
犬 塚 遺 跡山元町 発掘調査現地説明会資料

日　時　平成 27 年 7月 25 日（土）10：30 ～　　　主　催　山元町教育委員会

―土砂採取事業に伴う発掘調査－
いぬ　 　づか　　  い　　　せき

   調査要項

　今回の調査は、土砂採取事業 （民間開発事業）

に伴う発掘調査です。 現在、 山元町では復興

整備に向けて町内各地で工事が進められており、

その基盤となる土砂採取工事が増加しています。

それに伴い、 埋蔵文化財の発掘調査件数も増加

し、 今回の調査もその１つになります。

　犬塚遺跡は JR 常磐線移設工事に伴う事前の分

布調査で新たに発見された遺跡です。 この工事

に先立ち、 平成 25 ～ 26 年に宮城県教育委員

会により発掘調査が行われました。 調査の結果、

７世紀末～８世紀初頭頃 （約 1,300 年前） の製

鉄炉跡や木炭窯、 竪穴住居跡などが発見されま

した。

　今回の調査地は、 JR 常磐線移設工事地と同じ

丘陵の東側に位置し、 発掘調査前の分布調査

によって、遺構が広がっていることが分かりました。

そのため文化財保護法に基づき、 平成 27 年 1

月から発掘調査を行っています。

　現在は、福岡県内職員の応援を得て調査を行っ

ており、 １日も早い調査の完了を目指しています。
第 1図  犬塚遺跡の位置および周辺の主な遺跡

１．はじめに

遺跡名　  ： 犬塚遺跡 （宮城県遺跡登録番号 14110）

所在地　  ： 亘理郡山元町坂元字犬塚ほか

調査原因 ： 土砂採取事業

調査主体 ： 山元町教育委員会

調査協力 ： 宮城県教育委員会 ・ ㈱日建

担当者　  ： 城門義廣 ( 福岡県 ) 熊代昌之 ( 福岡県久留米市 )

  　 木下晴一（香川県）中村昇平 ( 福岡県春日市 )　

　　　　　　 　小南裕一 ( 福岡県北九州市 )

  　 佐藤則之 ( 宮城県 ) ・ 丹野修太

調査期間 ： 試掘調査 平成 26 年 8 月 25 日

　　　　　　　　  ～平成 27 年 3 月 27 日

　  本発掘調査 平成 27 年 1 月 6 日～

調査面積 ： 約 17,000 ㎡

写真 1　犬塚遺跡遠景 （南から）

※写真左側が （新） JR 常磐線、 右側が今回調査地点
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   ２．発見された遺構
今回の調査では、飛鳥時代から奈良時代にかけての竪穴住居跡 17軒、製鉄炉 3 基、木炭窯 5基、焼成土坑 24基などが発見されました。

第２図　犬塚遺跡遺構平面図（1/800）

写真２　木炭窯３の様子（東から撮影）

写真５　製鉄炉２鉄滓の山の様子（南から撮影）
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【木炭窯】（写真２）

　木炭を作った地下式の登り窯です。海風を利

用したためか、東側の急斜面に作られています。

炭が大量に広がっている焚口の下 50cm でさら

に焼けた窯の壁面が見つかったことから、天井

が落ちて壊れた後に、再度壊れていない上部分

を利用して炭を焼いていたことがわかります。

ﾋﾞｯｸﾘ(; ゜_゜)

【焼成土坑】（写真３・４）

　木炭を焼いた小規模な穴です。土の中に炭や焼土が入って、壁が焼けており、中には、

炭がそのままの形で出ているものもあります。調査区内で散在しており、いろんな場所で

火を焚いていたことがわかります。

【製鉄炉】（写真５）

　原料の砂鉄から鉄を精製する施設です。調査途中のため詳しい構造は不明ですが、バス

タブのような形をした長方形箱型炉と考えられます。製鉄炉の下側では製鉄の際に出るゴ

ミである鉄滓の山が見つかっており、大量の鉄を生産していたことがわかります。このよ

うな鉄滓の山は遺跡の有無を確かめるために事前に行う踏査で見つかることもあり、製鉄

関連遺跡では鉄滓を探して山を歩くこともあります。

写真６　丘陵頂部から見た太平洋（西から撮影）

【眺望】（写真６）

　現在、土取り事業のために丘陵上の木

が伐採されており、特に海側の眺望が開

けています。1,300 年前にも丘陵上の木

を切って炭にし、鉄を生産しており、周

辺の山を含めほとんどの木が伐採され、

はげ山になっていたと考えられます。行

う工事の内容は土取りと鉄生産で異なり

ますが、1,300 年の時を経て、当時の眺

望がよみがえりました。＼(^o^) ／

製鉄炉イメージ図
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写真３　焼成土坑（土坑 22）の断面（西から撮影） 写真４　焼成土坑（土坑 18）完掘状況（西から撮影）
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　今回の調査では、 犬塚遺跡が立地する丘陵全体に製鉄関連遺構が分布していることが分かりまし

た。 これらの製鉄関連遺構は福島県浜通り地方を中心に見つかっており、 山元町内では犬塚遺跡

の他に 「新中永窪遺跡」、 「合戦原遺跡」、 「上宮前北遺跡」 などでも発見されています。 遺跡の時

期は７世紀後半頃から出現し、 ９世紀代には内陸部へ移動して行く様子がみられ、 福島県浜通りの

製鉄遺跡との共通性が見られます。

　また、犬塚遺跡の北西側の丘陵には、古代の官衙関連遺跡である 「熊の作遺跡」 が位置しており、

建物群が７世紀後半頃から出現してくることから、周辺の製鉄関連を掌握していた官衙 （当時の役所）

である可能性が指摘されています。 そのため犬塚遺跡とも関連が深いものと考えられます。 　

   ３．まとめ

関 連 年 表 

 年代 日本・世界の出来事 山元町の主な遺跡 

旧石器時代    
縄

文

時

代 

草創期 16000 年前 ・土器・弓矢の使用が始まる  
早期 12000 年前  北経塚遺跡（小平） 
前期 7000 年前 ・気候が温暖化、海水面が上昇する 
中期 5500 年前 ・三内丸山遺跡で大集落が営まれる 西石山原遺跡（高瀬） 
後期 4500 年前 ・黄河文明・エジプト文明・インダス文明 谷原遺跡（山寺） 

中島貝塚（鷲足） 晩期 3300 年前 ・東日本で亀ヶ岡文化が栄える 

弥生時代 2500 年前 ・日本に稲作が伝わる 
・邪馬台国の卑弥呼が魏に使いを送る（239 年） 

中筋遺跡（鷲足） 
上台遺跡（真庭） 

古

墳

時

代 

前期 1700 年前 ・近畿地方に前方後円墳がつくられはじめる 石垣・的場遺跡（山寺） 
中期 1600 年前  合戦原遺跡（合戦原） 
後期 1500 年前 ・仏教が伝わる（538 年） 狐塚遺跡（町） 

井戸沢横穴墓群（下郷） 終末期 
(飛鳥時代) 

1400 年前 ・大化の改新（645 年） 

古

代 
奈良時代 1300 年前 ・平城京 遷都（710 年） 

・多賀城がつくられる（724 年） 
 

谷原・涌沢遺跡（山寺） 
新中永窪遺跡（中浜） 
内手遺跡（浅生原） 

平安時代 1200 年前 ・平安京 遷都（794 年） 
・陸奥国大地震（869 年） 

中

世 
鎌倉時代 800 年前 ・源頼朝が鎌倉幕府を開く（1185 年） 谷原遺跡（山寺） 

涌沢遺跡（山寺） 
日向遺跡（山寺） 
愛宕山館跡（下郷） 
山下館跡（山下） 

室町時代 600 年前 ・足利尊氏が室町幕府を開く（1336 年） 
・応仁の乱（1467 年） 

戦国時代 500 年前 ・織田信長入京（1568 年） 
・豊臣秀吉全国統一（1590 年） 

近

世 
江戸時代 400 年前 ・徳川家康、江戸幕府を開く（1603 年） 蓑首城跡（下郷） 

涌沢遺跡（山寺） 
 第３図　福島県浜通り地区の主要な製鉄遺跡

犬塚遺跡（中浜）
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　これらの遺跡で生産された鉄は、 対

蝦夷用として多賀城に運ばれ、 使われ

ていたと考えられており、 坂元地区およ

び県内の古代史を考えるうえで、 重要

な発見と言えます。

写真７　竪穴住居跡５の様子（南から撮影） 写真８　竪穴住居跡 13 カマドの様子（南から撮影）
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【竪穴住居跡】（工事が始まっており、見ることができませんm(_ _)m）（写真７・８）

　地面を掘りくぼめ、上部に屋根をかけて家としていたものです。見つかったものはどれも南側の斜面を削っ

て作られており、カマドが北側に作られています。住居の壁部分の床面には溝が掘り込まれており、斜面を流

れてきた水が中に入り込まないようにする工夫がなされていました。カマドの内部や煙突部分から土器が見つ

かり、7世紀末～ 8世紀初頭 (1,300 年前ごろ ) の家と考えられます。製鉄の工人たちが住んでいたのでしょう。

　もともとは、
僕みたいな形
だったんだ。上
に乗ってた土器
が落ちている
よ。
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