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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 人を超える尊い命と財産が犠牲とな
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、住宅再建、高台への集団
移転、各種産業施設やインフラ関係等の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。
　本市では 180 か所以上の遺跡が知られていますが、その多くは沿岸部の丘陵地帯に立
地しており、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し、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。
　本書に掲載しました陣山館跡は、気仙沼の内湾地区と鹿折地区を見渡せる景観に優れ
た立地にあります。本市では、その地を活かして震災からの復興を多くの人々が祈念で
きる公園を整備するため、市民、有識者を交えた検討を進めてまいりました。本書は、
令和元年度に国の東日本大震災復興交付金事業として実施した埋蔵文化財発掘調査の成
果を綴った報告書であり、収録しました考古学的成果は、これまで知られてた館跡の様
相を補完する重要な資料となるものです。
　また、公園の整備にあたっては、地形や環境をできる限り活かすこととされ遺跡の大
半が保全されることになっています。調査成果とともに、陣山の景観そのものが地域の
再発見につながり、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
いです。
　円滑な埋蔵文化財発掘調査にご協力をいただいた宮城県教育委員会、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自治法派遣職員の皆様並びに派遣元自治体の皆
様、さらに調査にご支援を頂いた多く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、令和元（2019）年度に気仙沼市復興祈念公園整備事業に伴い実施した陣山館跡

　（宮城県遺跡地名表登録番号 59067）の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　発掘調査は気仙沼市教育委員会が主体となって実施した。調査体制は本文に記載したと

おりである。

３　発掘作業における現地での記録図面作成および写真撮影は、それぞれの調査担当者が行っ

た。写真図版 20 ページの航空写真は、かとうまさゆき写真事務所に撮影を依頼した。

４　調査図面及び出土遺物の整理、報告書作成作業は、令和元年度に気仙沼市教育委員会が

実施した。本書掲載遺物の実測、本文の執筆、編集、製図等は、生涯学習課の青木	昭和が

行い、縄張図は同課の熊谷	満が作成し青木が一部加筆した。

５　周知の埋蔵文化財包蔵地にはアルファベットで遺跡略号が付与されており、陣山館跡は、

ＪＩＮである。出土遺物への注記は、遺跡略号、出土地点、出土年月日を記載した。

８　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。

９　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。

10　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から会員の派遣を得た。ま

た、機械掘削業務は株式会社小松工業に委託した。

11　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・順不同）

　宮城県教育庁文化財課、宮城県環境生活部自然保護課、滝口	政彦（宮城植物の会）、

　気仙沼市総務部総務課、アジア航測株式会社

凡　例

１　本書における遺構略号は、ＳＤ：溝状遺構、ＳＫ：土坑、ＳＸ：性格不明遺構、Ｐ：ピッ

トである。遺構番号は遺構の種類にかかわらずトレンチ毎に連番を付したが、調査中に遺

構でないことが判明した等の場合は欠番が生じている。

２　挿図の縮尺は図ごとに記載した。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。

４　遺物実測図において、石製品の網掛けは被熱等による変色範囲を示している。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図　気仙沼市の位置と遺跡の分布
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第１章　遺跡の位置と環境
１．地理的環境
　気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、西・北は岩手県一関市と陸前高田市に、南は宮城県本

吉郡南三陸町に接し、東には太平洋が広がっている。市域の西側内陸部には北上山地が広がり、

そこから派生する山や丘陵がいくつも海岸近くまで延びている。この山々を源流とした河川

が太平洋に注ぎ沖積地が河口付近を中心に形成されているが、市域からするとわずかである。

　太平洋に面する海岸線の多くはリアス海岸であり、入り込んだ地形は天然の良港を形成し、

世界有数の漁場である三陸沖が目前にあることから、気仙沼は日本屈指の漁業のまちとして

発達している。

　陣山館跡は、前述した北上山地から派生した山々の一つで標高 239 ｍの安波山の裾野に位

置し、気仙沼湾を眺望できる標高 60 ｍ弱の小高い丘に位置する。その頂上から北西側にかけ

ては比較的緩やかな斜面であるが、東側は急崖となっている。また、曲輪状の平場も弧を描

くように見られるが、近年まで小規模な畑として利用されていたこともあり、その由来は明

らかでない。

　地質的には石灰岩や粘板岩が混在し向斜構造をなす地層で、所々に石灰岩の露頭や陥没穴

（ドリーネ）がある。また、場所によっては石灰岩層に亀裂が入る軟弱な土壌も見られる。

２．歴史的環境
　気仙沼市内には 181 か所の埋蔵文化財包蔵地が所在しているが、その多くは海岸線に沿っ

た段丘や丘陵上に位置している（第１図）。特に縄文時代の貝塚や散布地、中世の城館が多く

見られる。

　東日本大震災以降は、高台への防災集団移転などの開発が増加し、発掘調査の機会も増え

たことから、各遺跡の様相も徐々に解明され始めた。

○	縄文時代

　市内には約 70 か所の遺跡が知られている。これまで、前浜貝塚、内の脇 1号貝塚、内の脇

２号貝塚、磯草貝塚、田柄貝塚、藤ケ浜貝塚、平館遺跡などで調査が行われている。

　また、震災後は杉ノ下貝塚、波怒棄館遺跡、台の下遺跡、嚮館跡、磯草貝塚、南最知貝塚、

高谷遺跡、裏方Ａ貝塚、古館貝塚等で、復興事業に伴う発掘調査が実施され、貝塚、竪穴建物跡、

貯蔵穴などの遺構が確認されている。

○	弥生時代

　田柄貝塚、藤ケ浜貝塚などで弥生土器が出土したことが知られているが、明確な遺構はこ

れまで確認されていない。

○	古代

　本吉町大谷に所在する三島古墳群は、現在８基の墳丘が確認されているが、かつて 21基あっ



たと伝えられている。明治末に古墳のある崖下の造成工事で勾玉、切子玉、管玉等計 50 個が

出土し、現在は東京国立博物館に保管されている。

　新月地区では八瀬川を挟んだ両側に 10 基の横穴墓群（塚沢Ａ地区横穴墓群・塚沢Ｂ地区横

穴墓群）が確認されている。昭和 50（1975）年に東側のＡ地区で７基の横穴墓の発掘調査が行

われ、人骨のほか土師器、須恵器、刀装具、鉄鏃等の副葬品が出土した。８～９世紀に造営

されたものと報告されている。

　南最知貝塚、星谷遺跡、緑館遺跡、杉の下南遺跡などでは、古墳時代や奈良時代・平安時

代の竪穴建物跡が確認されている。

○	中世

　市内には 81 か所の城館が所在しており、これまで陣山館跡、猿喰東館跡、小屋館城跡、忍

　館跡、谷地館跡等で発掘調査が行われている。

　このうち陣山館跡については、直接これを取り上げている史料は確認できないが、気仙沼

市史では、『奥州葛西記』『熊谷家記』といった史料をもとに、次のように説明している。

　天正 16（1588）年春、気仙郡（現在の陸前高田市周辺）の浜田安房守広綱が気仙沼の長崎

城を攻めた所謂「浜田の乱」において、５月に行われた合戦の攻略目標は、熊谷氏が押さえ

ている長崎城であった。その際、先鋒であった忍館城主の鹿折信濃時兼は「気仙沼口に到り、

これを視て曰く、敵は案外微勢なり」（『熊谷家記』）と見定めた。この気仙沼口が陣山であり、

一時期ここに陣を構えたと想定される。

　この浜田の乱の攻防は、３月の布陣から６月までのせいぜい３か月程度であり、その後８

月の再攻防を踏まえても、陣山が本格的な城館として機能したとは考え難い。実際、平成３

（1991）年に行われた発掘調査でも、本格的な防御機能を有する城館とは異なる様相であった。

これについては、次章以降に記載する。

　その他の発掘調査では、平成 25（2013）年に行われた猿喰東館跡の調査で、堀跡、土塁、通

路状遺構のほか平場で多くのピットが確認されている。また、三陸沿岸道路の築造に伴い宮

城県が実施した小屋館城跡の発掘調査では、丘陵尾根を分断する形の堀切が確認されており、

中世の当地の様相も徐々に明らかになっている。

○	近世以降

　平成 26（2014）年に行われた嚮館跡の発掘調査で、江戸時代初期の経塚（礫石経）が確認さ

れており、供養塔の銘文や出土した古銭（主に寛永通宝）から、1679 年前後に造立されたも

のと考えられている。

　また、平館跡・平館遺跡や波路上西遺跡などで近世以降の土坑墓、木棺墓が確認されている。
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第２章　調査に至る経緯と経過
１．平成３年の発掘調査
　発掘調査は、ホテルの新築工事に伴い平成３（1991）年に丘陵南側斜面を中心とする 5,500

㎡の範囲で行われた。調査は平場ごとに１～ 12 区の調査区を設定し実施された。第３図は令

和元（2019）年に作成した縄張図であるが、当時の調査区を囲み数字で示している。

　この調査の報告書は刊行されていないが、現地説明会資料や気仙沼市史に遺構について記載

がある。これらによると、丘頂部を囲む５か所の平場から、掘立柱建物、井戸跡、杭列、空堀、

整地面、通路状遺構、門跡が確認されたとある。なお、当時に井戸跡とされたものは、石灰

岩質の土壌にできた陥没穴（ドリーネ）であることが近年になって判明している。

　本書では遺構に関して詳細を記載しないが、確認された遺構はいずれも小規模なもので、城

館としては簡素な作り、言い換えれば急ごしらえであったと考えられる。出土遺物について

は整理途中であり、説明会資料、市史にもあまり詳しく触れられていないが、その概要につ

いては次のとおりである。

0 1,000m

(S=1/30,000)

陣山館跡陣山館跡

忍館跡忍館跡

小坂館跡小坂館跡

刈米館跡刈米館跡

西八幡前の館跡西八幡前の館跡

岩崎館跡岩崎館跡

東八幡館跡東八幡館跡

細浦城跡細浦城跡

谷地館跡谷地館跡

平館跡平館跡

八幡館跡八幡館跡
新庄館跡新庄館跡

長崎城跡長崎城跡

気仙沼古館跡気仙沼古館跡

鍋越山館跡鍋越山館跡

中館跡中館跡

月館城跡月館城跡

赤岩城跡赤岩城跡

城館跡

その他の遺跡

第２図　陣山館跡と周辺遺跡
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【陶磁器類】（第４図１・２）

　自然遺物を除く出土遺物のほとんどは陶磁器類であるが大半が細片である。その多くは近

世から現代のものと考えられ、表面採集もしくは表土からの出土である（１：瀬戸・美濃系

染付蓋・２：大堀相馬系小碗）。その他、図化し得なかったが、中世に遡る可能性のあるもの

として常滑焼の甕胴部と思われる１点がみられた。

　近隣の年配者の話によると、近年でもこの丘で花見と称して供宴が行われていたとのこと

であり、今も陶器、酒瓶等の散乱が見られる。出土した陶磁器類も、大半はそうした折に廃

棄されたものであろうか。

【銭貨】（第４図・写真図版 27 ページ：３～ 11）

　永楽通寶７枚、寛永通寶（新寛永）２枚、仙臺通寶（鉄銭）１枚のほか、近代の硬貨が出

土している。ほとんどは表採遺物もしくは表土に近い層からの出土である。

　このうち永楽通寶は南端の平場である８区に集中しており、うち３枚はピット２の埋土か

ら出土している。寛永通寶、仙臺通寶はいずれも丘頂部南下部にある平場の２区から出土し

第３図　陣山館跡縄張図と平成 3 年の調査区
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ている。

【石製品】（第４図・写真図版 27 ページ：12・13）

　石製垂飾品１点と石鍬と思われる石製品１点が３区から出土している。

【自然遺物】

　３・７・８区の計７か所で貝塚を検出している。貝類はオキシジミやアサリなどの二枚貝

を主として、少量のマガキ、アズマニシキを含む。またシカの頭蓋骨、下顎骨なども数点出

土している。全体的に風化はそれほど進んでいないものの、貝塚には自然遺物以外の遺物を

含んでいないため時期は不明である。

第４図　平成３年調査出土遺物
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２．平成 30 年・令和元年の調査に至る経緯
　平成３（1991）年の調査終了後、ホテルの新築計画は中止となり、陣山一帯は一部で小規模

な畑作が営まれていた他は自然のまま放置されていた。

　東日本大震災の後、気仙沼市では震災犠牲者に対する追悼と鎮魂の場、防災への想いを新

たにする場、そして地域の再興を実感しつつ未来永劫の安寧を祈る場として復興祈念公園を

整備することとし、平成 27（2015）年から本格的な検討が進められた。その予定地として、

市内10か所の候補地を抽出し適地選定を行い、その結果「陣山」が候補地となり、平成29（2017）

年５月に基本計画が策定された。公園内の計画は、「復興祈念公園アイデアコンペ」により選

定された素案をもとに、有識者、地域代表者ら委員 20 人で構成する「復興祈念公園施設検討

委員会」において検討が行われ、施設整備計画の策定が進められた。

　この間の経緯は以下の通りである。

　　平成 27 年９月：候補地選定のための庁内検討会設置（～平成 28 年２月）

　　平成 28 年３月：陣山が整備予定地に決定

　　平成 29 年５月：基本計画策定

　　平成 29 年 11 月：復興祈念公園施設検討委員会設置（～平成 30 年 12 月 27 日）

　　平成 30 年１月：気仙沼市復興祈念公園アイデアコンペ実施（～２月 23 日）

　基本計画の策定後、気仙沼市から平成 29 年８月 10 日付けで復興祈念公園整備計画と埋蔵

文化財のかかわりについての協議書が提出された。９月には、宮城県教育庁文化財保護課、

気仙沼市教育委員会と祈念公園整備担当の気仙沼市総務課の三者での現地視察、協議を行い、

アクセス道路や駐車場、展望広場を中心に確認調査を実施するとともに、伐木で重機等を使用

する場合は遺構に影響を及ぼさないよう文化財担当職員立ち会いのもと行うこととした。そ

の後、工期の見直しもあったが平成 30 年４月 16 日付けで埋蔵文化財発掘通知が提出された。

３．平成 30 年の調査
　立木伐採用の重機進入路を設けるため、平成 30 年９月 27 日・28 日に、１か所で試掘調査

を行った。その後、予定地内の立木伐採が行われ、作業完了後の平成 30 年 12 月 10 日から 12

月 27 日まで、平成３年の調査範囲外の遺構の分布や状況等を確認するため調査を実施した。

【調査体制】

　気仙沼市教育委員会教育部生涯学習課

　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、主幹　石川	郁　　

　庶務担当：技師　鈴木	志穂、主査　加藤	成巳（一関市派遣）

　調査補助：常世	俊市、千葉	春夫、小野寺	次徳、三浦	重雄、畠山	孝雄、高橋	博行（公

　　　　　　益社団法人気仙沼市シルバー人材センター）
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　この確認調査の結果、陣山頂上部付近に設定した１～３トレンチでは遺構は検出されず、そ

の北側の緩斜面や平場に設定したトレンチでも少数のピットを確認するにとどまった。

　西側のやや下がった位置にある曲輪状の平場に設定した５・６トレンチでは、小ピット群

や土坑が、そのさらに下に位置する 15 トレンチでは溝状遺構を確認した。

　また、平成３年調査の９区・11 区には調査当時に墓地があり未調査の部分があったため、

16 ～ 19 トレンチを設定したが、南側で崖端と思われる落ち込みと小ピット数基を確認したの

みで、その他に遺構は確認されなかった（表１）。

　調査結果を踏まえ、丘頂部に予定されているモニュメント等の構造物の設置予定地と、園

路整備等において切土を伴う工事が予定されている範囲を中心に、後日、本格的な調査を実

施することとした。

　また、公園予定地内で希少植物であるオニシバリ（宮城県準絶滅危惧種）の自生が確認さ

れたため、調査や工事はできるだけこれを保全するよう配慮することとした。

表１　確認調査トレンチ一覧

オニシバリ（学名：Daphne	pseudomezereum　別名：ナツボウズ）
ジンチョウゲ科の常緑小低木で、中国（吉林省、遼寧省）、朝鮮半島、日本（主に福島県以西の本州、四国、九州）
に分布。絶滅危惧種に指定されている府県もある。
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第５図　調査トレンチ位置図
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４．令和元年の調査
　令和元年の調査は、確認調査で遺構が検出されたトレンチの周辺及び掘削工事が予定され

る範囲で必要最小限の規模で行うこととした。調査は令和元年８月 19 日に着手し 10 月２日

に終了した。

【調査体制】

　気仙沼市教育委員会教育部生涯学習課

　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、主幹　青木	昭和（富田林市派遣）、技術主幹　須藤	好直

　庶務担当：技術主査　鈴木	志穂、主査　加藤	成巳（一関市派遣）、主幹　石川	郁

　調査補助：常世	俊市、千葉	春夫、小野寺	次徳、三浦	重雄、尾形	良信、佐藤	修一、

　　　　　　野家	章寿、渡辺	文雄、佐藤	幸悦、及川	豊三（公益社団法人気仙沼市シルバー

　　　　　　人材センター）

（１）Ａ区の調査（第６・７図・写真図版 21 ～ 24 ページ）

　Ａ区は丘頂部の南側から西側にかけて隣接する平場に設定した調査区で、３か所のトレン

チを設定した。丘頂部は立木を維持する計画であったため、トレンチ位置の設定には制約が

あったが、四
あずまや

阿の予定地周辺にＡ－１及びＡ－２トレンチを設定した。また、平場から西方

に延びる緩斜面にＡ－３トレンチを設定した。

　Ａ－１トレンチは丘頂部平場の南端に設定した南北２ｍ、東西６ｍ、面積約 11.5㎡のトレ

ンチである。平場の崖端に沿う位置で２基のピットを確認した。Ｐ１は南側壁面で検出したが、

旧表土から掘り込まれており、比較的新しい遺構と考えられる。Ｐ２は約 20cm の深さがある

が埋土はＰ１の上層とほぼ同一である。

　Ａ－２トレンチは、確認調査の２トレンチ及び３トレンチの南側に位置する南北約６ｍ、東

西約５. ５メートルのトレンチで、約 34.5㎡である。

　トレンチ東端でＳＸ０１を、南西部で小型の土坑ＳＫ０２を確認した。ＳＸ０１は緩傾斜

の地山を削り段差を設けたもので、丘頂部との間を区画する遺構と考えられる。ＳＫ０２は

径約 70cm の方形に近い形状を呈し、深さは約 20cm と浅い。遺物は検出されなかった。

　Ａ－３トレンチは、確認調査で小ピットが検出された４～６トレンチを拡張する形で設定

した南北 17 ｍ、東西約６ｍ、面積約 87.0㎡のトレンチである。

　トレンチ西方から北に向かう崖端に沿ってピットを多数検出したが、その多くは直径 10cm

前後と非常に小さいものであった。ピットの埋土を比較すると、崖端に近い西側に暗褐

（10YR3/4）色が多く、北側に褐（10YR4/6）色が多かった。前者は遺構を検出した地山面の直

上にある３層に、後者はさらのその上の２層の土質に近い。（表２）
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第６図　Ａ－１・Ａ－２トレンチ
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第７図　Ａ－３トレンチ
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表２　Ａ－３トレンチ　ピット一覧

　それぞれの層から遺物は出土していないため時期は不明だが、埋土の状況から、これらの

小ピット群は２時期に分かれる可能性を指摘しておく。
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（２）Ｂ区の調査（第９図・写真図版 24 ページ）

　Ｂ区は、溝状遺構や小ピットを検出した確認調査の 15 トレンチを拡張する形で調査区を設

定した。トレンチは北西に下る斜面に位置し、短辺約 11 ｍ、長辺約約 14 ｍ、面積 134.4㎡で、

トレンチ内で最下部から最上部まで約３ｍの標高差がある。

　検出した遺構は溝状遺構３条（ＳＤ 16 ～ 18）、ピット 14 基であった。

　ＳＤ 17 はトレンチ最南部で東西方向の肩部のみ約４ｍを確認し、肩部の中ほどでピット１

基を検出したが、溝状遺構とピットとの

前後関係は不明である。ＳＤ 18 はトレン

チのほぼ中央で東西方向に肩部のみ約８

ｍを確認した。ＳＤ 16 はＳＤ 17 とＳＤ

18 の中間で東西方向に約 11 ｍを確認し

た。

　溝状遺構の埋土は、旧表土との見分け

がつかない土質、色調であることや、旧

表土からはガラスやプラスチック片等が

出土していることから勘案すると、これ

らは城館に関係するものではなく、近年

の耕作等に伴う溝ではないだろうか。

　なお、この調査区では表土から砂岩製

石鍋の断片が出土している。表面は全体

的に滑らかで、自然の円礫を粗く面取り

したように見える。一部しか残存しない

が、口縁部は厚くやや内傾する 13mm前後

の平坦面を持つ。推定される口径は 15㎝

程度、器高は６～７cm程度と比較的小型

の碗型で、底部と口縁外周の一部に薄く

被熱痕を認める。（第８図）
第８図　Ｂ 区出土遺物
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第９図　Ｂ区トレンチ・ピット一覧
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（３）Ｃ区の調査（第 10 図・写真図版 24 ページ）

　Ｃ区は、確認調査 18・19 トレン

チの中間に設定した、東西約 6.3 ｍ、

南北最大約２ｍのトレンチで、面積

は約 10.4㎡である。平成３年調査

の 11 区内に位置するが、18 トレン

チで落ち込みと小ピットを検出した

ことから、状況の再確認のため設定

したものである。

　約 10㎝厚の表土直下が地山で、

遺構・遺物は検出されなかった。

（４）Ｄ区の調査（第 11 図・写真図版 25 ページ）

　Ｄ区は、祈念公園の園路整備のための切土工事が予定されている地点に設定したトレンチ

第 11 図　Ｄ区トレンチ

51.0m
1

232

P2P3 a

第 10 図　C 区トレンチ
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第 12 図　Ｅ区トレンチ

で、長辺約６ｍ、短辺約 5.5 ｍ、面積は約 31.4㎡、平成３年調査の３区の東辺に並行する。

　遺構は地山面で検出した。トレンチほぼ中央のＰ２は約 80cm ×約 65㎝の方形である。明

確な柱痕は見られなかったが、３区で検出した柱列のほぼ延長上に位置し、トレンチ北辺で

確認したＰ４と併せて３間×１間の掘立柱建物が想定できる（第５図参照）。遺物は出土しな

かった。

（５）Ｅ区の調査（第 12 図・写真図版 25 ページ）

　立木伐採前の試掘調査において、平成３年調査の北端にトレンチを設定したが、その際に

北方に下がる落ち込みを検出した。そのため試掘調査トレンチと確認調査の 11 トレンチに挟

まれた傾斜地をＥ区とし、南北・東西長がともに約４ｍ、面積約 16.3㎡の方形トレンチを設

定した。

　トレンチ内の層序は、最上部から現表土、旧表土、褐色粘質シルト層の順で堆積しており、

旧表土には現代の塵芥が混入する。最下層は耕作土と思われる。

　トレンチの南側の平場とは１ｍ近い高低差があり、試掘調査で確認した落ち込みはこの段

差であろう。
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５．まとめ
　平成 30 年、令和元年の２年間に実施した一連の調査では、平成３年に行われた大規模な調

査で確認された以上の新しい知見は得ることができなかった。しかし、わずかではあるが、陣

山館跡の性格を知る端緒となる成果は得られた。以前の調査でも確認されていたように、平

場の端部に小ピットが列をなしていることが、今回の調査でも確認できた。これらの平場が

曲輪を意識したものであれば、その防御装置の一つであったと考えられる。

　ピットのほとんどは遺物を伴わないが、平成３年調査の８区ピット２で永楽通寶が出土し

ている。永楽通寶は室町時代後半から江戸時代初頭まで広く流通していることが知られてお

り、少なくとも中世から近世の一時期にこの小ピット群の一部は存在していたと考えられる。

　今回の調査で確認したピットの場合、その直径は 10㎝前後と非常に小規模なものであり、

また等間隔に並ぶものではなかった。平成３年の調査で検出された小ピット群は、市史等の

既報告で杭列とされているが、板塀のようなものではなく、逆茂木のような簡易な防御装置

であった可能性も考えられる。中世城郭としては、空堀や土塁、切通など大規模な土木工事

を伴うものが思い浮かぶが、一時的に設けられた城の場合、まずは柵や杭など簡易な工作物

での防御が講じられたのであろう。

　なお、平成３年の調査では、複数時期に重複する建物の存在が指摘されている。その根拠

や具体的な建物のプランは明らかにされていないが、短期間しか存在しなかった城館（市史

によれば数か月）だとすれば、指摘のような重複は考えにくいことから、館跡の実態につい

ては総合的な解釈が必要である。

　今回の発掘調査は、復興祈念公園の整備を調査原因とするものであった。公園の整備は大

規模な造成工事を避け、現在の自然地形を生かして令和２年度に完成する予定である。これ

は陣山館跡が、おおむね現状保存されることを意味する。

　東日本大震災の後、私たちは復興と引き換えに多くの埋蔵文化財を失ってきた。そのこと

自体はやむを得ないことであるが、遺跡の多くは「記録保存」という形でその存在を残すの

みである。

　そのような中、陣山の地理的特徴や歴史的な存在意義を含めて、復興祈念公園という形で

後世に伝えていく判断をされた関係者には、文化財関係者として大いに感謝したい。

引用・参考文献
気仙沼市（1988）：『気仙沼市史Ⅱ　先史・古代・中世編』

気仙沼市（1998）：『気仙沼市史　補遺編』

気仙沼市教育委員会（1991）：『陣山館跡発掘調査現地説明会資料』

紫桃正隆（1973）：『史料仙台領内古城・館　第二巻』宝文堂出版販売

東山ケイビングクラブ・気仙沼市教育委員会（1995）：『気仙沼市の洞穴』
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写真図版



陣山館跡遠景（北西：安波山中腹から）

陣山館跡航空写真（北東上空から）
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Ａ－１トレンチ全景（東から）

Ａ－２トレンチＳＸ０１（南から）

Ａ－２トレンチ全景（東から）
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Ａ－２トレンチＳＫ０１（北から）

Ａ－３トレンチ北半部（北から）

Ａ－３トレンチ全景（南から）
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Ａ - ３トレンチ南半部（北から）

Ａ－３トレンチＳＫ２６（東から）

Ａ－３トレンチＳＫ２５（北から）
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Ａ－３トレンチＳＫ３７（北西から）

Ｂトレンチ全景（南西から）

Ｃトレンチ全景（西から）
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Ｄトレンチ全景（南西から）

ＤトレンチＰ２（右）・Ｐ３（北東から）

Ｅトレンチ全景（北東から）
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平成３年調査　５・９区溝状遺構
（南から）

平成３年調査　９区土塁跡断面
（東から）

平成３年調査　７・８区杭列
( 南東から）
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平成３年調査出土遺物
（3 ～ 11：S= 約 2/3、12・13：S= 約 1/3）令和元年調査出土遺物（S= 約 1/3）

陣山館跡遠景（平成３年撮影）
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調査風景（令和元年９月５日撮影）
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