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序　　文

　平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした巨大津波は、
東日本の沿岸部を襲い、本市においても沿岸部を中心に壊滅的な被害をもたらし、
被災家屋約 16,000 棟、被災世帯約 9,500 世帯、1,200 人を超える尊い命が犠牲と
なりました。
　この未曾有の大震災からの一日も早い復旧・復興を目指し、個人での住宅再建を
はじめ、高台への集団移転、各種産業施設やインフラ関係等で大規模な開発計画に
伴い、埋蔵文化財とのかかわりが急増いたしました。
　本市には、縄文時代の貝塚や集落跡、中世の城館跡など 180 か所以上の遺跡が知
られていますが、これらの多くは沿岸部の丘陵地帯に立地しているため、津波の浸
水域を避けた土地を求める場合、必然的に埋蔵文化財とのかかわりが発生する可能
性が増大するという地理的な状況にあります。
　気仙沼市教育委員会では、復旧・復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保
護との両立を図るため、職員の再任用や任期付職員の採用に加え、宮城県や他自治
体へ職員の派遣要請を行い、埋蔵文化財の発掘調査に対応する専門職員を確保する
ほか、宮城県教育委員会をはじめ関係機関に調査支援を要請するなど調査体制を整
備してまいりました。
　本書は、平成 27 年度から 30 年度に、本市が国の東日本大震災復興交付金事業と
して実施した、個人住宅建築等に関連する埋蔵文化財発掘調査成果を集成した報告
書でありますが、収録した考古学的成果は、これまであまり知られていなかった当
地域の歴史を解明する貴重な資料となるものです。
　太古から幾多の大津波や自然災害を克服しながら、手強い海と深くかかわる一方、
豊かな海の恩恵を受け、この地に根差した文化を育んできた人びとの営みの一端を
記録し伝えることが地域の再発見につながるとともに、大震災後の本市の復旧・復
興に向けたまちづくりの一助となれば幸甚に存じます。
　結びに、円滑な埋蔵文化財発掘調査にご協力をいただいた事業者の皆様、宮城県
教育委員会、本市の埋蔵文化財発掘調査のため支援をいただきました全国からの自
治法派遣職員の皆様並びに派遣元自治体の皆様など、ご支援を頂いた多くの関係者・
関係機関の皆様に厚く御礼を申し上げます。

令和２年３月	
気仙沼市教育委員会

教育長　小	山　	淳



例　言
１　本書は、平成 27 年度から平成 30 年度に実施した、東日本大震災の復興事業に伴う公共事業およ

び個人住宅建築等に係る埋蔵文化財発掘調査（復興交付金事業）の成果をまとめた報告書である。

２　各遺跡の発掘調査は気仙沼市教育委員会が主体となって実施し、宮城県教育庁文化財課の支援

を受けた。

３　各遺跡の調査図面及び出土遺物の整理、報告書作成作業は、平成 30 年度から令和元年度に気仙

沼市教育委員会が実施した。

４　現地発掘作業における記録図面作成および写真撮影は各調査担当者が行った。

５　本書掲載遺物の実測は、青木	昭和、須藤	好直が行い、執筆、編集、製図は、青木が行った。

６　周知の埋蔵文化財包蔵地には、基本的にアルファベットで遺跡略号が付与されており、本書に

掲載した遺跡では、波路上西館跡：ＨＫＮ、波路上西遺跡：ＨＪＫ、古館貝塚：ＫＯＤ、緑館遺跡：

ＭＩＤ、長磯浜遺跡ＮＨ、猿喰東館跡：ＳＡＲであるが、調査当時、谷地館跡については略号が

付与されていなかったため、片仮名で「ヤチ」としている。出土遺物への注記は、各遺跡略号を

頭に、出土地点、層位、出土年月日を記載した。

７　発掘調査面積については本書記載のものを確定面積とする。本文中の遺構規模（径、長さ、深度等）

は遺構検出面での計測値である。

８　出土遺物、実測図・写真等の記録類は気仙沼市教育委員会が保管し、今後、展示・活用を図る

予定としている。

９　調査補助として公益社団法人気仙沼市シルバー人材センターの協力を得た。また、機械

掘削業務は株式会社小松工業に委託した。
10　調査において次の方々と諸機関からご指導・ご協力を賜った。記して感謝いたします。（敬称略）
　　田口	哲也、気仙沼市森林組合

凡　例
１　本書における遺構略号は、ＳＡ：柵列・杭列、ＳＢ：掘立柱建物跡、ＳＩ：竪穴建物跡、ＳＫ：

土坑、ＳＴ：土壙墓、ＳＸ：性格不明遺構、Ｐ：ピットである。

２　挿図の縮尺は図ごとに記載した。また、図に示す方位は真北を基本としているが、一部磁北を

採用している（図面にはＭＮと表記。なお、気仙沼市周辺の磁気偏角は、2015 年値で西偏 8°10’ で

ある）。また、挿図に表示したグリッドは世界測地系（平面直角座標系Ⅹ系）に基づいている。標

高は東京湾平均海面（T.P.）を基準としている。

３　土色は『新版標準土色帖』（小山・竹原 1996）に倣っているが、土質等の表現は現場調査担当者

による注記等を採用している。ただし、本書作成にあたり一部文言の整合を行っている。

４　遺物実測図において、石器の網掛けは被熱等による変色範囲を、矢印は磨面の範囲を示している。

遺構実測図は必要に応じて挿図端に凡例を示している。
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第１章　調査の経過

１．東日本大震災後の対応・予算措置等
⑴	東日本大震災後の対応
①埋蔵文化財の取り扱いについて
　平成 23 年３月 11 日の東日本大震災の発生を受け、文化庁は、発災後の平成 23 年４月 28 日

付け（23 庁財第 61 号）で「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いにつ

いて（通知）」により、宮城県を含む１都７県１市の教育委員会教育長に対し、被災地の復旧・

復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護との整合性を図るよう通知を行った。また、

平成 24 年４月 17 日付け（24 庁財第 62 号）で同名の通知を発し、宮城・岩手・福島・仙台市

の３県１市の教育委員会教育長に対し、迅速な埋蔵文化財の発掘調査を実施するための留意

点を示した。

　これらの通知を受け宮城県教育委員会は、県内市町村に対し、事業計画の早期把握による

周知の埋蔵文化財包蔵地での開発事業の回避及び発掘調査に備えた埋蔵文化財包蔵地の早期

の内容把握を求めるとともに、宮城県発掘調査基準の弾力的な運用、専門職員の確保や民間

調査組織の導入を含めた調査体制の充実を図り、迅速な発掘調査に努め、設定した調査期間

を厳守することなどの方針が示された。

　気仙沼市教育委員会では、文化庁及び宮城県教育委員会の提示した方針に基づき宮城県教

育委員会の協力を得ながら、迅速かつ適正な発掘調査を実施することとした。

※東日本大震災によって文化庁が発した埋蔵文化財関係の通知等

・東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて（通知）（平成 23 年４月 28 日付け 23 庁財第 61 号）

・東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて（通知）（平成 24 年４月 17 日付け 24 庁財第 62 号）

・東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する平成 23 年４月 28 日付け文化庁次長通知（23 庁財第 61 号）

について（通知）（平成 25 年２月 18 日 24 庁財第 691 号）

・東日本大震災の復興に伴う防災集団移転促進事業における埋蔵文化財発掘調査の実施に関する取扱いについて（通知）（平成

25 年３月 15 日付け事務連絡）

・東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査に関する取扱いについて（回答）（平成 25 年３月 15 日付け事務連絡）

※東日本大震災によって宮城県教育委員会が発した埋蔵文化財関係の通知

・東日本大震災の復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて（通知）（平成 23 年６月３日文第 268 号）

②調査主体
　東日本大震災復興交付金事業の基幹事業に位置付けられた防災集団移転事業や土地区画整

理事業等の大規模な事業については、分布・試掘調査を宮城県教育委員会が行い、確認調査
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及び本調査を気仙沼市教育委員会が行うこととした。同じく基幹事業に位置付けられている

被災した個人住宅及び中小零細企業の店舗・工場等の再建に伴う発掘調査は、気仙沼市教育

委員会が主体となり実施することとした。

　気仙沼市教育委員会が主体となって行う調査については、調査内容・規模等必要に応じて

随時宮城県教育委員会から専門職員の派遣を受けて実施することとした。

⑵	調査体制
　気仙沼市では、震災復興計画が策定される中で、集団移転事業など多くの開発事業が、周

知の埋蔵文化財包蔵地へ影響を及ぼす可能性が高くなることが予想され、震災以前の文化財

保護体制では、発掘調査を行う専門職員の不足が見込まれた。

　そこで、平成 24 年４月以降、県外から自治法派遣職員の支援を受けたほか、専門職員（市

任期付職員を含む）の採用を行うとともに、宮城県教育庁からの協力を受けながら体制の強

化を図った。

　各年度の本市調査体制は以下のとおりである。

〈平成 27 年度〉

【調査担当】　気仙沼市教育委員会生涯学習課文化振興係

生涯学習課長　菅原	京子

課長補佐　鈴木	實夫

主幹兼文化振興係長　幡野	寛治

調査担当：主幹　原田	享二（市任期付職員）・永濱	功治（鹿児島県派遣）・野崎	進（笛吹

　　　　　市派遣）、主査　石川	郁（市任期付職員）

【調査協力】宮城県教育庁文化財保護課

堤英明（佐賀県派遣）・和田理啓（宮崎県派遣）・西村力

〈平成 28 年度〉

【調査担当】　気仙沼市教育委員会生涯学習課文化振興係

生涯学習課長　畠山	美雪

課長補佐　鈴木	實夫（９月から技術補佐・市任期付職員）

主幹兼文化振興係長　幡野	寛治

調査担当：主幹　原田	享二（市任期付職員）・平木場	秀男（鹿児島県派遣）、

　　　　　主査　石川	郁（市任期付職員）、技師　森	千可子

【調査協力】宮城県教育庁文化財保護課

米田克彦（岡山県派遣）・西村力・古田和誠・佐藤渉

〈平成 29 年度〉

【調査担当】　気仙沼市教育委員会生涯学習課文化振興係
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生涯学習課長　畠山	美雪

技術補佐　鈴木	實夫（市任期付職員）

主幹兼文化振興係長　幡野	寛治

調査担当：主幹　原田	享二（市任期付職員）・石川	郁（市任期付職員）・平木場	秀男（鹿

　　　　　　　　児島県派遣）

　　　　　技術主幹　須藤	好直（市任期付職員）・熊谷	満（市任期付職員・１月から）

　　　　　主査　技師　森	千可子

【調査協力】宮城県教育庁文化財保護課

西村力・古田和誠

〈平成 30 年度〉

【調査担当】　気仙沼市教育委員会生涯学習課文化振興係

生涯学習課長　熊谷	啓三

課長補佐兼文化振興係長　幡野	寛治

調査担当：技術補佐　鈴木	實夫（市任期付職員）

　　　　　主幹　原田	享二（市任期付職員）・石川	郁（市任期付職員）・青木	昭和（富田

　　　　　　　　林市派遣）

　　　　　技術主幹　須藤	好直（市任期付職員）・熊谷	満（市任期付職員）

　　　　　技師　森	千可子

【調査協力】宮城県教育庁文化財課

西村力・古田和誠

⑶	復興交付金事業にかかる予算措置
　被災した個人住宅や中小零細企業の店舗・工場等の再建にかかる確認調査・本調査は、東

日本大震災復興交付金事業の基幹事業である埋蔵文化財発掘調査事業に位置付けられている。

また、これを除く防災集団移転促進事業や土地区画整理事業等の復興交付金基幹事業につい

ては、確認調査を埋蔵文化財発掘調査事業（国庫補助事業）で行い、本調査については当該

事業の中で行うこととなっている。

　埋蔵文化財発掘調査事業に該当する発掘調査費用については、国費の負担割合を 75％に引

き上げた上で、市が負担する 25％は地方交付税措置により補てんされることになっており、

財政負担の軽減が図られている。

２．確認調査
　気仙沼市では 180 か所以上の周知の埋蔵文化財包蔵地（以下、「遺跡」）が確認されているが、

その多くが沖積地に隣接した丘陵や段丘上に所在する。第１図は気仙沼市の遺跡の分布と東
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第１図　気仙沼市の位置と遺跡の分布
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日本大震災の津波浸水域を示したものである。ほとんどの遺跡が津波の浸水を逃れているこ

とがわかるが、逆の見方をするならば、被災者の個人住宅再建や高台移転等の候補地に多く

の遺跡が分布しているということになる。

　震災復興に係る遺跡の取り扱いは、現地保存を前提とし、やむを得ず本調査を実施する場

合も、掘削範囲を必要最小限に留めている。

　調査に際しては、復興事業にかかる調査の円滑化・迅速化を推進するため、宮城県発掘調

査基準の弾力的な運用がなされた。

　本市において、平成 27 年度から 30 年度に公共事業、個人住宅など復興交付金事業で実施し

た確認調査は第１表のとおりである。

３．本発掘調査
　平成 27 年度防災集団移転事業関連調査２件のほか、平成 28 年度の緑館遺跡（個人住宅）、

と波路上西館跡・波路上西遺跡（道路復旧）、平成 29 年度の長磯浜遺跡（個人住宅）につい

ては本発掘調査を実施した。

　いずれも確認調査で遺構や遺物包含層等が確認され、工事計画上、現地保存が不可能であっ

たため本発掘調査に移行したものである。調査は、掘削が及ぶ範囲に保護層を考慮した必要

最小限の範囲を対象とした。

　なお、平成 27 年度から 30 年度に実施した確認調査・本調査のうち、防災集団移転事業関

連調査および道路復旧事業（本調査分）については、別途報告予定のため、本書では一覧表

の掲載のみとしている。

４．整理作業・報告書作成
　本書に係る整理作業及び報告書作成作業は、主に平成 30 年度から令和元年度に気仙沼市文

化財収納庫で行った。

　整理作業・報告書作成の担当者は以下のとおりである。

平成30年度：青木		昭和・森		千可子・藤本		愛（市嘱託員）

令和元年度：青木		昭和・須藤		好直・藤本		愛（市嘱託員）
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第２章　波路上西館跡・波路上西遺跡

遺跡名：波路上西館跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59036）

　　　　波路上西遺跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59097）

所在地：気仙沼市波路上杉の下地内

調査原因：漁業集落防災機能強化事業

　　　　　（防災広場整備造成工事）

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 27 年９月７日～平成 28 年２月８日

対象面積：4,500㎡

調査面積：800.16㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁、永濱功治（鹿児島県派遣）

１．調査に至る経過
　波路上西館跡・波路上西遺跡はいずれも市内波路上杉の下にあり、海岸から約 200 ｍ内陸、

標高約 10 ～ 12 ｍの微高地上に位置する。江戸時代に仙台藩が編纂した『封内風土記』には、「波

路上邑（中略）古塁一　不詳何人所居・・」（巻之十四）とある。また紫桃正隆は「（多賀城の）

前進基地が気仙沼方面に伸び、いわゆる「府中城」と称されたのが三ヶ所あった」内の一つ

と記している（紫桃 1973）が実態は不明である。

　これまで本格的な発掘調査は実施されていないが、平成 26 年度に農山漁村地域復興基盤総

合整備事業に伴う確認調査で、縄文時代早期の土器を含む炉跡、古代の竪穴建物跡等が発見

されている（気仙沼市教委 2019）。

　今回の調査は、漁業集落防災機能強化

事業の一環として防災広場を整備するため

の造成工事に伴い実施したものである。

２．調査成果
　調査対象地は波路上西館跡および波路上

西遺跡の南端付近に位置する。東日本大震

災以前は、畑や民家が点在していたが、津

波により甚大な被害を受け、調査前は空地

であった。

　確認調査は、造成予定地 23 か所にトレン

チ（以下、図表中は「Tr」と表す。）を設定

第２図　波路上西館跡・波路上西遺跡位置図

第２表　調査トレンチ一覧
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して実施した。

　工事は造成範囲の南半が盛土造成、北半は切土造成であるが、切土部分で遺構が検出した１・

２・８・16 の各トレンチでは範囲の一部を拡張し遺構の分布の把握に努めた。さらに、隣接

する道路の整備に関連して、造成地の南東に接する地点に 24 トレンチ（調査時においては南

拡張区と呼称）を設定した。これら各トレンチの規模は第２表の通りである。

　各トレンチで検出した遺構は半截し土層の状況について観察を行い、そのうち主なものを

図表に示した。なお、遺構番号はトレンチ毎に検出順に通し番号を付して表している。以下、

トレンチごとに調査成果を記す。

　また、同時期に実施した市道牧明戸線道路整備事業にかかる確認調査では、数基のピット

を検出したのみで、遺物は出土しなかった。

第３図　波路上西館跡・波路上西遺跡調査地
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第５図　波路上西館跡・波路上西遺跡１トレンチ遺構平面図

(1) １トレンチ
　１トレンチで検出した遺構は 65 基あり、うち土坑３

基（ＳＫ 20・27・65）、溝１条（ＳＤ 49）のほかはす

べてピットであった。なお、遺構番号 54・56 は欠番であ

る（第５図）。遺構断面とそれぞれの層序については第

６図・第７図に示した通りである。

　遺物はＰ８から土師器高坏片 1点が出土している（第

４図）。
第４図　１トレンチ出土遺物
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柱痕跡

柱痕跡

柱痕跡
柱痕跡

第６図　波路上西館跡・波路上西遺跡１トレンチ遺構断面図（１）
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第７図　波路上西館跡・波路上西遺跡１トレンチ遺構断面図（２）

（２）２トレンチ
　２トレンチで検出した遺構は 80 基あり、うち土坑１基（ＳＫ 70）、溝２条（ＳＤ９・76）

のほかはすべてピットであった（第 10 図～第 12 図）。
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第８図　２トレンチ出土遺物

柱痕跡

柱痕跡
柱痕跡

柱痕跡
柱痕跡

柱痕跡
柱痕跡

柱痕跡

柱痕跡
柱痕跡

第９図　波路上西館跡・波路上西遺跡２トレンチＳＢ１各ピット断面図

　検出したピットのうち、Ｐ 22・29・41・46・

59・66 は比較的平面形状が似ており、断面で

も柱痕跡が検出されたことから、２間×３間以

上の掘立柱建物跡（ＳＢ１）の柱穴と考えられ

る（第９図）。柱間は 1.8 ～ 2.0 ｍを測る。

　Ｐ 39 では、底から扁平な礫が敷かれたよう

な状況で検出されたが、根石と考えられる。

　遺物はＰ 27 で染付の小片、Ｐ 33 から磨製石

斧状の礫が出土した（第８図・写真４－２）。
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第 10 図　波路上西館跡・波路上西遺跡２トレンチ遺構平面図
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第 11 図　波路上西館跡・波路上西遺跡２トレンチ遺構断面図（１）
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第 12 図　波路上西館跡・波路上西遺跡２トレンチ遺構断面図（２）
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第 13 図　波路上西館跡・波路上西遺跡８トレンチ遺構平面図

（３）８トレンチ
　８トレンチは大半が盛土造成の予定であることから、調査は基本的には遺構検出までで留

めたが、一部の遺構について半截して土層の確認を行っている。

　Ｐ１・８・９・10 で柱痕跡を検出し、他のピットでも柱痕跡と推定される土層を認めたが、

掘立柱建物を構成するかどうかは不明である（第 13図・第 14図）。遺構に伴う遺物は出土し

ていない。
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第 14 図　波路上西館跡・波路上西遺跡８トレンチ遺構断面図
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第 15 図　波路上西館跡・波路上西遺跡 16 トレンチ遺構平面図

（４）16 トレンチ
　調査当初 16 トレンチで柵列状に並ぶピット群を検出したことから隣接する 21 トレンチを

含めて拡張したため、本書ではこの２つを併せて 16 トレンチとして報告する。

　このトレンチでは、竪穴住居跡（ＳＩ１）1棟のほかピット 25 基を検出した。ピットの一

部は柵列を構成すると考えられる（第 15 図）。

竪穴建物跡（ＳＩ１）
　竪穴建物跡内およびその周辺で検出した遺構には、整理作業の都合上、トレンチ内とは別

に遺構番号を付している（ＳＫ１・２、Ｐ１～９）。

　ＳＩ１は、東西 4.4 ｍ、南北 3.9 ｍで北壁にカマドを設けている。床の西半に締まった橙色

の土が残り、貼床の痕跡と考えられる。床面でピット６基（Ｐ１～６）が検出されているが、

いずれも単一層で検出面からの深さは 10cm 前後であり、竪穴建物跡の柱穴であるかどうかは
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第 16 図　波路上西館跡・波路上西遺跡 16 トレンチ S Ｉ１遺構平面・断面図
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判然としない。

　また、２基（ＳＫ１・２）の土坑を検出しているが、深さはいずれも約 10cm で、埋土も均

一であった。カマドを挟んで東西に径約 20cmのピット（Ｐ７・８）があり、その周辺には焼土・

炭化物が多く見られた。また、カマドの焚口は一段低くなっており被熱が顕著であった。また、

カマドを通る南北中軸線上の 1.3 ｍ北側に径約 12cm のピット（Ｐ９）があるが、ＳＩ１との

関連性は不明である（第16図）。周溝は10cm前後の深さでほぼ一周しているが一条のみであり、

建て替えが行われた形跡はなく、長期継続したものではないと考えられる。

第 17 図　波路上西館跡・波路上西遺跡 16 トレンチ柵列・ピット平面・断面図

柵列（ＳＡ１～３）
　ＳＡ１はＰ 14からＰ 16まで３基のピットで構成する。Ｐ 14とＰ 15の間が離れるが、規

模としてはＳＡ２・ＳＡ３と同程度である。軸線は真北から東に約 62度振れている。ＳＡ２

は、Ｐ 17からＰ 20まで４基のピットで構成し、柱間は約 2.6 ｍである。方角はＳＡ１とほ

ぼ同じである。ＳＡ３は、Ｐ 21からＰ 24まで４基のピットで構成し、ＳＡ１・２と並行し、

柱間も同じく約 2.6 ｍである。

　ＳＡ１からＳＡ３で１棟の掘立柱建物跡を構成するとも考えられるが、ＳＡ２・ＳＡ３の
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第３表　波路上西館跡・波路上西遺跡 16 トレンチ柵列・ピット土層
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第 18 図　16 トレンチ出土遺物

間の梁筋に柱穴が見当たらないことからここでは個別の柵列とした（第 17図・第３表）。

　Ｐ 12 から土器細片を検出したが、その他のピットから遺物は出土しなかった。

　周辺では、平成 26 年に農山漁村地域復興基盤総合整備事業（杉の下工区）に伴う確認調査

が実施されＨＴ 23 トレンチで竪穴建物跡１棟が検出されている（気仙沼市教育委員会 2019）。

　まだ遺跡全域が調査されたわけではないが、古代においてこの周辺に集落が営まれていた

と考えられる。

出土遺物
　ＳＩ１の床面直上およびカマド周辺から遺物が出土しているが、土師器甕の底部または胴

部の小片、砥石等 35 点とその総量は多くない。そのうち図化できたものは以下の通りである。

土師器
　３は北壁近くから、４は周溝から出土した。いずれも甕底部で底面に木葉痕が残る。また

胴部には調整痕（ハケ目）が明瞭に残る（第 18 図・写真１－３・４）。

石製品
　いずれも砥石の類である（第 18 図・写真１－５～８）。５は凝灰岩系の石材を用いた砥石で、

周溝から出土した。表面と側面の一部に被熱による変色がみられる。６は大型の砥石で、上

面にのみ磨面がある。カマドの焚口近くで出土した。７は全体の形状は不明である。一部に

被熱のためと思われる変色がある。周溝近くで出土した。８も全体の形状は不明である。カ

マド内から出土した。
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（５）24 トレンチ
　24 トレンチで検出した遺構は９基あり、すべて土坑である（第 19 図・第 20 図）。このうち

ＳＫ６・ＳＫ９以外の遺構は遺物出土状況などから墓壙と考えられる。また、一部の墓壙で

は最下層で人骨片が出土しており、堆積状況から改葬が行われたものと推察される。

墓壙１（ＳＴ１）
　長辺約 1.1 ｍ、短辺約 1ｍの隅丸方形で、深さは約 15cm を測る。最下層に人骨の一部が遺

存していたが、遺物は出土しなかった。上部が削平されているため埋葬施設の有無は不明で

ある。

墓壙２（ＳＴ２）
　長径約 1.1 ｍ、短径約 0.9 ｍの楕円形で、深さは約 25cm を測る。最下層に人骨の一部が遺

存していたほか銭貨６枚（永楽通宝）が出土したが、上部が削平されているため埋葬施設の

有無は不明である。

墓壙３（ＳＴ３）
　長辺約 1.2 ｍ、短辺約 0.9 ｍの隅丸方形で、深さは約 15cm を測る。最下層に人骨の一部が遺

存していたが、遺物は出土しなかった。土壙墓と考えられる。上部が削平されているため埋

葬施設の有無は不明である。

墓壙４（ＳＴ４）
　長辺約 1.4 ｍ、短辺約 1.1 ｍの長方形に近い形状で、深さは約 35cm を測る。上部が削平さ

写真１　16 トレンチ出土遺物
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第 19 図　波路上西館跡・波路上西遺跡 24 トレンチ遺構平面図

れているが木棺の痕跡が認められ、方形木棺墓と考えられる。最下層で人骨の一部、銭貨（永

楽通宝１枚・北宋銭６枚）が出土している。

墓壙５（ＳＴ５）
　長径約 0.9 ｍ、短径約 0.7 ｍの楕円状で、深さは約 12cm を測る。上部が削平されているが、

木片の付着した鉄釘が出土していることから木棺墓と考えられる。

墓壙７（ＳＴ７）
　長辺約 1.5m、短辺約 1.0mの隅丸方形で、深さは約 55cm を測る。上部が削平されているが、
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頭蓋

第 20 図　24 トレンチ遺構平・断面図
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木片の付着した鉄釘が出土していることから木棺墓と考えられる。

墓壙８（ＳＴ８）
　一辺約 1.2 ｍの隅丸正方形で、深さは約 80cm である。明らかな埋葬施設は確認できなかっ

たものの断面でその痕跡が見られ、木片の付着した鉄釘が出土したことから木棺墓であると

推察できる。また、３層で鉄鍋がやや傾いた状況で出土し、３層から４層にかけては頭蓋骨

や四肢骨が出土している。以上のことから、この遺構では改葬が行われておらず、鉄鍋の出

土状況から、いわゆる「鍋被り葬」が行われたと考えられる。鍋は当初頭部に逆位で被せら

れていたものが土圧等で落下したものと見ることができる。

第 21 図　24 トレンチ出土遺物（鉄製品）
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出土遺物
　墓壙と考えられる遺構から出土した遺物は、前に述べたように銭貨および鉄製品である。ま

た、ＳＴ２・３・４・７の埋土からは多量の小礫が出土している。

鉄釘
　ＳＴ５・７・８から出土している。劣化が著しく図化できたのは４点である。

　９～ 11 は小型の鉄釘でＳＴ８から出土した。いずれもＬ字状に折れ曲がっており、断面が

判明する２点（９・10）はいずれも方形で中空である。11 も方形であるが中空であるかどう

かは判明しない。一部に木質が残っている。ＳＴ７から出土した12はこれらに比べ大型である。

錆に覆われているが、一辺約１cmの方形断面と思われる。釘頭は扁平に変形している（第 21図・

写真２－９～ 12）。

鉄鍋
　ＳＴ８から出土した。劣化が著しく、応急的にアクリル樹脂で表面をコーティングした上

で可能な範囲で断片実測を行い、図上で復元した。そのため推定値ではあるが口径 40cm、器

高 12㎝程度のものと考えられる。吊耳の下部に片口が付き、体部には屈曲が見られず、口縁

部に向けて直線的に開く。残存する吊耳部には２穴以上の穿孔がある。ツルは断片化してい

るが２点あり、断面は長方形で端部近くで正方形に近づき外に向かって開く。底部には脚が

３足付き、湯口の形状は丸形である（第 21 図・写真２－ 13）。

　越田氏の形式分類ではＣⅡａにあたる（越田 2004）。

写真 2　波路上西館跡・波路上西遺跡１・２・16・24 トレンチ出土遺物
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第 22 図　24 トレンチ出土遺物（銭貨拓影）

銭貨
　ＳＴ２から明銭６枚が重なった状態で出土している。またＳＴ４から北宋銭６枚および明

銭 1枚が出土している（第 22 図－ 14 ～ 26）。いずれも埋葬時に副葬されたいわゆる「六文銭」

と考えられる。

小礫
　ＳＴ２・３・４・７では、暗灰色の扁平な楕円形の小礫が、埋土の比較的上層に多く混入

していた。墨書等の痕跡は見られない（写真３）。このような小石は調査地の周囲、特に海岸

近くで多く見られるものであるが、例えばＳＴ４から出土した小礫の総数は 292 個、総重量

5.6kg を計る（第４表）。これだけの量が混入するのは人為的な行為と考えるべきであろう。

　墓に石を積むという行為は、民俗例として全国で普遍的に見られる。また、かつて当地では、

幼児や子供が亡くなった時にカゴに小石を入れて地蔵車に吊るす習俗が見られた（気仙沼市

1994）という。今後の類例の検討を待ちたい。
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３　まとめ
　今回の調査では数多くの遺構を検出した。特に２トレンチでは掘立柱建物跡、16 トレンチ

では竪穴建物跡や柵列を検出し、古代から続く集落の一端を知ることができた。

　また、24 トレンチでは近世墓を７基検出したが、そのうちＳＴ８では「鍋被り葬」を確認

することができた。

　鍋被り葬は中世末から近世の東北、関東、信州地域を中心に散見される特異な埋葬形態で

あり、死者の頭部に鍋を被せて埋葬するもので、異常死や行き倒れの死者を葬る場合に行わ

れることが多いとされている。宮城県内でも数例が知られているが、気仙沼市では初めての

事例である。なお、今回出土した人骨が異常死に至る病気に罹患していたかは不明である。

　出土した副葬品は銭貨のみで、すべて北宋銭と明銭であった。基本的に銭６枚を六道銭とし

て墓に副葬する習俗について、鈴木氏は室町時代後半から寛永 13（1636）年の「寛永通寳」

本格発行までを想定している（鈴木 1988）が、江戸から離れた当地での状況はそれと異なる

と考えられる。また、鉄鍋は吊耳を有する片口であるが、越田氏の編年（越田 2004）による

と片口は 16 世紀以降、吊耳は 17 世紀以降と位置づけられている。以上のことから、これらの

墓壙が造られた時期は近世以降と考えたい。

　今回の調査は限られた範囲の確認調査であり遺跡全体の様相は知り得なかったが、特に気

仙沼市内で初めて鍋被り葬の事例を確認した意義は大きい。今後の資料の増加を待ちたい。

第４表　24 トレンチ出土小礫法量

写真３　24 トレンチ出土小礫（一部）
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写真４　波路上西館跡・波路上西遺跡発掘現場（１）

1 トレンチ遺構検出状況（北から） 2 トレンチ遺構検出状況（北から）

8 トレンチ遺構検出状況（拡張前・南東から） 16 トレンチ遺構検出状況（拡張前・北東から）

16 トレンチ SI1 検出状況（南東から） 16 トレンチ SI1 完掘後（南東から）

16 トレンチ SI1 カマド拡大（北東から） 24 トレンチ遺構検出状況（北から）
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写真５　波路上西館跡・波路上西遺跡発掘現場（２）

24 トレンチ ST1 遺構断面（西から） 24 トレンチ ST2 遺構断面（西から）

24 トレンチ ST3 遺構断面（西から） 24 トレンチ ST4 遺構断面（西から）

24 トレンチ ST5 遺構断面（西から） 24 トレンチ ST7 遺構断面（西から）

24 トレンチ ST8 遺構断面（北から） 24 トレンチ ST8 遺物（鉄鍋）出土状況
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第３章　古館貝塚

遺跡名：古館貝塚（宮城県遺跡地名表登載番号 63017）

所在地：気仙沼市唐桑町鮪立

調査原因：漁業集落防災機能強化事業（水産用地整備）

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 28 年３月３日～３月 10 日

対象面積：1,454㎡

調査面積：125㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁

１．調査に至る経過
　調査地は唐桑半島の付け根に位置し、内湾

に突き出た半島状の鞍部に立地する。

　昭和 43 年に旧宮城県鼎が浦高等学校社会班により発掘調査が行われ、縄文時代中期末から

後期初頭にかけての遺物が多数出土していることが報告されている（鼎が浦高校 1971）。また、

平成 24（2012）年に個人住宅建設に伴う調査では、土坑４基とピット２基を検出し、縄文時

代中期中葉の大木 8b 式から後期前葉の南境式までの特徴を持つ土器が出土している。（気仙

沼市教委 2017）

　今回の調査は、漁業集落防災機能強化事業のための水産用地（ストックヤード）整備に伴

う造成工事に先立ち実施された確認調査である。

２．調査成果
　事業予定地は標高約２ｍの低地であり、震災前には住宅が建っていた。そのため、すでに

造成による削平が進んでいると考えられたが、事業によりさらに切土造成が行われることか

ら標高がやや高い地点を中心に８か所にトレンチを設定した。

　調査の結果、１・３・６トレンチを除く各トレンチで遺物包含層を検出した。これらのト

レンチでは 70 ～ 120cm と非常に厚い盛土・表土の下に包含層が堆積することが確認できた。

　その後の工事関係者との協議において、４トレンチ以外は包含層までの掘削を行わず遺構

の保護が図られることとなったため、４トレンチのみ工事掘削深度までの調査を行うことと

した。調査の結果、包含層の堆積状況を確認したものの、遺構は検出できなかった（第 24 図）。

　出土遺物としては，縄文土器片が大半を占めるが、盛土等から少量の土師器等の細片がみ

られる。総じて遺物は細片であり、その総量はコンテナ１箱に満たない。そのうち、図化で

きたものは縄文土器片１点であった。

第 23 図　古館貝塚位置図
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第 24 図　古館貝塚トレンチ配置図および土層断面・柱状図

縄文土器
　４トレンチ包含層から出土した。縄文土器深鉢口縁部で、瘤状の隆起が 1か所あり、その

中央を窪ませている。胴部には波状のもの４条を含む 10 条の沈線が巡る（第 25 図）。大木 6

式から大木 7b式に相当すると考えられる。
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第 25 図　古館貝塚出土遺物

写真 6　古館貝塚確認調査トレンチ

2tr 全景（東から） 4tr 全景（西から）

7tr 全景（西から） 8tr 全景（西から）

３　まとめ
　今回の調査で東西に広がる遺物包含層の存在が確認できた。調査地は海抜２ｍ前後に位置

し、西側を除く３方向は急斜面である。造成により地形は若干改変されているが、包含層は

谷筋に沿って形成されたと推察できる。

　平成 24（2012）年の調査では、貯蔵穴と考えられる土坑が数基検出されており、集落は今

回の調査地より上位の丘陵鞍部に位置したのであろう。

　いずれにせよ、限られた範囲での調査であり遺跡の全容を知ることはできなかったため、今

後の調査に期待したい。
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第４章　波路上西館跡・波路上西遺跡

遺跡名：波路上西館跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59036）

　　　　波路上西遺跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59097）

所在地：気仙沼市波路上杉ノ下地内

調査原因：市道向原岩井崎線道路災害復旧事業

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 28 年７月 19 日～７月 21 日（確認調査）

対象面積：2,000㎡

調査面積：184.9㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁

１．調査に至る経過
　調査地は、平成 26（2014）年度に農村漁村地

域復興基盤総合整備事業（杉の下工区）に伴う確認調査を実施した範囲に含まれており、調

査で竪穴建物跡を確認しているが、整備事業による削平を受けないことが確認されたことか

ら現状保存することとなった。その後、市道復旧工事の計画変更に伴い、当該地が事業予定

地に含まれることとなったため、再度調査を行ったものである。

２．調査成果
　事業予定地のうち、包蔵地内に該当する範囲を対象としてトレンチを７本設定して掘削を

行った（第３図・第 27 図）。

　基本的な層序としては、20 ～ 30cm 厚の表土とその直下で地山を確認している（１・４・５・

６トレンチ）が、７トレンチは約 150㎝の盛土・耕作土等の下で地山を検出している。

　これらのトレンチでは遺構は確認できなかったが、２トレンチ、３トレンチでは地山面で

遺構を検出したことから、この２か所についてはいずれも南側に範囲を拡張した。その結果、

遺存状態は良くないものの竪穴建物跡のほか、溝・ピットを検出した（写真６）。

　出土遺物は、２・３トレンチで縄文土器・土師器の細片が出土したのみである。

　なお、２トレンチで検出した竪穴建物跡は、平成 26（2014）年度の確認調査におけるＨＴ

23 トレンチで検出した竪穴建物跡ＳＩ１である。（気仙沼市教委 2019）

　以上から、道路予定地のうち２・３トレンチの周辺約 250㎡を範囲として本調査を実施する

こととした。なお、本調査の成果については別途報告予定である。

第 26 図　波路上西館跡・波路上西遺跡位置図
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第 27 図　波路上西館跡・波路上西遺跡確認調査トレンチ配置図・土層柱状図（平成 28 年度調査）

写真 7　波路上西館・波路上西遺跡確認調査トレンチ

2tr 全景（東から） 3tr 全景（南東から）
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第５章　緑館遺跡

遺跡名：緑館遺跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59024）

所在地：気仙沼市最知北最知地内

調査原因：個人住宅

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 28 年５月 23 日～７月 19 日

対象面積：2,877.32㎡

調査面積：480㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁、森千可子

１．調査に至る経過
　緑館遺跡は市域中央付近の気仙沼湾沿岸部に面す

る標高約 24 ｍの丘陵頂部から南側斜面に広がってい

る。この丘陵も含め、東から入り込む谷地形を取り囲む丘陵上には、多くの埋蔵文化財包蔵

地が点在している。

　平成 26（2014）年には、緑館遺跡および隣接する海蔵寺北遺跡の丘陵裾部で、農山漁村地

域復興基盤整備事業（最知工区）に伴う確認調査が行われたが、時期不明のピットや、表土

中から遺物数点を検出したのみであった。

　今回の調査は、震災被災者の個人住宅建設に伴い平成 28 年５月に確認調査を行ったところ

遺構・遺物が検出されたことから、引き続き、遺構が集中して検出されたトレンチを拡張す

る形で７月まで本調査を実施した。遺構番号はその種類に関わらず連番を付した。

２．調査成果
　今回の調査地は、周知の埋蔵文化財包蔵地の東南端に位置する。

　確認調査では建設予定地内に 15 本のトレンチを設定した。そのうち１・２トレンチおよび

６～９トレンチで多数の遺構を検出したことから、この範囲を拡張し本調査を実施すること

とした（第 29 図）。

　本調査では、竪穴建物跡１棟（ＳＩ 179）のほか、土坑５基（ＳＫ 27・33・58・95・100）、

溝状遺構６条（ＳＤ 12・54・55・111・168・169）、性格不明遺構２基（ＳＸ 102・125）のほ

か多数のピットを検出した。ピットについては柱痕跡が残るものもあったが、掘立柱建物跡

や柵列が復元できるような規則性を持つ並びは確認できなかった（第 30 図・第 31 図・第 33

図～第 35 図、第５表・第６表）。

第 28 図　緑館遺跡位置図
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第 29 図　緑館遺跡確認調査トレンチ配置図
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写真 8　緑館遺跡確認調査トレンチ

3tr 全景（東から） 6tr 全景（北東から）

7tr 全景（南から） 8tr 全景（南から）

竪穴建物跡（ＳＩ 179）
　竪穴建物跡内およびその周辺で検出した遺構には、整理作業の都合上、別に遺構番号を付

している（周溝１～５、Pit １～ 19）。

　ＳＩ179は、方形と考えられる竪穴建物跡で、北側の角部のみ検出している。規模は西辺で4.8

ｍ、東辺で 3.7 ｍが残る。北東から南西に延びる周溝５で見ると、磁北から約 45 度東に傾い

ている。

　カマドは確認できなかったが、周溝５の中央やや南よりに焼土や炭化物が多く見られる範

囲があることから、この周囲で火気が使用されていたのであろう。床面には貼床が施されて

いたが断片的にしか遺存しておらず面としての範囲を確認できなかったものの、断面で存在

を確認している。

　床面でピット９基（Ｐ６～９・11 ～ 15）を確認し一部で切りあい関係も認められたほか、

周溝も部分的に３条が平行して検出されていることから、数回の建て替えが行われた可能性

が考えられるが、全体に著しい削平を受けており、詳細は把握することができなかった（第

32 図）。

　遺物は 100 点余り出土しているが、大半が土師器の細片であった。
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土坑（ＳＫ 95）
　本調査区中央北部で検出した土坑で、長径約 1.1 ｍ、短径約 0.7 ｍの三角に近い楕円形を呈し、

深さは約 30cmである。最上層から縄文土器の細片が数点出土しているが時期は不明である。

土坑（ＳＫ 100）
　ＳＫ 95 の南、約 2ｍの地点で検出した。直径約 1.5 ～ 1.7 ｍのほぼ円形の遺構で、深さは

約 65cm である。断面ではレンズ状の堆積が認められ井戸跡のようにも見えるが、遺物は最

上層から縄文土器の細片数点と砥石と思われる石器１点が出土したのみである。時期、遺構

の性格ともに不明である。

写真 9　緑館遺跡本調査発掘現場

調査区全景（東から） S Ｋ 100 断面（西から）

SI179 完掘後（南から） SI179 完掘後（西から）

遺構検出状況（西から） 調査区全景（北西から）
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第 30 図　緑館遺跡調査区平面図（西半部）
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第 31 図　緑館遺跡調査区平面図（東半部）
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第 32 図　緑館遺跡ＳＩ 179 平面・断面図
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第５表　緑館遺跡検出遺構一覧（１）
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第 33 図　緑館遺跡遺構断面図（１）

第６表　緑館遺跡検出遺構一覧（２）
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第 34 図　緑館遺跡遺構断面図（２）
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第 35 図　緑館遺跡遺構断面図（３）

性格不明遺構（ＳＸ 102）
　ＳＸ 102 は、ＳＫ 100 の東、約２ｍに位置する長辺約 2.2 ｍ、短辺約 1.4 ｍの長方形に近い

遺構で、深さは約 60cm である。最上層で縄文土器の細片１点、下層でも縄文土器が数点出

土しており、遺構とすれば時期不明ながら縄文時代のものとなる。ただし、土層の状況から

単一遺構と断定することはできず、性格不明遺構と位置付けた。

出土遺物
　今回の調査では、調査面積や検出した遺構数に比べて、図化できる資料は非常に少なかった。

土師器
　ＳＩ 179 から出土した土師器碗で口縁の一部を含み約 1/3 が残っている。推定復元で口径

13cm 前後、器高約 3.5cm である。全体に摩滅しており調整痕は確認できない（第 36 図－１）。

石器
　ＳＸ 125 の第２層から出土した頁岩製の打製石斧で、長さ約 11.5cm、幅約 4.5cm を測る。

　全体に調製は荒く、最大厚約３cm と厚みがあり、片面が非常に滑らかで砥石の再利用とも

考えられる（第 36 図－２）。遺構の土層注記が残されておらず断定はできないが、埋土の堆

積状況から自然堆積土中から出土した可能性がある。
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第 36 図　緑館遺跡出土遺物

３　まとめ
　今回の調査では多くの遺構を検出し、古代における緑館遺跡の様相を一部ではあるが知る

ことができた。遺跡周辺の最知地域では丘陵尾根に数多くの遺跡が連なっており、また時代

もバラエティに富んでいる。この後も小規模ながら発掘調査・工事立会が行われており、そ

れらの総合的な分析に期待したい。
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第６章　長磯浜遺跡

遺跡名：長磯浜遺跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59100）

所在地：気仙沼市長磯浜地内

調査原因：個人住宅

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 30 年２月９日（確認調査）

　　　　　平成 30 年３月６日～３月８日（本調査）

対象面積：278.43㎡

調査面積：24.41㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁、熊谷満、森千可子

１．調査に至る経過
　長磯浜遺跡は市域中央、気仙沼湾沿岸に面した

階上地区にあり、畑地を中心に縄文土器等の散布がみられることから、埋蔵文化財包蔵地と

して登録されていた。本格的な調査の手が入ることはほとんどなかったが、平成 21（2009）

年から翌年度にかけて、市道下原浜線改良工事に伴う発掘調査が行われており、包含層・貝層、

縄文土器・石器等が検出されている。

　今回の調査は、震災被災者の個人住宅建設に伴う確認調査である。調査は平成 30 年２月に

確認調査を行い遺構・遺物を検出したことから、掘削が遺構面に影響を及ぼすガレージ部分

について３月に本調査を実施する

こととなった。

２．調査成果
　今回の調査地は、周知の埋蔵文

化財包蔵地の北端に位置する。

　確認調査では敷地内に２本のト

レンチを設定した（第 38 図）。

　1トレンチでは表土下 30㎝で地

山を検出し、地山面で土坑・溝状

遺構・ピットを検出したが、２ト

レンチでは遺構・遺物は確認でき

なかった。

　本調査は確認調査で遺構を検出

第 37 図　長磯浜遺跡位置図

第 38 図　長磯浜遺跡確認調査トレンチ配置図
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した１トレンチの南半部から南方向にかけて約５ｍ×約 4.5 ｍのトレンチを設けて実施した。

その結果、竪穴建物跡１棟（ＳＩ１）、土坑２基（ＳＫ２・５）、溝状遺構２条（ＳＤ３・４）、

ピット１基（Ｐ６）を検出した（第 39 図）。

竪穴建物跡（ＳＩ１）
　トレンチ南東端で検出した円形の竪穴建物跡である。トレンチ内で最大幅約 90cm の範囲が

確認できているが、大半はトレンチ外にあり全体の規模は不明である。また、壁近くで検出

した溝状遺構ＳＤ３はＳＩ１の周溝の可能性がある。埋土は上下２層あり、最深部で約 50cm

を測る。締まりが極めて良好で貼床の可能性もある。

土坑（ＳＫ２）
　トレンチ北西壁沿いで検出した土坑で、長さ約 75cm、幅 50cm を確認している。確認調査時

に土坑の西半部を検出しており、全長は約 2.5 ｍの長楕円形と思われる。深さは約 60cm あり、

埋土は単一層であった。

出土遺物
　出土遺物の総量は遺物コンテナ１箱で、縄文土器片、石器、円盤状土製品であったが、土

器類は総じて摩滅が進み、図化し得るものは少なかった。

円盤状土製品
　３点確認している。長径 3.5 ～ 4.2cm、短径 3.0 ～ 3.4cm のやや楕円形である。全体に摩耗し

第 39 図　長磯浜遺跡本調査遺構平面図
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ているが、１は僅かに縄文が残る。２・３は縁が研磨されている。いずれも縄文土器の胴

部を利用したものと考えられる（第 40 図－１～３）。

磨石・敲石
　４は、長径約 10cm、短径約 5.2 ～ 6.5cm の長球形の砂岩で、一部欠損している。表面は滑ら

かで全体を磨面とする磨石であるが、一部に敲打痕が残る。５は、全長約 15cm、幅約 6.4cm、

厚さ約 5.5cm の角柱状に長い砂岩の円礫で、上面の一部に敲打痕が残り敲石であろう。（第 40

図－４・５）。

３　まとめ
　今回の調査地は長磯浜遺跡の縁辺部に位置しているが、竪穴建物跡を検出したことから、集

落はかなり広い範囲に広がっていたと考えられる。これまで実施された発掘調査の成果も踏

まえながら、その様相を明らかにしていきたい。

第 40 図　長磯浜遺跡出土遺物

写真 10　長磯浜遺跡発掘現場

確認調査 1tr 遺構検出状況（南東から） 本調査遺構検出状況（南東から）
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第７章　猿喰東館跡

遺跡名：猿喰東館跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59045）

所在地：気仙沼市最知北最知地内

調査原因：個人住宅

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 30 年３月 12 日～３月 13 日・５月 31 日・

　　　　　６月６日

対象面積：781.31㎡

調査面積：205.9㎡

調査担当：鈴木實夫、石川郁、熊谷満、青木昭和

１．調査に至る経過
　猿喰東館跡は市域中央付近にあり、気仙沼湾沿

岸に面した丘陵東端部に位置する。明和９（1772）

年の『封内風土記』に「猿喰館」の名が見えるなど、古くから館跡の存在が知られていたよ

うである。近年では、平成 25（2013）年度に主郭部と考えられる地点で個人住宅建設に伴う

調査が、また平成 26（2014）年度には防災集団移転事業に伴う調査が実施されている。

　今回の調査は、震災被災者の個人住宅建設に伴う確認調査である。調査は平成 30 年３月 12

日・13 日に建物部分の確認調査を行い、その後、敷地東側への擁壁の設置や、敷地東北部の

整地による掘削といった追加工事が発生したことから、５月 31 日と６月６日にも確認調査を

実施した。なお遺構番号は調査年度ごとに付したため、同一の調査対象地であるが同じ番号

の遺構が存在する。

２．調査成果
　今回の調査地は、周知の埋蔵文化財包蔵地の南西に隣接する南側丘陵斜面にあり、平成 29

年度の調査では建物基礎に沿って３か所にトレンチ（2017-1Tr ～ 3Tr) を、平成 30 年度の調

査でも３か所にトレンチ（2018-1Tr ～ 3Tr) を設定した（第 42 図）。

　2017-1Tr は調査対象地の東に設定した北西から南東方向に長さ約８ｍ、幅約２ｍのトレン

チで、ピットを確認した中央部を北東方向に約４ｍ× 1.5 ｍ拡張している。遺構はピット５基

（Ｐ１～５）を検出した。いずれも直径 30cm 前後を測り、柱痕が残る。深さはＰ５が最も浅く、

南西に行くほど深くなっているが、斜面が平坦に造成されたためと考えられる。

　2017-2Tr は、調査対象地の中央北よりに、北西から南東方向にＬ字型に設定したトレンチで、

北端でＳＤ１、中央でＳＤ２、東端でＳＤ３の計３条の溝状遺構とピット１基（Ｐ６）を検

第 41 図　猿喰東館跡位置図
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第 42 図　猿喰東館跡確認調査トレンチ配置図

出した。

　ＳＤ１は北壁の断面で堆積状況を確認したが、２層に分けられるものの、流路状の堆積で

はなく、また片側の肩部はトレンチ外にあり、溝であるかどうかは不明瞭である。ＳＤ３は

Ｌ字の短辺を横断する形で約 1.4 ｍの長さを検出した。埋土は黒褐色と黄褐色のいずれも粘
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質シルトが交互に堆積していた。2017-3Tr はピット 1基（Ｐ７）のみ検出している（第 43 図）。

　平成 30 年度の確認調査は、Ｌ字擁壁の設置と一部表土のすき取りが必要となったことから

追加実施したもので、遺構検出面は擁壁下に保護されることから、遺構の位置を記録するに

留めた。

　2017-1Tr 西側に隣接する 2018-1Tr では、溝状遺構１条（ＳＤ１）、ピット８基（Ｐ１～８）

を検出した。検出したピットのうち、Ｐ２とＰ３は 2017-1Tr のＰ１・２・４の延長線上にあり、

その位置関係から柵列であった可能性がある。2018-2Tr、2018-3Tr では、遺構は確認できなかっ

た。いずれの調査も遺物は出土しなかった。

３　まとめ
　猿喰東館跡の調査は、これまで数次にわたり実施され、主体部や堀跡や帯曲輪の肩部をは

じめ、多くのピットや溝状遺構が検出されている。

　今回の調査では柵列や溝状遺構を検出するなど、2014 年度の調査成果と比較的似た状況が

第 43 図　猿喰東館跡確認調査 2017- １トレンチ・2 トレンチ遺構断面図
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2017-1tr 全景（北西から） 2018-1 ｔｒ遺構検出状況（北西から）

写真 11　猿喰東館跡発掘現場

確認できたが、過去の調査も含めて出土遺物は非常に少なく、遺構の時期や性格を判断する

根拠に乏しい。近く報告書の刊行が予定されている主体部の調査成果も踏まえて、今後の検

討課題としたい。
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第８章　谷地館跡

遺跡名：谷地館跡（宮城県遺跡地名表登載番号 59067）

所在地：気仙沼市常楽地内

調査原因：個人住宅（２件）

調査主体：気仙沼市教育委員会

調査期間：平成 30（2018）年 5月 23 日～ 5月 30 日

対象面積：計 459.63㎡

調査面積：計 23.51㎡

調査担当：石川郁、熊谷満、青木昭和

１．調査に至る経過
　調査地は、気仙沼市街を西から東に流れる大川

と神山川にはさまれた丘陵上、現在の宮城県気仙沼高等学校の東に位置する。

　谷地館跡は長崎城三代城主熊谷直正が長崎邑西岡に砦を築き、２番目の弟直弘を館主とし

たとされている（気仙沼市 1988）が、遺跡周辺は宅地化が進み、これまで本格的な発掘調査

も実施されていなかったため、その実態は明らかでない。

　平成 29（2017）年度に実施した宅地造成に伴う確認調査で溝状遺構が検出されており、こ

れが城館に関連する可能性がある唯一の成果とされている（気仙沼市教委 2019）。

　今回の調査は宅地造成後の個人住宅建設工事（３区画分）に伴い実施したもので、先に検

出されている遺構の再確認もその目的としている。なお、一連の調査で復興事業以外の緊急

調査（国庫補助対象事業）の対象となる区画の発掘調査も実施している。

２．調査成果
　住宅建設を予定する３区画において区画ごとにⅠ次からⅢ次に分けて発掘調査を実施した。

そのうちⅡ次・Ⅲ次調査が復興事業の対象（震災被災者の個人住宅建設）である（第 45 図）。

　Ⅱ次調査は区画のほぼ中央に約３ｍ四方のトレンチを設定した。平成 29 年度の確認調査で

溝状遺構を検出しているが、その延長上に位置する。

　トレンチ内は全体的に攪乱を受けており、平面上は遺構の輪郭が確認できなかったが、掘

り下げ後の断面観察で地山面から約 20㎝下がる落ち込みを検出している。平成 29 年度調査の

溝状遺構の延長上にあたるが、これより北側には確認できなかったことから、削平や攪乱に

より失われたものと考えられる。

　Ⅲ次調査では約５ｍ×２ｍのトレンチを区画中央に設定した。建物の基礎深度まで掘削し

たが盛土内であり、遺構・遺物は確認できなかった。

第 44 図　谷地館跡位置図
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Ⅰ次Ⅲ次

Ⅱ次

第 45 図　谷地館跡確認調査トレンチ配置・断面図

　なお、Ⅱ次・Ⅲ次調査では溝状遺構の延

長線上での落ち込み以外に成果は得られな

かったが、Ⅰ次調査で、南北方向に延びる

溝を３条検出している。本書にはその詳細

を掲載していないが、別途刊行を予定して

いる報告書を参照願いたい。

写真 12　谷地館跡２次調査トレンチ全景（西から）
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