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はじめに  

私達の生活している宮城県内には、先人がのこした数多くの遺跡があります。

これらの文化遺産は、豊かな自然環境と長い歴史の中で創造し、育くんできたも

のであり、これを愛護し、活用するとともに後世に伝えてい<ことが現代の私達

に課せられた重要な責務であると考えます。近年、地域開発の事業が進展するこ

とに伴ない、埋蔵文化財の保護が一層重視されてきているのもその線に沿ったも

のであります。 

本略報は、県教委が昭和56年度において発掘調査を担当した遺跡のうちで、年

度内に本報告書を作成するにいたらない遺跡について、調査成果の概要をまとめ

たものであります。本書には、七ケ宿町の小梁川遺跡、志津川町の大平館跡、唐

桑町の藤浜貝塚、迫町の佐沼城跡、白石市の保原平遺跡の計５遺跡をおさめまし

た。このうち小梁川遺跡だけは、県教委の主体の調査ですが、他の４遺跡は、そ

れぞれの市町教委が主体のものです。 

なお、留沼遺跡は、県教委が昭和49～50年度に調査したものです。 

昭和 57 年３月 

宮城県教育委員会 教育長 北 村  潮 
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例   言 

１. 本書は昭和57年度発掘届一覧表と宮城県教育委員会が主体あるいは担当となって調査を行

った５遺跡について調査内容を簡略にまとめたもの、東北新幹線関係留沼遺跡出土の炭化米

分析結果を収録した。 

２. 留沼遺跡の炭化米は佐藤敏也氏に分析をお願いした。 

３. 本書収録の図面、写真は最少限にとどめた。なお地形図は建設省国土地理院発行のものを

使用して複製した。 

小梁川遺跡  1/5万「白石」｢関｣ 

大平館跡  1/5万「志津川」｢登米｣ 

藤浜遺跡  1/5万「気仙沼」 

４. 発掘調査は宮城県教育庁文化財保護課が担当し、各市町教育委員会の協力をいただいた。 

５. 本書の執筆、図版等の作製は、文化財保護課員の協議を得て下記の者が担当した。 

小梁川遺跡―新庄屋元晴  保原平遺跡―土岐山 武  大平館跡―相原 淳一 

佐沼城跡―狩野 正明  藤浜貝塚―加藤 道男 



 
 



 

(1)小
こ

 梁
やな

 川
がわ

 遺 跡 

調 査 要 項 

遺跡所在地：刈田郡七ケ宿町字小梁川・板沢・白ハゲ地内 

遺 跡 記 号：ＪＣ（遺跡地名表登載番号：    ） 

調 査 期 間：昭和56年４月21日～10月31日 

調 査 面 積：約45,000㎡ 

発 掘 面 積：約37,220㎡ 

調 査 主 体：宮城県教育委員会・建設省東北地方建設局七ケ宿ダム工 

事事務所 

調 査 担 当：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：佐々木 茂楨・新庄屋 元晴・加藤 道男・真山  悟 

菊地 淳一・相原 淳一・小徳  晶 

調査協力機関：七ケ宿町教育委員会・東北歴史資料館・東北大学 
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１．調査に至る経過 

小梁川遺跡は、宮城県刈田郡七ケ宿町字小梁川地内にあり、七ケ宿ダムの建設と係り合いを

もった。 

七ケ宿ダムは、七ケ宿町渡瀬の白石川に築かれ、阿武隈川水系の洪水防止のほか、広域水道

工業用水、かんがい用水の多目的ダムとして東北地方建設局が計画し、七ケ宿ダム工事事務所

が事業を実施している。今年度に入り、いよいよダム本体の基礎工事が始まり､国道113号付替

のための工事も着工されている。工事の完成は昭和63年度と見こまれており、ダムの最大貯水

量は１億900万トン、湛水面積は4.1平方キロに及ぶ。 

宮城県教育委員会は、東北地建七ケ宿ダム工事事務所の依頼によって計画区域全体の遺跡の

分布調査を実施したところ、18遺跡が係り合いをもつことが判明した。湛水区域内にふくまれ

る遺跡が13、国道や林道の付替にかかる遺跡が５である。 

そこで、七ケ宿ダム工事事務所とこれら遺跡の取扱いについて再三の協議を重ねた結果、本

年度より遺跡の調査を実施することになり昭和56年４月21日から発掘調査を行ない10月31日を

もって本年度の調査を終了している。 

２．位置と環境 

七ケ宿町は､白石川の上流､奥羽山脈の山懐にあり､南と北は山が迫り､中央部は清水を集め

て白石川が東流する。川沿いには耕地が東西に長く開け、町の西端は山形県と境する。 

小梁川遺跡は、七ケ宿町の中心地、関から東方へ約５kmの小梁川、板沢、白ハゲ地内に所在

し、東流する白石川の左岸、河岸段丘上に位置する。現状は、畑地、水田、果樹園、山林、宅

地などからなり、遺跡の中ほどを東西に国道113号線が横切っている｡遺跡の東辺は、白石川の

支流、小梁川が南流し段丘崖となっており、小梁川を隔てて対岸には、縄文土器や土師器を出

土する小梁川東遺跡がある。さらに野沢を隔てて縄文土器を出土する大倉、道端の両遺跡が連

なる。遺跡の西辺は、南西に縄文土器を出土する原尻遺跡が隣接するが、他は、水田が伸びて

いる。東西約150ｍ、南北約400ｍ、面積約45,000㎡が遺跡の範囲である。標高は、海抜約260

ｍ前後で白石川との比高差は約10ｍほどとなる。 

七ケ宿町内には、現在、古墳時代を除き旧石器時代から中世に至る約80ケ所の遺跡が確認さ

れており、中でも縄文時代の遺物包含地は68ケ所を数え、沢の出口付近に位置する傾向がある｡

すでに発掘調査の実施された長下遺跡からは、ピット群とともに縄文時代中期後半の土器が多

数出土している。 
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３．調査の概要 

(１) 発見された遺構、遺物 

今回の調査対象地区は、国道113号線をはさんで南と北に分れている｡南側では、縄文時代前

期の住居跡、前期末から中期前葉のフラスコ状土壙、中期前葉の住居跡、埋設土器と遺物包含

層などが、北側では、縄文時代中期中葉の住居跡、平安時代の住居跡、掘立柱建物跡などがそ

れぞれ検出された。 

(２) 縄文時代前期の住居跡 

国道の南側で縄文時代前期前葉８軒、前期末葉１軒、計９軒が検出された。前者はいずれも

４×２ｍ程の不整な長方形を呈しており、壁際を巡る浅く小さな柱穴が特徴的で、31号住居は

特に顕著である。またこれらのうち２軒には床面に焼面が検出されたが、他の住居には認めら

れなかった。 

29号住居では石匙、石鏃、磨石、石皿などの石器や土器が検出された。32号住居では土器は

検出されず床面に633点の砕片及び石鏃､不定形石器が検出された。 

後者は28号住居で楕円形を呈するものと思われる。 

(３) 縄文時代前期末から中期前葉のフラスコ状土壙 

国道の南側で約250基の土壙が検出され、うち約100基がフラスコ状土壙である。フラスコ状

土壙の底面はほぼ水平で埋土の状況はほとんどが自然な堆積状況を示している。土器等の出土

状態は埋土の上半部から出土することが多く底面から出土する例は少ない。特異な例として、

底面及び側壁が焼けているもので焼土とともに炭化した種子（オニクルミ）などが出土してい

る。また、底面中央部にピットを有するものや、側壁にピットを有するものが数例ある。これ

らのフラスコ状土壙は、遺跡の南端に大きく２群に分かれて検出されている。 

(４) 遺物包含層 

国道の南側で土壙群の東側にあたる段丘崖に黒色火山灰の堆積した斜面がありその上に包含

層が形成されている｡包含層の大半は後世の削平を受けているが､残存部で最深部約1ｍ､面積約

100㎡を計り､約10枚の層からなる｡大半は大木7b式期の遺物を出土する層であり､その下部には

微量の大木6､7a式期の遺物を含む層がある｡層中には､大小の礫が多量に含まれている。 

(５) 縄文時代中期の住居跡 

中期前葉４軒、中期中葉３軒、計７軒が検出されている。前者は国道の南側でフラスコ状土

壙と重複して検出され、１号住居は直径約６ｍのほぼ円形を呈し床面中央部に石組炉がある。

２号住居は長軸約3.75ｍ×短軸約2.8ｍ､４号住居は長軸約4.4ｍ×短軸約3.7ｍでともにほぼ楕

円形を呈している。これらの床面には焼面が検出され、地床炉を持つものと思われる。後者は

国道の北側で平安時代の住居跡などとともに検出されたもので径５～６ｍほどの円形または楕 
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円形を呈する。炉は、石組炉を持つもの１軒、複式炉を持つもの２軒である。複式炉の中には

土器埋設の複式炉もある。 

(６) 埋設土器 

国道113号の南側で３基検出されている｡３例とも縄文中期前葉のもので土器よりわずかに大

きい楕円形の掘り方に土器を横にして埋めている。 

(７) 平安時代の住居跡 

国道113号線の北側で､19軒検出された。規模は、１辺が３～４ｍのものから７ｍを超す大形

のものまである。カマドの位置は東側壁に付設されたものが大半で中には南側壁に付設された

ものもある。住居内堆積土下部には焼土、炭化物を多く含むものが多く、床面が部分的に焼け

ているものが多い。住居内出土遺物は、土師器、須恵器、刀子、鉄鏃、鉄斧、フイゴの羽口

鉄滓などが出土しており、土師器、須恵器の坏には､「三」「丈」「慈」「下屋」「山本」な

どと墨書されているものもある。 

(８) 掘立柱建物跡 

国道113号線の北側で平安時代の住居跡とともに３棟検出された。うち１棟は２間×３間で、

柱間寸法は７～８尺を計れ、平安時代の住居に切られている。他の２棟は平安時代の住居を切

っているものである。 

４．まとめ 

小梁川遺跡は、白石川左岸の河岸段丘上に立地しており、急峻な丘陵を抜け出た小梁川に接

する微高地にあたる。遺跡は南北に細長く約45,000㎡の範囲におよぶ、遺跡内東部には段差１

ｍを超える段丘崖がみられ、上位と下位の段丘に分かれる。今回の調査では縄文時代前・中期

平安時代の遺構・遺物が発見された。 

縄文時代の遺構は全て上位の段丘で検出されており、前期では遺跡南端に前葉、末葉の住居

跡が、これよりやや北よりに末葉から中期前葉のフラスコ状土壙が大きく２群に分かれて検出

されており、その周囲に埋設土器がみられる。またその東側段丘崖の部分に中期前葉の遺物包

含層があり、フラスコ状土壙群と重複して中期前葉の住居跡がみられる。 

中期中葉には、上記地区にも土器が少量出土しているものの遺構はなく、遺跡北部に住居跡

が検出されている。 

平安時代には、住居跡と掘立柱建物跡があり、遺跡中央部東側の下位の段丘面から北部上位

の段丘面にかけて分布している。 

なお、本遺跡の調査は、次年度に残りの約10,000㎡の調査を計画しており、それが終了する

ことにより全容が明らかとなる。 
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(2)保
ほ

 原
ばら

 平
だいら

 遺 跡 

調 査 要 項 

遺跡所在地：白石市福岡深谷字保原平 

遺跡記号：ＧＷ（宮城県遺跡地名表登載番号：    ） 

調査期間：昭和56年９月24日～10月3 日 

調査面積：約400㎡ 

発掘面積：約230㎡ 

調査主体： 

調査担当：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：平沢 英二郎・狩野 正昭・土岐山 武 

調査協力者：白石市教育委員会 

遠藤  智 
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１．遺跡の立地 

保原平遺跡は、白石市福岡深谷字保原平に所在し、市のほぼ中心にあたる市役所の北西約６

㎞の地点に位置している。この地域は青麻山の南麓にあたり、大小の谷や沢が複雑に入り込ん

だ丘陵地になっており、本遺跡の北側には児捨川の一支流である金成沢川が、南側には小さな

沢がみられ、遺跡はこれらにはさまれた小台地上に営まれている。現在、この小台地は開田に

より大きく削平されており、小台地のほとんどが水田となっている。標高は280～300ｍである｡ 

２．調査の概要 

白石と三住を結ぶ白石－不動滝線の舗装および一部拡幅工事にかかる約 400㎡を対象に調査

区を設定し、約230㎡を発掘した。その結果、第３層（黒色土層）中に遺物の存在が確認され

たが、この黒色土層は部分的にない所もあり、しかも現道路工事や開田の際と思われる攪乱が

所々にみられた。遺構としては調査区北側から石囲炉跡が検出され、遺物としては調査区全

体の表土および第３層中から平箱２箱程度の縄文土器と約10点の石器が出土した。なお、縄文

土器はほとんどが第３層中からの出土だが、大部分が小破片であり、しかもこの層内に数型式

に及ぶと考えられるものが混在していた。その概要は次の通りである。 

石囲炉とその出土遺物 

石囲炉（第２図） 
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調査区北側第２層上

面で確認された。直径

約60㎝の円形の石囲炉

である。円形に並べら

れた長さ20～30㎝の７

個のやや縦長の礫とそ

れら礫間に置かれた長

さ約10㎝程の４個の礫

とからなる。礫の内側

は火熱を受けた跡があ

り、炉底面には焼土が

多くみられた。 

出土遺物（１、２） 

石囲い炉と同面から

１が、石囲い炉堆積土

中から２が出土してい

る。１は口縁部破片で

ある。小波状口縁でや

や内弯ぎみに外傾する。

粗製深鉢形土器である。

２は口縁部と底部を欠

損した体部破片である。

体部上半部で大きく内

弯し頸部でやや直立ぎ

みに内傾する壺である。

頸部近くと体部上半部

に沈線で区画された縄

文帯が横走し、その間

に上下二段に流れるよ

うな魚眼文がみられ、

それらが曲線によって連結されている。２は後期末あるいは晩期初頭に位置づけられるもので、 
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このことから石囲炉も同時期と思われる。なお、１も炉と同一の面から出土しており、石囲炉

とあまり違わない時期のものと思われる。 

表土および堆積層出土遺物 

縄文土器（第４図３～45） 

口縁部53点、体部686点、底部10点出土している。時期的には断続的ではあるが、早期前葉

から晩期までのものが出土している。 

早期前葉の土器群（３～５） 

いわゆる押型文が施文されている土器である。研究者によってさまざまな名称があたえられ

ているが、３は重層菱形文、４は菱形構成文、５は平行線状文といわれているものである。 

早期中葉の土器群（６～15） 

太沈線文や細沈線文が施されている土器である。沈線は直線的なものが多いが、８のように

雑な曲線のものもある。11は沈線間に貝殻腹縁文が施文されており、15は沈線上に絡条体圧痕

文が施文されている。 

早期末葉の土器群（16～18） 

条痕が施文されている土器である。16、17は裏面にも条痕がみられる。いずれも繊維を多く

含んでいる。 

早期末葉～前期初頭の土器群（19～36） 

一番多く出土している。ループ文 (19～21)､縄文 (22～27)､羽状縄文 (28～31)､撚糸文 (32

～35)､組紐回転文（36）が施文されている土器である。21はループ文と組紐回転文が同一土器

に用いられている。原体が０段多条の縄文 (23、29)､結節された羽状縄文のもの（30）なども

みられる。すべて繊維を含んでいる。 

前期初頭の土器群（37～39） 

葺瓦状撚糸文が施文されている土器である。すべて繊維を含んでいる。 

後・晩期の土器群（40～43） 

出土数が非常に少なく、ここに図示したものがほとんどである。 

時期不明の土器群（44、45） 

いずれも無文である。44は口唇部に刻目が施されている。45は口唇部が丸みをおびて肥厚し

ており、器表には凹凸がみられる。 

石器（第５図） 

石槍１点 (１)､石鏃２点 (２、３)､石匙１点 (４)､石箆１点 (５)､不定形石器１点（６）な

どの剥片石器とその素材となった剥片39点、磨製石器として石斧２点 (７、８)､礫石器として

凹石が１点（９）出土している。
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３．まとめ 

１. 本遺跡は三本木川と沢とによってはさまれた小台地上に立地している。 

２. 今回の調査で発見された遺構には縄文時代後期末あるいは晩期初頭の石囲炉が、遺物には

縄文土器、石器とがある。 

３. 縄文土器はほとんど第３層中から出土している。時期的には早期末～前期初頭のものがほ

とんどであるが、ほとんどが小破片であり、しかも同一層中に早期初頭～晩期までの土器が

混在していることなどより、再堆積層の可能性がある。 
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(3)大
おお

 平
ひら

 館 跡 

調 査 要 項 

遺跡所在地：本吉郡志津川町戸倉字折立 

遺跡記号：ＧＵ（宮城県遺跡地名表登載番号：    ） 

調査期間：昭和56年10月５日～10月16日 

昭和56年11月４目～12月４日 

調査面積：約10,000㎡ 

発掘面積：約5,400㎡ 

調査主体：志津川町教育委員会 

調査担当：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：佐々木 茂楨・新庄屋 元晴・斉藤 吉弘・土岐山 武 

菊地 淳一・菊地 逸夫・小徳 晶・相原 淳一 

調査協力者：佐藤 孝吉（地権者） 
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１．遺跡の位置と現状 

大平館は本吉郡志津川町戸倉字折立に所在する。志津川町には、旭館（第１図 23）をはじ

めとし、26ケ所の城館跡が確認されているが、記録を有するものは数少ない。大平館に関して

は、『仙台領古城書上』に、規模34間×24間・館主千葉彦右衛門という記載が見られる。 

館跡は、志津川湾に突出する標高35～65ｍの丘陵上に立地し、南側を折立川に、北側を毒川

に、西側をゴヤ沢によって区画された東西600×南北300ｍほどの規模である。館の地形を概観

すると、南側及び東側は急峻な斜面を形成しており、北側は毒川に入り込む３ケ所の沢を囲む

ように舌状にのびる小丘陵が見られ、複雑な地形をしている。西側は、ゴヤ沢によって背後の

丘陵から分離された状況を呈している。構造的には、丘陵頂部から東に向かい10の平場と、

２～４段の腰郭から構成される。更に10の平場は、頂部平場①、丘陵鞍部に続く平場②～⑥

と毒川斜面に面する平場⑦～⑨及び志津川湾を俯瞰する平場⑩の４つに大別される。このほか

腰郭から平場に至る通路が数ケ所に付設されている。また、館裾部の塩前寺跡と伝えられてい

る境内に至徳年間ほかの板碑が三基見られる。 
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２．調査の概要 

今回調査した箇所は、平場⑦・⑧及び⑤の一部、北側及び南側腰郭の一部と平場⑥をめぐる

腰郭の一部である。調査の結果、中世の館跡に伴う遺構・遺物のほかに、縄文時代の遺構・遺

物及び弥生時代の遺物が検出された。 

(１) 中世 

a. 平場⑤ 整地層が検出され、その上面には柱穴群及び南北方向に抜ける通路が発見された。

さらに、整地層下から柱穴群及び土壙が検出され、大きく２時期に分けることができる。建物

の構造及び規模は、現在検討中である。 

b. 平場⑦ 土倉、竪穴遺構及び通路が検出された。土倉は、長軸7.3ｍ×短軸７ｍほどの不整

な楕円形をしており、南西部には階段を設けている。土倉の西側には竪穴遺構が３基検出され

たが、その性格を明確にすることはできなかった。ただし、最も大きいものは、長軸 8.3ｍ×

短軸7.3ｍほどの不整な楕円形をしており、土倉のような性格が考えられる。 

c. 平場⑧ 掘立柱建物跡、井戸及び通路が検出された。掘立柱建物跡の構造は、いずれも総

柱であり、その規模は３×２間が２棟、４×２間が３棟、４×３間が２棟である。ただし、掘

立８号に関しては、すでに削平も受けており、明確にすることはできなかった。また、柱穴掘

り方の形状は、円形をしたものと隅丸長方形をしたものとがある。柱穴から、陶器片、鉄製品､

石製有孔円板等が検出された。平場⑤から南北方向に抜ける通路は掘立６号より新しい時期に

設けられたものである。また、掘立２号・８号に隣接する平場中央には、深さ2.7ｍ程の素掘り

の井戸が発見された。なお、墓壙１号・２号は近世のものと考えられる。 

d. 腰郭 北側腰郭では、腰郭に沿う通路が検出された。平場⑥をめぐる腰郭では南北に抜け

る通路、平場⑩と連絡すると考えられる通路及び土壙が検出された。南側腰郭では、腰郭に沿

う通路が検出された。いずれも他の施設は認められなかった。 

文献資料としては、『仙台領古城書上』のほかに、『折立村

風土記御用書出』に大衡館、『仙台領古城書立え覚』に折立城､

『執内名蹟志』に折立古館として掲載されている。また、史実

に関する伝承としては、『伊達秘鑑』における天正19年の葛西

大崎一揆に際する記録中に、折立城主折立刑部が一揆の残党と

ともに籠城し、伊達政宗の命を受けた富塚近江仲綱に平定され

た〔註２〕とある。 
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(２) 縄文時代 

平場⑧の東側に面する斜面に、縄文時代早期後葉から末葉にわたると考えられる竪穴住居跡

が６軒及び土壙が３基検出された。住居跡はいずれもほぼ長方形のプランを呈し、地山を掘り

込んでつくられている。床面は、自然地形の傾斜をそのまま利用し、水平ではない。住居跡の

出土遺物は、土器・石器である。土器の外面には、単節あるいは０段多条等の縄文を施し、

口縁部文様帯に横走する貝殻条痕文を施し、更に押圧縄文を施すものがある。土器内面は、貝

殻によって調整され、更に縄文を施したものがある。器形は尖底及び丸底を呈し、器体に混

和材として繊維を混入している。このような特徴を持つ土器は、宮城県石巻市梨木畑貝塚など

に類例が見られ、縄文時代早期後葉の「梨木畑式」とされている。住居跡ごとの時期に関して

は、目下検討中であるが、６号住居は壁柱穴が見られる点で、時期的に若干下降するものと考

えられる。石器は、石鏃・磨石等が発見された。 

調査の結果､住居跡群は､東側斜面の標高37～38ｍの間に集中して発見された｡そのあり方から

平場⑨及び平場⑩にものびてゆく可能性がある。また、縄文時代前期前葉の土器片が特に平場

⑧の斜面から多数出土したが、遺構は検出できず、流入したものと考えられ、分布調査の結果､

平場④に当該時期の土器片が多数認められることから、集落が平場④にあたる丘陵鞍部に構成

されていたものと思われる。 
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〔註１〕『仙台領古城書上』の記録は、平場⑩のみを指すものと考えられる。 

〔註２〕「八月九日京都ヘ御使トシテ。桜田宮内・支倉平三郎差登サレ。葛西大崎ノ一揆悉ク退治平均シテ。

始終一々書面ヲ以テ上聞ニ達サレケル。斯ルトコロニ葛西ノ内本吉郡折立ノ城主折立刑部ト云者。又一揆ヲ

超シテ。隠レ居タル浪人百姓ヲ集メ。籠城支度仕度仕ル由。近郡ヨリ訴ヘケレハ。富塚近江仲綱ニ討手ヲ命

シ。則百余騎ヲ授ケラル。仲綱即日士卒ヲ引テ発向シ。急ニ折立へ取カケタリ。城主折立刑部未タ計策不レ調。

要害浅間ナル所ヘ。不意ニ討手来リケレハ。一当ノ防戦ニモ不レ及。途ヲ失フテ逃迷フヲ追カケ追詰。刑部

並ニ余類ノ者共三十八人生捕ニシテ。城ヲ焼立。黒川ノ御陣ヘ帰リケリ｡」(『伊達秘鑑』巻之三十) 

４．まとめ 

(１) 大平館は、志津川湾に臨む標高35～65ｍの丘陵上に立地し、規模は東西600×南北300ｍほ

どである。 

(２) 館主の伝承が、『仙台領古城書上』などに残っており、葛西氏家臣にあたる千葉氏の支配した

館とされている。 

(３) 今回の調査で発見されたのは、掘立柱建物跡・井戸・土倉などであり、平場ごとに異なる

性格を呈していることが確認された。 

(４) さらに縄文時代早期の住居跡群が、毒川に面する東側斜面に検出された。本来的に、集落

を構成するには適地とは言えない斜面に立地することは、この集落における性格の一端を示

しているものと考えられ、集落のあり方を考える上で重要な遺跡と言える。 

(５) 縄文時代の住居跡・土拡と中世の掘立柱建物跡の柱穴については、志津川町教育委員会の

協力で川砂を入れ、一応の保存処置を構じた。 
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(4)佐
さ

 沼
ぬま

 城 跡 

調 査 要 項 

遺跡所在地：登米郡迫町佐沼字内町 

宮城県遺跡地名表登載番号：51027 

調査期間：昭和56年８月２日～４日 

調査面積：約1,300㎡ 

発掘面積：約90㎡ 

調査主体：迫町教育委員会 

調査担当：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：狩野 正昭・阿部  恵 
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１．遺跡の立地 

佐沼城（鹿ケ城）跡は登米郡迫町佐沼字内町に所在し、迫町役場の東方約0.5㎞に位置する｡

城跡は迫川低地のほぼ中央、築館丘陵の延長にある分離丘陵上に位置する。標高およそ 16ｍ、

比高は約９ｍである。城跡の北東を荒川が曲流し、迫川と合流し南下する。西側は役場等があ

る新市街地となっているが、かつては沼沢地で、水城の性格を帯びた天然の要害である。中世

末には葛西・大崎一揆軍の最後の拠点であり、藩政時代には21の要害の１つで、実に由緒のあ

る城跡である。 

町内には旧石器時代を除く各時代の遺跡が存在するが、中でも、糖塚、大多古、倉崎等の淡

水産の貝塚や佐沼城、西館跡等の城館が多いのが特色である。更に県内でも数少ない中世窯の

品ノ浦窯跡などは著名である。 

２．調査の概要 

調査は迫町近隣公園整備事業の一環である堀の改修工事に伴う事前の発掘調査として実施さ

れた。昭和53年、55年に引続き３次目の調査である。今回は土木工事にかかる本丸跡北側の堀

約 130ｍを対象にし、長さ約10ｍ、幅約３ｍの３本のトレンチをほぼ等間隔に設定した。堀は

雑草や笹がはびこり、堀中央部にはヘドロが厚く堆積していた。 

〈堀跡〉 堀の外側を走る道路により、外側上端の検出はできなかったので、上幅の規模につ

いては不明であるが、前回の調査及び平面図等から勘案すると10ｍを越すものと想定される。

下幅は約４ｍであり、路肩よりの深さは約３ｍで本丸跡とされる頂部平場とは実に10ｍ前後の

段差がある。壁の立ちあがりは比較的緩やかである。石垣の痕跡は認められず、本丸よりの斜

面には杭がみられる。堆積土は自然流入である。堀中央部には浚渫された部分が認められる。 

〈出土遺物〉 出土遺物には中世陶器の甕（口縁部と体部の破片各１点）と磁器１点がある。

甕１は口縁部から頚部にかけて残存している。無釉で推定口径約50cmの大甕である。全体的に

口縁部は幅広い重厚なつくりである。口縁外側に縁帯が巡り、口縁下端には断面三角形の鋭い

凸帯がある。器面調整としては内外面ともナデ調整されている。色調は暗褐色、胎土は細砂を

含むが、焼成は堅緻である。口縁部外側に縁帯がめぐる器形上の特徴からみると、大和町八谷

館空堀、御所館Ｃ地出土に近似しており、時期はともに15世紀とされている (藤沼：1976)。 

中世の当地は葛西・大崎両氏の係争地で、該期とすれば大崎の臣、佐沼直信が居城した項とも

想定される。２は体部破片である。色調は１より赤い。 

磁器（染付） 皿底部破片である。染付は花鳥文と想定されるが、小破片のため不明である。 

引用参考文献 

小井川和夫：1979 「佐沼城跡」宮城県文化財調査略報（昭和53年度分） 

藤沼 邦彦：1976 「宮城県出土の中世陶器について」東北歴史資料館研究紀要第３巻 
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(5)藤
ふじ

 浜
はま

 貝 塚 

調 査 要 項 

遺跡所在地：本吉郡唐桑町字宿浦 

遺跡記号：ＧＬ（宮城県遺跡地名表登載番号：63001） 

調査期間：昭和56年１月６日～１月９日 

発掘面積：約30㎡ 

調査主体：唐桑町教育委員会 

調査担当：宮城県教育庁文化財保護課 

調 査 員：加藤 道男・阿部  恵 
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１．遺跡の立地 

藤浜貝塚の所在する唐桑町は宮城県の最北端にあたり、町の南半は半島で太平洋に突き出て

いる。半島では早馬山が標高 220ｍと最も高く、その裾がのびて海と接する付近の段丘上に遺

跡が立地している。遺跡付近は西に張り出した小さな半島状を呈し、その基部の北・南斜面に

貝層が形成されている。半島には他に古舘貝塚などの遺跡がある。 

２．調査の概要 

当貝塚からは縄文時代前期末、中期前半、晩期後葉、弥生時代の遺物が発見されており、非

常に保存状態の良好な貝塚として知られている。過去には鼎が浦高等学校によって発掘調査が

行われている｡
註 
今回の調査は家屋増築に伴って遺跡のほぼ中央部を対象として実施し、その

結果地山面でフラスコ状土壙３基を検出し、縄文時代中期前半の遺物が出土した。 

○フラスコ状土壙 

第１号土壙―上端径100cm、下端径150cm、深さ85cmほどである。土壙内堆積土は下部２枚 
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（第５・４層）が円錐状を成していて自然流入、中位（第３・２層）は壁の崩落でその上面に

生じたくぼみに流入土（第１層）がみられる。なお、検出した部分で壁面に崩落の跡が明瞭に

は観察されず、第３、２層は土壙の壁が本来さらに高いものであって、その部分がくずれたの

であろう。第５、４層から遺物が出土している。 

第２、３号土壙―重複しており、第３号が第２号を切っている。上端径、下端径は両者ほぼ

同じてそれぞれ120cm、180cmほどであり、深さは第２号が約160cm、第３号が約200cmを計 
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る。堆積状況は近似しており、底面上に壁の崩落土（第６～４層）が厚く堆積し、その上面で

は第２号の南半から第３号にかけて浅い溝状を呈する。さらに、この溝が埋まる (第３～１層)｡ 

遺物は第２号からは上層からごく少量出土したにすぎない。第３号は第１層 (第２層から少

量)､および底面から多量に出土した。前者は溝状落ち込みに沿って、後者は破片が散乱して発

見されており、いずれも自然に落ち込んだものと考えられる。 

○第３号土壙出土土器 

床面出土土器（第 図１～４） 

１－体上部から口縁部にかけて反り気味に立ち上がる。口縁部は肥厚して内面に稜が走る。

また特徴的な突起がつく。突起部には側面に隆・沈線による楕円と中ば渦状の文様が、上面に

細長い「Ｓ」字状の沈線文がつく。口縁部上端には角押し文がみられる。口縁・体部には縄文

(ＬＲ) を地文として上位に隆・沈線による長方形の区画文が、下位には平行沈線文がみられる。 
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２－口縁部がふくらんで内弯し、体上部が外傾するキャリパー形に近い器形を呈する。突起

部を欠く。突起間の口縁部上端に渦文がつく。口縁部には上下を画した隆線間に、縄文(ＲＬ)

を地文として隆線が大きく波状に走り、途中から渦、弧状文が展開する。隆線に沿って撚糸圧

痕(原体ＬＲ)が施され、一部でするどく突き出す。体部には縄文（ＲＬ）がみられる。 

３－器形、文様構成は１と同様である。異る点は口縁部の地文が撚糸文（Ｒ）であること、

弧状文の代りに鋸歯状文が、撚糸圧痕の代りに沈線が用いられていることである。 

４－口縁部がわずかに内弯するほか変化にとぼしく筒状の器形を呈する。口縁部には縄文(Ｌ

Ｒ) を地文とし、隆線によって「 」状文と横走する２条の平行線が施されている。体部は縄

文（ＬＲ）である。 

１～４はいずれも文様が４単位、１～３の突起は３個である。 

堆積土第１層出土遺物（第 図５～７） 

５・６は深鉢形土器、７は浅鉢形土器である。 

５－器形の特徴は第 図２・３とほぼ一致する。文様は口縁部と体部にみられ、縄文(ＲＬＲ)

を地文としている。口縁部には隆線によって渦文が描かれ、その一部はするどく突き出し、ま

た縦位にのびる。体部には隆線による平行線がみられ、一部から渦文が突き出し、また縦位に

区切る。なお、隆線沿いに施された器面調整によって沈線状なる部分がある。突起は４個、文

様は２単位である。 

６－口縁部は内弯気味に直立し、体部は直線的に外傾する。口縁部に縄文(ＬＲ)を地文とし

て文様が施されている。二本の隆線が縦位に走って文様単位を区切り、また横走して先端が渦

状となり、一部はするどく突き出す。体部には縄文（ ）がみられる。 

以上図示したものについて概略を記した。このほかに写真図版に示したような土器が出土し

ている。これらの年代は南方町長者原貝塚 (阿部、遊佐：1978)、同町青島貝塚（加藤、後藤：

1975）等に類例があり、縄文時代中期大木8a 式に比定される。また大木8a 式土器について

は二、三段階に変遷する可能性が指摘されている (丹羽：1981)。 

本遺跡でも第３号土壙の底面と堆積土第１層出土土器の間には層位的に時間差があり、また

土器の特徴、特に文様構成に違いがみられて変遷することが考えられる。今後各段階の資料が

公開されることによって、位置付けが明確になるものと思われる。 

（註） 鼎が浦高校社会班（1968）:｢本吉郡唐桑町藤浜遺跡・古舘貝塚発掘調査報告｣ 

引用文献 阿部・遊佐（1978）:｢長者原貝塚｣ 南方町文化財調査報告書第１集 

加藤・後藤（1975）:｢宮城県登米郡南方町青島貝塚発掘調査報告｣ 南方町史資料編 

丹羽茂  （1981）:｢中期の土器―大木式土器｣ 縄文文化の研究４ 縄文土器Ⅱ 
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