径0.9mの掘り込みの炉跡 箱型炉か?





シケの後シケの後シケの後シケの後 田の浜の防波堤際に打ち上げられた砂鉄田の浜の防波堤際に打ち上げられた砂鉄田の浜の防波堤際に打ち上げられた砂鉄田の浜の防波堤際に打ち上げられた砂鉄



房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡

田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡

上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡

88世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡

1111・・・・・・・・1212世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

1010世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から1111世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

88世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半

蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など44⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土

蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群

平安前期平安前期平安前期平安前期(8世紀～世紀～世紀～世紀～9世紀末世紀末世紀末世紀末)の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡

山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅡⅡⅡⅡ・・・・ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡
平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡

この平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据えこの平安時代の中・後期になるとすでに製鉄炉は大型化し、足踏み鞴が炉の直ぐ傍に据え

られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・られているはずであるが・・・・

今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉今、山田町で緊急発掘調査されているこれら古代の製鉄遺跡では竪型炉と思われる製鉄炉

が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。が多数見つかっているのにも関わらず、鞴座が見つからぬと聞く。

ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋ふと思ったのが、小槌町小林家住宅の製鉄絵図。あの絵図に描かれている製鉄炉は革袋

の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。の鞴であり、時代はかなり新しいとする説もある。

この三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられこの三陸では連綿として、古い時代の小型竪型炉の製鉄技術がずっと継承されつづけられ

ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。ていることも含め、独自技術継承がづっとつづいているかもしれない。

その中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・とその中は、蝦夷時代の製鉄技術も・・・と

クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡クリアーにはなっていませんが、古代三陸の製鉄炉・製鉄工房は大和の文化圏の製鉄遺跡

とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。とすこし異質な印象を受けています。



房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢房の沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡

田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡田の浜館跡

上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡

88世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡世紀後半の製鉄遺跡

1111・・・・・・・・1212世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

1010世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から世紀後半から1111世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡世紀の製鉄遺跡

88世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前半

蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など蕨手刀など44⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊⒊点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土点が出土

蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群蝦夷の古墳群

平安前期平安前期平安前期平安前期(8世紀～世紀～世紀～世紀～9世紀末世紀末世紀末世紀末)の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡の製鉄遺跡

1.4. 三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸三陸山田湾沿岸のののの古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡古代製鉄関連遺跡リストリストリストリスト

三陸三陸三陸三陸はははは蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀をををを持持持持ってってってって戦戦戦戦ったったったった蝦夷蝦夷蝦夷蝦夷のののの製鉄基地製鉄基地製鉄基地製鉄基地 ?

大和大和大和大和とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる独自独自独自独自のののの製鉄製鉄製鉄製鉄・・・・鍛冶技術交流鍛冶技術交流鍛冶技術交流鍛冶技術交流ルートがあったのではルートがあったのではルートがあったのではルートがあったのでは???

山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅡⅡⅡⅡ・・・・ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡
平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡平安時代の製鉄遺跡





山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。山田町では数多くの古代製鉄関連遺跡が出土している。

蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる蝦夷の時代とおもわせる88世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区世紀の製鉄遺跡「上村遺跡」が焼山遺跡のある船越地区

のすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からものすぐ北隣の織笠地区から出土。また、船越半島の付け根の田の浜館遺跡からも

平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。平安時代前期と分析された製鉄遺跡が出土している。

古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。古くから砂鉄を産するこの山田町海岸でたたら製鉄が行われていたことがわかる。



沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田沢田ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡

焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇焼山遺跡〇

〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡〇田の浜館遺跡



古代岩手県の歴史より古代岩手県の歴史より古代岩手県の歴史より古代岩手県の歴史より 蝦夷の時代蝦夷の時代蝦夷の時代蝦夷の時代



三陸の製鉄三陸の製鉄三陸の製鉄三陸の製鉄 古代三陸で一番古い製鉄遺跡古代三陸で一番古い製鉄遺跡古代三陸で一番古い製鉄遺跡古代三陸で一番古い製鉄遺跡

参考参考参考参考参考参考参考参考33333333........ 山田町織笠山田町織笠山田町織笠山田町織笠にあるにあるにあるにある八世紀後半八世紀後半八世紀後半八世紀後半のののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡山田町織笠山田町織笠山田町織笠山田町織笠にあるにあるにあるにある八世紀後半八世紀後半八世紀後半八世紀後半のののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡 上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡上村遺跡
岩手日報 平泉栄耀の記憶 ⑭金と鉄と馬 ２００５年５月２５日 より

https://www.iwate-np.co.jp/sekai/sekaiisan/sekaiisan14.htm
今、岩手で最も古いとされる製鉄跡は、山田町上村（かみむら）遺跡の８世紀後半。奈良時代のことだ。

ただし、確定とはいかない。

９２年の発掘調査で、炉跡が見つかり、製鉄遺跡なのは間違いない。

時代は鉄滓などの捨て場で出土した土師器（はじき）片の年代観で特定した。

しかし、土師器片が鉄滓と同時代ではなく、他の時代の混入物といわれれば、否定し難い。

東北に視野を広げれば、国府多賀城（宮城県多賀城市）に鉄製品を供給した柏木遺跡（同）が８世紀初め。

そこから上村遺跡（８世紀後半）へ技術が伝わった、と考えると、年代的・経路的にはつじつまが合うが、

「製鉄技術、なかでも炉への送風方法が決定的に違う」と岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターの

佐々木清文調査二課長はいう。

「足踏み式ふいごの多賀城とは違う送風法」 つまり、律令国家の官営技術とは異なる製鉄を上村遺跡の

人々は行っていた。

近年、海の蝦夷のダイナミックな交流が注目される。

遺物に北と南、多様な地域からの品々が交じっていたことが
わかってきたのだ。

三陸の製鉄技術は、独自のものか、あるいはどこからか影響
を受けたものだろうか。

いえるのは、沿岸を中心とした古代製鉄が、蝦夷から安倍、藤
原へと、富と権力を支え続けた。

みちのくの栄枯盛衰を、真っ赤に燃える製鉄の火を見るように、
製鉄技術者は見続けたはずだ。

上村は織笠川河口近くの下流域の南側の山裾 山田町織笠第一地割。

上村遺跡の位置はよう確認していませんが、地図によれば、今回発掘調査現

場を見学した船越の「焼山遺跡」とは東西に張り出した小さな尾根筋を挟んで、
両側 北側の位置にある小さな谷筋。

「この山田町周辺では古代蝦夷の時代から、たたら製鉄が行われていた」との
ロマンが広がってくる。 2014.6.7. Mutsu Nakanishi

山田町上村●山田町上村●山田町上村●山田町上村●

焼山遺跡●焼山遺跡●焼山遺跡●焼山遺跡●

●沢田●沢田●沢田●沢田ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡

●田の浜館遺跡●田の浜館遺跡●田の浜館遺跡●田の浜館遺跡

今回資料に記した山田町船越「焼山遺跡」関連の

周辺の古代の製鉄遺跡



標高６０メートルの尾根上に1200年前古墳時代末期から奈良時代にかけてつくられた古墳群
平成8～9年に緊急発掘調査が行われ、 ４～５ｍ前後の憤丘の埋葬部分と三日月型の溝から
なる35基の円墳と馬の墓などが発見された。
副葬品として最終的に蕨手刀や直刀など刀剣類４３点が出土した。

当時は、中央政府に属していなかった東北地方北部にも、中央政府の勢力が及び、 「蝦夷（えみし）」 と呼

ばれた人々と争っていた時代で、当時山田地方を納めていた蝦夷の首長クラスであったと考えられている。

遺跡の大半は、三陸縦貫山田道路建設工事で消滅したが、丘の上には現在も数基の古墳が残されている。

現在は三陸縦貫道の下になりました。山田北小学校の北西の辺りです。

参考参考参考参考参考参考参考参考44444444 奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代奈良時代 88888888世紀世紀世紀世紀世紀世紀世紀世紀 蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀蕨手刀33333333振振振振りやりやりやりや大量大量大量大量のののの刀剣類刀剣類刀剣類刀剣類をををを副葬副葬副葬副葬していたしていたしていたしていた振振振振りやりやりやりや大量大量大量大量のののの刀剣類刀剣類刀剣類刀剣類をををを副葬副葬副葬副葬していたしていたしていたしていた

山田町房山田町房山田町房山田町房のののの沢古墳群沢古墳群沢古墳群沢古墳群・・・・房房房房のののの沢沢沢沢山田町房山田町房山田町房山田町房のののの沢古墳群沢古墳群沢古墳群沢古墳群・・・・房房房房のののの沢沢沢沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡



蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか蕨手刀ほか4343点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土点の刀剣類が出土

房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢房の沢古墳群・房の沢ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡遺跡 周辺周辺周辺周辺周辺周辺周辺周辺



柴田弘武 閉伊村のえみし・・・・特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」特産品「鉄」 http://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htmhttp://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htmhttp://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htmhttp://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htm よりよりよりより

１９９２年に山田町織笠の上村遺跡で、８世紀後半と見られる製鉄遺跡が発見されて、俄然三陸地方の古代製鉄が注目される
ようになった。上村遺跡について、八木光則氏は「蝦夷社会の地域性と自立性 －陸奥を中心として-」という論文（『古代蝦夷の
世界と交流』所載）で次のように書いている。
「最近岩手県上村遺跡で、八世紀後半とみられる製錬炉九基と鍛冶遺構二基が確認された。
この地域は城柵官衙から離れ、郡制が施行されていない地域にあり、また周辺に多くの鉄器が普及していることから、
官営的な工房でなく、在地向けの工房と考えられる。前述のように北東北での鉄器の遺存率は南東北を越えるもので
あり、上村遺跡は北東北独自の製錬を証明するものである」

その後山田町では 山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅢⅢⅢⅢ遺跡遺跡遺跡遺跡（１０世紀代の製鉄炉８基と鍛冶炉）、山ノ内山ノ内山ノ内山ノ内ⅡⅡⅡⅡ遺跡遺跡遺跡遺跡（９世紀代の製鉄炉２基と鍛冶炉・木炭窯）、
沢田沢田沢田沢田ⅡⅡⅡⅡ遺跡遺跡遺跡遺跡（８世紀代の製鉄炉１基と鍛冶炉）、後山後山後山後山ⅠⅠⅠⅠ遺跡遺跡遺跡遺跡（11・12世紀の製鉄工房跡７棟、製鉄・鍛冶炉３０基、炭窯１３基な
ど）、湾台Ⅱ・Ⅲ遺跡など８つの古代製鉄遺跡が発掘されている。

岩手県文化振興事業団の佐々木清文氏も「北上山地の古代製鉄」（資源・素材‘９６秋季大会、資料）で、
「岩手県内では、９世紀以降に北上川流域で製鉄が行われる以前に沿岸部で製鉄が行われ、 しかも１０世紀あるいは
それ以降まで製鉄が行われている。 しかも沿岸部では、８世紀以降の集落遺跡の数が急に多くなり、弥生時代以降
の遺跡の少なさが不思議なくらいである。（中略）
沿岸地方は、北上山地南部の砂金の産出地と共に 早くから律令政府との結びつきがあったようである。
中央との交渉を通じて伝わってきた製鉄技術は、はたして政府の援助を伴っていたかどうかは疑わしい。
炉の形態が小型化していることや送風装置が異なることから、地方の有力者が中心になって見よう見まねのような状態
から製鉄を行ったと考えるのが自然である」と述べている

（なお「送風装置が異なる」というのは、上段テラスの鞴が非シーソー式であることをさしている）。
そして１９９９年以降現在に至っては、宮古市八木沢の島田Ⅱ遺跡の発見がある。
ここでは１０世紀の製鉄・精錬・鍛冶までの一貫生産が行われたことが判明した。住居址１５０棟、工房跡８０棟前後も発
掘され、古代屈指の大規模製鉄集落であることが明らかになっている。
こうして８世紀から始まった三陸地方の独自の製鉄・鍛冶は、１２世紀まで連続して営まれていたことが明らかになりつつこうして８世紀から始まった三陸地方の独自の製鉄・鍛冶は、１２世紀まで連続して営まれていたことが明らかになりつつこうして８世紀から始まった三陸地方の独自の製鉄・鍛冶は、１２世紀まで連続して営まれていたことが明らかになりつつこうして８世紀から始まった三陸地方の独自の製鉄・鍛冶は、１２世紀まで連続して営まれていたことが明らかになりつつ
ある。ある。ある。ある。
８～９世紀の製鉄は、迫りくる律令国家の攻撃を前にして、日高見国（蝦夷国）の存亡をかけたえみし軍の武器の調達の
ためだった、ということは考えられないだろうか。 房の沢遺跡古墳群から出土した、大量の蕨手刀房の沢遺跡古墳群から出土した、大量の蕨手刀房の沢遺跡古墳群から出土した、大量の蕨手刀房の沢遺跡古墳群から出土した、大量の蕨手刀などの刀などを考える

と、 アテルイたち北上川流域えみし軍の武器供給地として 閉伊地方があった、という考えを私は捨て切れない

のである。

１０世紀以降の製鉄も、安倍氏や平泉藤原氏の武器供給地の役割を果たしていたと考えたい。
閉伊村のえみし 柴田弘武 http://emisi.com/semi/14semi/material/hei.htm より 抜出し転記

参考参考参考参考参考参考参考参考55 古代古代古代古代古代古代古代古代 岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸「「「「閉伊閉伊閉伊閉伊」」」」のののの製鉄製鉄製鉄製鉄とととと蝦夷蝦夷蝦夷蝦夷についてについてについてについて岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸岩手県三陸沿岸「「「「閉伊閉伊閉伊閉伊」」」」のののの製鉄製鉄製鉄製鉄とととと蝦夷蝦夷蝦夷蝦夷についてについてについてについて インターネットより



発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡発掘中の古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」山田町船越「焼山遺跡」発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場を訪ねるを訪ねるを訪ねるを訪ねるを訪ねるを訪ねるを訪ねるを訪ねる
鉄のロマン「三陸は蝦夷の鉄生産工房地ではないか? 」そんな痕跡を求めて 2014.6.8

古代古代古代古代のののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡「「「「焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡」」」」発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて まとめまとめまとめまとめ

三陸沿岸のIron Roadを訪ねるWalkで、一番楽しみにしていた古代蝦夷の時代の鉄につながるかもしれない
三陸沿岸の古代製鉄遺跡の発掘調査現場山田町船越「焼山遺跡」の見学。
でも、津波の被災地での緊急発掘調査現場でもあり、釜石から山田町へ至る道中で見た被災地は３年経って、インフラ整備
が進んでいるとはいえ、復興はまだ手が付き始めたばかり。
そんな製鉄遺跡発掘現場の見学。しっかり 見て帰ろうと。

1. 見学した「焼山遺跡」は１０世紀後半から１１世紀頃 平安時代の製鉄遺跡で、数多くの製鉄炉・炭焼窯と共に、
少なくとも３棟の製鉄工房跡が見つかっている。 砂鉄や黒々とした木炭粉で黒くなった地面や鉄滓が遺跡内
至る所に散在し、大量の鉄滓や多数の大型羽口なども出土している。
この遺跡の性格については、まだこれからの解析を待たねばならぬが、周辺で採取された砂鉄を原料とし、す
ぐ近くの山の樹木から炭を焼き、この場所で一貫した鉄生産が行われた鉄生産工房と推定されている。

2. 出土した製鉄炉は重畳しているものも多いが、楕円形の竪型炉とみられ、トピックスとして羽口が差し込まれた
ままの製鉄炉が見つかっており、この地域の製鉄炉の性格を知る大きな手口である。
１０世紀後半から１１世紀というと 東北ではすでに足踏み鞴があらわれており、また出土した羽口を見ると羽
口を通して大量送風がなされていたはずであるが、鞴座がみつかっていない。

3. 生産工房に近接して炭焼窯が多数ある竪型炉の鉄生産工房。 この工房の形式も気になるのですが、多数の
製鉄炉跡遺構が出土しているにもかかわらず、送風ふいごの形式がクリアーにならぬ。
当時の西からの大型箱型炉に据え付けられている足踏みふいご座が見つからぬ。
この山田で現在発掘調査中の田之浦館遺跡の製鉄炉も同じだという。
これは、この山田周辺 三陸沿岸独自の製鉄炉なのだろうか・・・
そうなると「蝦夷の時代」からはだいぶ後ろではあるが、この山田町からも蕨手刀も出土しており、大和が持ち
込んだ製鉄技術とは異なる独自の製鉄技術が継承されてきたともいえ、仙人峠の名前が示す、南北に伸びた
険しい北上山地で隔てられた三陸沿岸は 大量の鉄資源を有し、大和に対抗した蝦夷たちの鉄生産基地。
大和がほしがった「金山」だったのかもと・・・夢が広がってくる。

4. 三陸沿岸の山々にある「鉄」が豊かな海を育てる 山田湾を埋め尽くす養殖筏群にそれを感じました

その真偽が判る解析はまだ これからですが、
「古代「古代「古代「古代 蕨手刀を武器に大和と戦った蝦夷たちの鉄の隠れ生産基地。蕨手刀を武器に大和と戦った蝦夷たちの鉄の隠れ生産基地。蕨手刀を武器に大和と戦った蝦夷たちの鉄の隠れ生産基地。蕨手刀を武器に大和と戦った蝦夷たちの鉄の隠れ生産基地。 それが三陸沿岸のそれが三陸沿岸のそれが三陸沿岸のそれが三陸沿岸のIron Road 」との夢」との夢」との夢」との夢

そんなロマンを益々広げてくれた古代製鉄遺跡。 それが山田町船越の「焼山遺跡」発掘調査現場だったと。
霧雨の中でしたが、本当にうれしい久々の製鉄遺跡発掘現場見学でした。

また、三陸の復興はまだこれから そんな中 山田湾を埋め尽くす養殖群など新しい地道な展開が始まっている。 三
陸で暮らす人たちの元気な姿を垣間見ることもでき、風化させることなく しつかり応援せねばと。



復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む復興事業推進で発掘調査が進む 古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡古代の製鉄遺跡跡 山田町船越山田町船越山田町船越山田町船越山田町船越山田町船越山田町船越山田町船越 焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡焼山遺跡 2014.6.7.2014.6.7.

砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜砂鉄浜 焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜焼山遺跡の下にある船越半島山田湾に面した浦の浜 20146.7.20146.7.




