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規模は長軸0.85m、短軸0.65m、深さは0.09mと浅い。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面はほぼ平坦である。

堆積土は２層に分かれる。遺物は出土していない。

306号土坑

　Y40、X48グリッドで検出し、ＳＢ９礎石跡55より新しく、北側、西側、南側を撹乱で壊されているため形状は不

明である。残存規模は長軸1.30m、短軸0.81m、深さは0.11mと浅い。壁面は底面近くが垂直気味で、底面は平坦である。

堆積土はブロック土の単一層である。遺物は出土していない。

307号土坑

　Y38、X47グリッドで検出し、他の遺構との重複関係は無く、北側を撹乱で壊されている。形状は隅丸長方形で、

規模は長軸0.72m、短軸0.50m、深さは0.12mと浅く、主軸方向はＮ－69°－Ｗである。壁面は緩やかに立ち上がる

とみられ、底面は平坦である。堆積土は径５cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は出土していない。

308号土坑

　Y41・42、X47グリッドで検出し、ＳＢ９礎石跡19、ＳＫ309より新しく、西側と北側を撹乱で壊され形状は不明

である。残存規模は長軸2.05m、短軸は1.70m、深さ0.22mである。残存する壁面は比較的急角度で立ち上がり、底

面には凹凸がある。堆積土は瓦や径20cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は丸瓦、平瓦、熨斗瓦、丸瓦か輪違

い、須恵器、鉄釘が出土しており、平瓦の出土点数が多い。

309号土坑

　Y41・42、X47グリッドで検出し、ＳＫ308、Ｐ７より古く、西側を撹乱で壊され、わずかな残存のため形状は不

明である。残存規模は長軸0.90m、短軸0.24m、深さは0.05mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面

は平坦である。堆積土は径10cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は平瓦、鉄製品が出土している。

310号土坑

　Y41、X48グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、西側は撹乱で壊されている。形状は不整形で、残

存規模は長軸1.20m、短軸0.79m、深さは0.12mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面には凹凸がある。

堆積土はⅢ層類似層の単一層である。遺物は出土していない。

312号土坑

　Y42・43、X46グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はない。形状は楕円形で、規模は長軸1.08m、短軸0.64m、

深さは0.08mと浅く、主軸方向はＮ－18°－Ｅである。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面には凹凸がある。

堆積土は単一層である。遺物は出土していない。

313号土坑

　Y40・41、X46グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はなく、南側を撹乱に壊され形状は不明であるが、円形

か楕円形とみられる。残存規模は長軸0.95m、短軸0.41m、深さ0.20mである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は

狭く中央部分が深くなっている。また底面中央に円礫が集中しみられた。堆積土は２層に分かれ、２層はグライ化

している。遺物は出土していない。

314号土坑

　Y44、X41グリッドで検出し、ＳＤ69より新しく、ＳＤ74より古く、北側は調査区外のため形状は不明である。残

存規模は長軸1.33m、短軸0.78m、深さ0.22mである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は狭いが平坦である。堆積

土は単一層で、上部に大型の角礫や円礫を含んでいる。角礫は隣接するＳＤ69の側石であった可能性もある。遺物

は出土していない。

316号土坑

　Y48、X44グリッドで検出し、ＳＢ12礎石跡４、ＳＤ68より新しい。形状は不整楕円形で、規模は長軸1.31m、短
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軸0.93m、深さは0.06mと浅く、主軸方向はＮ－33°－Ｅである。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は

平坦である。堆積土は単一層であり、堆積土中の円礫はＳＤ68底面の石敷の礫であったと考えられる。遺物は陶器

（Ｉ122）が出土している。

317号土坑

　Y45、X44グリッドで検出し、ＳＤ70より新しく、ＳＫ332より古く、東側を壊され形状は不明である。残存規模

は長軸0.54m、短軸0.28m、深さは0.09mと浅く、主軸方向はＮ－12°－Ｗである。残存が悪く壁面の立ち上がりは

不明で、底面には凹凸があり南側が深くなっている。堆積土はブロック土の単一層である。遺物は出土していない。

318号土坑

　Y44・45、X43グリッドで検出し、ＳＤ70より新しく、北側と南側を撹乱に壊されている。形状は不整形とみられ、

残存規模は長軸0.86m、短軸0.62m、深さは0.07mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明であるが、底面はほ

ぼ平坦である。堆積土はⅢ層類似層の単一層である。遺物は出土していない。

319号土坑

　Y48、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側を撹乱に壊され形状は不明である。残存規模

は長軸0.60m、短軸0.35m、深さは0.06mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。堆積

土はⅢ層類似層の単一層である。遺物は平瓦、熨斗瓦が出土している。

320号土坑

　Y42、X48グリッドで検出し、ＳＤ76より新しく、東側を撹乱に壊され形状は不明である。残存規模は長軸0.92m、

短軸0.48m、深さ0.14mである。壁面は緩やかに立ち上がるとみられ、底面には凹凸がある。堆積土は２層に分かれ、

１層が２層を切る形で、何かしらの重複か構造があるものとみられる。遺物は出土していない。

322号土坑

　Y44、X42・43グリッドで検出し、ＳＤ70より新しく、西側を撹乱に壊されている。形状は不整形で、残存規模は

長軸1.17m、短軸1.16m、深さ0.07mである。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面はほぼ平坦で南西側が深

くなっている。堆積土は単一層である。遺物は出土していない。

323号土坑

　Y45、X46グリッドで検出し、ＳＢ11礎石跡11より新しい。形状は不整形で、規模は長軸0.95m、短軸0.68m、深さ0.20m

である。壁面の立ち上がりは緩やかで、底面は平坦である。堆積土は径10cm以内の円礫を含む単一層である。堆積

土中の円礫はＳＢ11礎石跡11の根固石であったと考えられる。遺物は出土していない。

324号土坑

　Y45、X46グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側を撹乱、東側を六角塔基礎に壊されている。

形状は隅丸方形で、残存規模は長軸0.96m、短軸0.76m、深さ0.16mである。壁面は比較的急角度で立ち上がり、底

面には凹凸がある。堆積土はブロック土の単一層である。遺物は出土していない。

325号土坑

　Y45、X45・46グリッドで検出し、ＳＤ66より新しく、北側を撹乱に壊され形状は不明である。残存規模は長軸0.80m、

短軸0.54m、深さ0.20mで、主軸方向はＮ－58°－Ｗである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は狭く明瞭ではない。

堆積土は径１cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は出土していない。

327号土坑　

　Y46、X46グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側を六角塔基礎に壊され形状は不明である。残

存規模は長軸0.52m、短軸0.38m、深さは0.09mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。

堆積土は径５cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は出土していない。
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328号土坑

　Y46、X46・47グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、南東側を六角塔基礎に壊されている。形状は

不整楕円形で、残存規模は長軸1.17m、短軸0.43m、深さ0.27mで、主軸方向はＮ－40°－Ｅである。壁面は比較的

急に立ち上がり、底面は北東側が低くなっている。堆積土はブロック土の単一層である。遺物は出土していない。

329号土坑

　Y45、X47グリッドで検出し、ＳＤ66より新しい。形状は円形で、規模は長軸0.62m、短軸0.54m、深さ0.15mである。

壁面は緩やかに立ち上がり、底面は壁面との境が不明瞭で中央部が深い。堆積土は径10cm以内の円礫を含む単一層

である。遺物は須恵器が出土している。

330号土坑

　Y45、X44グリッドで検出し、ＳＤ70より新しく、ＳＫ357より古く、形状は不整円形とみられる。規模は長軸0.76m、

短軸0.48m、深さは0.09mと浅く、主軸方向はＮ－25°－Ｅである。壁面は底面近くが緩やかで、壁面上半は急に立

ち上がり、底面には凹凸がある。堆積土はブロック土の単一層である。遺物は丸瓦、平瓦、熨斗瓦、輪違い、面戸

瓦、丸瓦か輪違いが出土している。

331号土坑

　Y43、X43・44グリッドで検出し、ＳＫ350、ＳＫ351、Ｐ32、ＳＤ70より新しく、南側を撹乱に壊されるが、形状

は楕円形とみられる。残存規模は長軸1.02m、短軸0.96m、深さは0.08mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、

底面は平坦である。堆積土は径10cm以内の円礫を多量に含む単一層で、瓦や礫を廃棄した土坑とみられる。遺物は

出土していない。

332号土坑

　Y45、X44グリッドで検出し、ＳＤ70、ＳＫ317より新しい。形状は不整楕円形で、規模は長軸0.76m、短軸0.36m、

深さ0.14mで、主軸方向はＮ－16°－Ｅである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は狭く窪んでいる。堆積土はⅢ

層類似層の単一層である。遺物は出土していない。

333号土坑

　Y42、X45・46グリッドで検出し、東側を撹乱で壊されている。第８次調査では確認できず、形状は不明である。

残存規模は長軸3.00m、短軸0.54m、深さ0.06mと浅く、主軸方向はＮ－16°－Ｅである。残存が悪く壁面の立ち上

がりは不明で、底面状況も不明である。堆積土はⅢ層類似層の単一層である。遺物は出土していない。

334号土坑

　Y46、X47グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北西側は六角塔基礎に壊されているため形状は不

明である。残存規模は長軸0.68m、短軸0.64m、深さ0.15mである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面には凹凸がある。

堆積土はブロック土の単一層である。遺物は出土していない。

335号土坑

　Y43、X41グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、南側と東側を撹乱に壊され形状は不明である。残

存規模は長軸0.76m、短軸0.55m、深さ0.35mで、主軸方向はＮ－23°－Ｅである。残存が悪く周囲の壁面の立ち上

がりは不明で、底面は一部がピット状に深くなっている。堆積土は３層に分かれ、１層が２、３層を切る形となる

ことから、別遺構同士の重複か、あるいは柱跡の可能性もある。遺物は平瓦、熨斗瓦、輪違い、桟瓦片、土師器が

出土している。

336号土坑

　Y45、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はない。形状は不整形で、規模は長軸0.67m、短軸0.41m、深

さは0.07mと浅い。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。堆積土はⅢ層類似の単一層である。
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遺物は出土していない。

337号土坑

　Y43、X41グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、東側は調査区外のため形状は不明である。残存規

模は長軸0.67m、短軸0.46m、深さ0.16mで、主軸方向はＮ－83°－Ｅである。残存が悪く壁面の立ち上がりは不明で、

底面は一部がピット状に深くなっている。堆積土は２層に分かれ、１層が２層を切る形となることから、別遺構同

士の重複か、あるいは柱跡の可能性もある。遺物は平瓦が出土している。

338号土坑

　Y45・46、X43グリッドで検出し、Ｐ34、ＳＤ60・70より新しく、東側を撹乱に壊され形状は乱れているが円形と

みられる。残存規模は長軸2.56m、短軸2.52m、掘り方底面までの深さ1.30mで、Ⅶ層まで掘り込んでいる。Ⅳ層上

面の若林城廃城後の土坑の中でも大型の土坑である。掘り方の断面形状は、壁面は底面近くが緩やかで、壁面上半

部は直立し、底面は中央部分が径1.15mの円形に窪んでいる。堆積土はⅢ層類似層の１、２層、瓦や礫を多量に含

む３層と、少量含む４層、黄褐色シルトやブロック土を主体とした５〜７層に分けられる。層の状況からみて５〜

７層は掘り方埋土で、１〜４層は後の人為堆積と自然流入土と考えられる。当初、遺構構築の際には、土坑中央に

桶状の容器や木枠等が埋設されていたと考えられ、後に何かしらの理由で掘り方埋土の上部を大きく掘込み、木枠

等を取り外し、おそらくは内部に土と共に礫や瓦を人為的に入れ、さらにその後に１、２層が流入したものと考え

られる。この際の礫や瓦もまた他の土坑同様に障害となったものを投げ入れた可能性が高い。

　遺物は軒丸瓦（Ｆ56・57）、丸瓦（Ｆ75〜83）、平瓦（Ｇ116〜134）、熨斗瓦（Ｈ152）・刻印熨斗瓦、輪違い（Ｈ

180・181）、面戸瓦（Ｈ191〜193）、丸瓦か輪違い、その他の瓦、土師器（Ｃ14）、須恵器、土師質土器皿（Ｘ133〜

137）、鉄釘が出土しており、中でも平瓦が多く出土している。土坑の時期は掘り方埋土中からも瓦が出土したこと

から、廃城後のものと考えられる。

339号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はない。形状は楕円形で、規模は長軸0.66m、短軸0.41m、深

さは0.12mと浅く、主軸方向はＮ－75°－Ｅである。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は東側がピッ

ト状に一段下がっている。堆積土はⅢ層類似層の単一層である。遺物は出土していない。

340号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はない。形状は不整形で、規模は長軸0.67m、短軸0.46m、深

さ0.14mで、主軸方向はＮ－13°－Ｅである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は狭いが平坦である。堆積土はⅢ

層類似層の単一層である。遺物は熨斗瓦が出土している。

341号土坑

　Y43、X40・41グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側を撹乱で壊され、北東側は調査区外のた

め形状は不明である。残存規模は長軸0.92m、短軸0.59m、深さは0.11mと浅い。残存が悪く、壁面の立ち上がりは

不明で、底面は平坦である。堆積土は径30cm以内の円礫や角礫を含む単一層である。遺物は丸瓦、平瓦、熨斗瓦、

輪違い、土師質土器皿が出土している。

342号土坑

　Y41・42、X49グリッドで検出し、Ｐ57、ＳＤ77より古く、北側を六角塔基礎や撹乱に壊され形状は不明である。

残存規模は長軸1.91m、短軸0.96m、深さ0.84mである。壁面は西側では緩やかだが、東側は急角度で立ち上がり、

底面は凹凸があり東側が深くなっている。堆積土は単一層で、木根の痕跡の可能性もある。遺物は丸瓦、平瓦、熨

斗瓦、輪違い（Ｈ182）、丸瓦か輪違い、菊丸瓦（Ｈ185）が出土しており、平瓦の出土点数が多い。
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343号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、南東側を撹乱に壊され、東側は調査区外であるが、

形状は不整形とみられる。残存規模は長軸1.46m、短軸1.40m、深さ0.28mである。残存が悪く壁面の立ち上がりは

底面近くがやや緩やかとなり、底面は北側が平坦であるが南側は一段低くなっている。堆積土は２層に分かれ、１

層は瓦を多量に含み、２層は底面近くに薄く堆積している。遺物は丸瓦（Ｆ84〜88）、平瓦（Ｇ135〜137）、熨斗瓦

（Ｈ158〜164・166〜171）・刻印熨斗瓦（Ｈ153〜157・165）、丸瓦か輪違いが出土しており、刻印熨斗瓦を含め熨斗

瓦の出土点数が多い。瓦片は大型のものが多く、まとまって出土していることから瓦を廃棄した土坑と考えられる

344号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はない。形状は不整形で、規模は長軸0.76m、短軸0.36m、深

さ0.24mで、主軸方向はＮ－11°－Ｗである。壁面は垂直に近く、堆積土は５層に分かれる。南側で２層がピット

状に掘り込まれていることから、柱跡の可能性もあるが、ピットは小さく木根の痕跡の可能性もある。遺物は出土

していない。

345号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、南東側を撹乱に壊され、形状は不整円形とみられる。

残存規模は長軸0.62m、短軸0.52m、深さは0.09mと浅い。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。

堆積土は単一層であり、中央部で瓦片と径15cm以内の円礫が出土している。遺物は平瓦、熨斗瓦・刻印熨斗瓦（Ｈ

172）、輪違い、丸瓦か輪違い、土師器、土師質土器皿、鉄釘が出土している。

346号土坑

　Y43、X44グリッドで検出し、ＳＡ３－Ｐ７より新しい。形状は円形で、規模は径0.60m、深さ0.08mと浅い。残存

が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。堆積土は径10cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は

出土していない。

347号土坑

　Y49、X43グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側を撹乱に壊され形状は不明である。残存規

模は長軸0.64m、短軸0.32m、深さ0.20mである。壁面は比較的急角度で立ち上がり、底面は西側が低くなっている。

堆積土は単一層であり、西側では径35cm以内の角礫や円礫を含んでいる。遺物は出土していない。

348号土坑

　Y43、X42グリッドで検出し、ＳＡ２より新しく、南側を撹乱に壊されている。形状は不整楕円形とみられ、残

存規模は長軸0.94m、短軸0.88m、深さ0.18mである。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は凹凸がある。

堆積土は径３cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は出土していない。

349号土坑

　Y43、X44グリッドで検出し、ＳＫ351より新しく、東側を六角塔基礎、南側を撹乱に壊されている。形状は不整

楕円形とみられ、残存規模は長軸1.18m、短軸0.32m、深さ0.25mである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は凹凸

があり全体に東側に傾いている。堆積土は径15cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は出土していない。

350号土坑

　Y43、X44グリッドで検出し、ＳＡ２、ＳＫ331、ＳＤ70、ＳＫ351より新しく、ＳＫ331より古く、南側を撹乱に

壊され形状は不明である。残存規模は長軸1.40m、短軸0.46m、深さ0.17mである。壁面は底面近くが緩やかに立ち

上がり、底面はほぼ平坦である。堆積土は径40cm以内の円礫や角礫を含む単一層である。遺物は出土していない。

351 号土坑

　Y43、X44グリッドで検出し、ＳＫ349、ＳＫ350より古く、南側を撹乱に壊されている。形状は不整楕円形とみら

２　若林城廃城後の遺構　（４）土坑
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れ、残存規模は長軸1.19m、短軸1.07m、深さ1.13mである。壁面は垂直気味に立ち上がり、一部オーバーハングし

ている箇所は後の壁面の崩落部分とみられる。底面は平坦である。堆積土はブロック土や砂質土、粘土質シルトの

５層に分かれ、堆積状況から埋め戻され、また途中で掘り直された可能性がある。遺物は出土していない。

352号土坑

　Y49、X44グリッドで検出し、他の遺構との重複関係はないが、北側と南側を撹乱に壊され形状は不明である。残

存規模は長軸0.90m、短軸0.41m、深さ0.20mである。残存が悪いが底面近くの壁面は比較的急角度で立ち上がり、

底面には凹凸がある。堆積土は２層に分かれ、１層が２層を切る形でみられる。遺物は出土していない。

353号土坑

　Y44、X41・42グリッドで検出し、ＳＤ74より古く、南側を撹乱に壊され形状は不明である。残存規模は長軸

0.87m、短軸0.60m、深さ0.13mである。壁面は緩やかに立ち上がり、底面は平坦ではなく中央部が深い。堆積土は

径５cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は平瓦、熨斗瓦、丸瓦か輪違い、土師器が出土している。

356号土坑

　Y44、X45グリッドで検出し、ＳＤ52より新しく、ＳＤ78より古く、北側を撹乱で壊され形状は不明である。残存

規模は長軸0.72m、短軸0.52m、深さ0.15mである。壁面は垂直気味に立ち上がり、底面は平坦で壁面との境は明瞭

である。堆積土は径10cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は丸瓦か輪違いが出土している。

357号土坑

　Y44・45、X44グリッドで検出し、ＳＤ70、ＳＡ２控柱跡２より新しく、ＳＫ330より古い。形状は楕円形で、規

模は長軸0.69m、短軸0.52m、深さ0.15mで、主軸方向はＮ－25°－Ｅである。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、

底面は南側が浅いピット状に低くなっている。堆積土はブロック土の単一層である。遺物は丸瓦、平瓦、丸瓦か輪

違いが出土している。

358号土坑　

　Y42、X48グリッドで検出し、ＳＤ76より古く、ＳＤ76に壊され形状は不明である。残存規模は長軸0.84m、短軸0.45m、

深さは0.04mと浅く、主軸方向はＮ－23°－Ｗである。残存が悪く、壁面の立ち上がりは不明で、底面は平坦である。

堆積土は径３cm以内の円礫を含む単一層である。遺物は平瓦、面戸瓦が出土している。

２　若林城廃城後の遺構　（４）土坑
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（５）集石遺構

　Ⅲ層上面同様、Ⅳ層上面においても２基の集石遺構を調査区北東側で検出した。集石は掘り方を伴わず、礫は

ほとんどが円礫であり、50号集石遺構の礫は51号よりも大型のものが多い。今回、Ⅳ層上面で確認した集石遺構は、

Ⅲ層土による耕作時に邪魔となった礫を集めたものと考えられるが、Ⅲ層面検出のものが耕作土上面に集められた

ものに対し、Ⅲ層下面での集石は、かつてⅢ層上面より掘り込まれた土坑等の中に人為的に入れられたものが、そ

の後の耕作により掘り込み上部が失われたが、底面の礫は散乱しなかった結果によるものと推定される。土坑等の

中に入れられた礫は、付近の若林城期の遺構に使用されていたものとみられる。

50号集石遺構

　Y43、X43グリッドで検出し、ＳＡ２より新しく、北側と南側を撹乱で壊されている。礫の範囲は長軸0.50m、短

軸0.46mの不整形で、礫は径５〜10cmの円礫が多く、積み重なる状況で、主に東側に密集している。

51号集石遺構

　Y48、X43グリッドで検出し、他遺構との重複関係はない。礫の範囲は長軸1.68m、短軸1.04mの不整形で、径20cm

以内の円礫を検出した。礫は径５cm以内の円礫が多く、ほとんどの礫は平面的に散乱している。また礫は北側に密

集しており、北西側には径10〜20cmのやや大きなものが多い。
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（６）ピット

　ピットは調査区の全域にわたり123基検出し、特にY38・39、X40・41グリッド、Y44〜46、X42〜44グリッド、

Y45・46、X46・47グリッド、Y47・48、X46・47グリッドで多い。これらをもって柱列や塀跡になるような並んだも

のなどは確認できなかった。また、ピットは若林城関係の遺構のほか、小溝群や耕作に関わるとみられる土坑等と

重複しているが、若林城関係の遺構より古いものは無く、小溝群や土坑等との関係では新旧双方が存在している。

平面形状は大半が不整楕円形や楕円形であり、規模は長軸径が0.20〜0.58mである。深さは深いもので0.52mある。

掘込みを行っていないものも多いが、大半のものの壁面は急に立ち上がり、底面は平坦であるが、断面形状に特徴

は無い。堆積土の多くはⅢ層に類似した土壌や、ブロック土が混入する単一層で、掘り方埋土や柱痕跡を伴うよう

な複雑な構造のものは認められない。しかし、中には堆積土が４層に分かれるものや、径20cm以内の円礫を多量に

含むものも確認した。この円礫は若林城期の遺構に使用されていた礫とみられ、土坑や集石遺構同様に耕作時に邪

魔になった礫を集めて廃棄したものの可能性がある。

　ピットの性格としては、若林城ならびに御薬園の施設に関わるものの可能性も否定できないが、現時点でこれら

を示す根拠は無く、ほとんどのものは畑耕作に伴う痕跡と理解できる。

　大半のピットでは出土遺物は無く、出土しても点数はわずかである。出土遺物は丸瓦、軒平瓦、平瓦（Ｇ138・

139）、熨斗瓦、桟瓦、土師質土器の皿、土師器、鉄釘である。Ｐ21・77からは瓦、土師器など複数の種類の遺物が

出土した。

２　若林城廃城後の遺構　（６）ピット
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２　若林城廃城後の遺構
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第３節　Ⅵ層上面の遺構

　Ⅵ層上面では溝跡９条、竪穴住居跡11軒、土坑16基、ピット41基を確認した。ただし若林城の造成にあたって

は、旧表土であるⅤ層とその下部のⅥ層までを削平し再び敷き均しているため、本来Ⅵ層面で確認できる遺構のう

ち、掘り込みの浅いものは残存していない可能性がある。また調査で確認した遺構はⅣ層が残存しない部分を中心

に、大規模な撹乱断面などによるものが殆どであることから、遺構の検出状況には偏りがあり、さらにこのような

場所で確認した土坑やピットは、本来Ⅳ層面より掘り込まれた近世段階の遺構も存在している可能性もある。大規

模な溝跡を除き、調査区東側でほとんどの竪穴住居跡や土坑が集中して検出されているのは、この地区が西側に比

べ微高地であったことにより、Ⅳ層の残存が極めて悪かったことが関係していると考えられる。以下では一部で掘

り込みを行ったものや断面記録をとったものを中心に記載する。

（１）溝跡

　溝跡は調査区を東西方向に横断する大規模なＳＤ58・59を含め９条を確認し、中には重複しているものがある。

これらは若林城期の溝跡とは異なり、掘り方埋土や礫などの構築材を全く用いない素掘りの溝跡で、緩曲線状とな

るＳＤ80以外は直線状に延びている。主な溝跡に関しては下記に記述したが、平面確認のみの溝跡の堆積土は全て

灰黄褐色シルトである。

58号溝跡

　調査区北側で検出した調査区を東西方向に横断する溝跡で、ＳＫ365より古く、両端は調査区外へ延びている。

形状は直線状に延び、確認長は49.7m、幅3.94〜4.54m、深さ0.90〜1.10mで、底面標高は11.05〜11.19mである。軸

方向はＮ－84°－Ｗで、若林城期の遺構とは僅かに異なっている。

　掘り込みは２区と３区の２か所で行い、撹乱中に残存した溝の堆積土を掘削した。この結果、底面標高は１区が

11.19m、２区が11.10m、３区が11.05mで、僅かであるが東側が低くなっている。断面形状は壁面が直立気味で、底

面は概ね平坦である。堆積土は大別して６層に分かれ、１〜５層には径５〜20cmのブロック土を含んでいる。３層

を除いた１〜６層には円礫を含んでおり、円礫の大きさは殆どが10㎝以内のものである。１〜４層についてはブロッ

ク土が主体であることから、溝の最終段階には人為的に埋め戻されたものとみられる。

　遺物は全く出土しておらず、時期は不明であるが、大規模な埋め戻しの状況から、若林城造営直前段階まで機能

し、造営に伴い完全に埋め戻された溝の可能性がある。

59号溝跡

　調査区南側で検出した調査区を東西方向に横断する溝跡で、ＳＤ83・84・86、ＳＫ359・363・364、Ⅵ層の重複

するピットより古く、東端は調査区外へ延びている。東端は第２次調査で確認した東西方向の溝跡と同一のもの

である。形状は全体が緩やかに蛇行し、確認長は第２次調査部分を含め61.1m、幅2.60〜3.72m、深さ0.85〜1.35mで、

底面標高10.31〜11.69mである。軸方向はＮ－82°－ＷでＳＤ58とはほぼ並行し、若林城期遺構とは異なっている。

　第８次調査区の六角塔基礎部分を１区、第９次調査区の撹乱壁面による土層断面部分を西側から２〜６区とした。

６区は第２次調査区の西端に相当する。掘り込みは１・２・４・５区の４か所で行い、撹乱中に残存した溝の堆積

土を掘削した。底面標高は１区が11.14m、２区が10.90m、４区が10.35m、５区が10.55m、６区が10.70mとなり、全

体では概ね東側に傾斜している。断面形状は壁面が急角度で立ち上がり、底面は１区の中央が深く、２区は凹凸が

あり、４〜６区は平坦と様々な形状である。

　堆積土は大別して９層に分かれ、全ての層中に径１〜10cmのブロック土を含み、２・４・９層には10㎝内の円礫

を含んでいる。また１・２層中には灰白色火山灰、２・４層には径１cm以内の炭化物・焼土が混入している。火山

（１）溝跡
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灰は915年に噴出した十和田ａであるが、残存量が少なく堆積状況も不安定であり、二次堆積の可能性がある。堆

積土にはブロック土を含むものの、薄いレンズ状になることで自然堆積とみられる。また２区では溝同士の重複が

認められ、途中で改修されたものと考えられる。６区では第２次調査の１号竪穴遺構が上層に重複しており、さら

に１〜３区では、溝の堆積過程で土坑やピット状となる他の遺構が掘り込まれていることから、溝は長い期間をか

け埋没していったと考えられる。

　遺物は土師器、須恵器（Ｅ26）が出土している。

（１）溝跡
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81号溝跡

　Y47・48、X45・46グリッドで検出した溝跡で、ＳＫ362より新しく、ＳＤ82、幾つかのピットより古く、両端は

撹乱により確認できなかった。形状は直線状に延び、確認長は5.85m、幅1.02〜1.41m、深さ0.8m以上である。軸方

向はＮ－43°－Ｗで、若林城期遺構とは全く異なっている。断面形状は壁面が急角度で立ち上がり、底面は中央部

が深い。堆積土は２層に分かれ、１・２層中には径５cm以内のブロック土を含んでいる。

　遺物は出土しておらず時期は不明である。

（１）溝跡
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86号溝跡

　Y39、X46・47グリッドで検出した溝跡で、ＳＤ59より新しく、ＳＫ359より古い。北西側はⅣ層が残存し、南側

は撹乱を受けることから続きを確認できなかった。形状は直線状で、確認長は約２mである。軸方向はＮ－35°－

Ｗであり、若林城期遺構の軸方向とは大きく異なっている。断面形状は壁面が緩やかに立ち上がり、底面は中央が

深くなっている。堆積土はブロック土の単一層で、灰白色火山灰を少量含むが、これは重複するＳＤ59の堆積土を

掘り込んだことによるものである。

　遺物は出土しておらず時期は不明である。

（２）竪穴住居跡

　竪穴住居跡は調査区東側に密集して11軒を確認した。中には住居跡同士で重複しているものもあり、時期差が認

められる。住居跡はⅣ層整地時に遺構上半部がかなり削平されたとみられ、また部分的にⅣ層により覆われている

ため、平面形状は不整形な検出状況となるものが多い。その状態から住居跡は床面が失われた掘り方下部の残存と

みられるが、一部の残存状況から本来は方形の住居跡と推定される。軸方向はＮ－６°－Ｗ〜Ｎ－25°－Ｅと統一

されたものではない。撹乱断面の観察から、堆積土中には炭化物、焼土を含むものがある。住居跡は調査区西側の
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撹乱断面では全く確認されていない。今回確認した住居跡群のまとまりは、南東側に位置する第２次調査確認分と

一連のものと推定され、さらにそれは第６次調査で確認した住居跡群とつながる可能性が高いことから、この付近

の住居跡は北西側から南東側方向にかけて、かつてこの地に存在していた微高地上に立地していた可能性が高い。

４号竪穴住居跡

　Y44・45、X43・44グリッドで検出し、Ｐ67より古い。周囲にⅣ層が残存するため、平面形状や軸方向は不明であ

る。堆積土はにぶい黄褐色シルトの単一層で、炭化物や焼土を含み、掘り方埋土とみられる。

　遺物は土師器（Ｃ10・13）が出土している。まとまって出土していることから、住居内に廃棄されたか置かれて

いたものとみられる。

12号竪穴住居跡

　Y46・47、X45・46グリッドで検出し、西側と北側は撹乱により確認できなかった。軸方向はＮ－13°－Ｅである。

壁面は急に立ち上がり、底面は平坦である。堆積土は２層に分かれ、１層は暗褐色シルトにオリーブ褐色シルトブ

ロック土や径10cm以内の円礫、炭化物を含み、２層はにぶい黄褐色シルトで径５cm以内の暗褐色シルトブロックを

含むが、双方とも掘り方埋土とみられる。

　遺物は出土していない。

（２）竪穴住居跡
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（３）土坑

　土坑は全部で16基のうち、住居跡同様主に東側で検出しており、西側での検出は少ない。平面形状は不整形の

ものがほとんどで、長軸は0.60〜5.34mと様々である。土坑集中箇所には、住居跡やピットなど他の遺構も集中し、

重複があるものが多い。また大型の土坑ではＳＫ300があり、遺構が少ない調査区西側で検出している。土坑は断

面観察ができないものが多く、平面確認にとどめたものの堆積土は全て暗褐色砂質シルトで、出土遺物は無く、性

格なども判然としない。

300号土坑

　Y37、X40グリッドで検出し、Ⅳ層が残存する地区での確認のため、正確な形状は不明である。断面中心に確認し

た規模は長軸７m以上、短軸2.27m、深さ0.46mで、長軸方向はＮ－６°－Ｅで、近接するＳＤ58とほぼ直交するこ

とでこの溝と関連した溝の可能性もある。壁面は緩やかに立ち上がり、底面はやや凹凸があり西側が深くなってい

る。堆積土は２層に分かれ、１層はオリーブ褐色シルトで径３cm以内の黄褐色ブロックを多量含み、２層は暗灰黄

色シルトで径３cm以内のにぶい黄色シルト・暗オリーブ褐色シルトブロックを含んでいる。堆積土の状況からＳＤ

58同様に埋め戻された可能性がある。

　遺物は出土していない。
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14号竪穴住居跡

　Y49、X45・46グリッドで検出し、北側と南側は撹乱に壊され、東側は調査区外に続き、西側に側辺部が残るのみ

で、平面形状は不明である。軸方向はＮ－９°－Ｅで、ＳＤ59とほぼ直交している。壁面は急に立ち上がり、底面

は平坦である。堆積土は３層に分かれ、１・２層は堆積土でにぶい黄褐色シルトブロック土や炭化物を含み、３層

はにぶい黄褐色シルトで炭化物を含んだものだが、全て掘り方埋土とみられる。

　遺物は土師器（Ｃ11・12）が出土している。
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（４）ピット

　ピットは溝跡の周辺で検出されることが多く、特にⅥ層が広く確認できたY47・48、X46グリッドで多数検出した。

平面形状は円形、楕円形、不整形、不整円形があり、長軸径は0.12〜0.54mである。他の遺構との関係性は確認できず、

またピットは掘り込まれた層が不明であることから性格は判然としないが、第８次調査のＰ70〜72・78・73は約

0.5〜1.1mの間隔でＬ字状に並び、軸方向は南北方向がＮ－14°－Ｅ、東西方向がＮ－76°－Ｗで、若林城期遺

構とほぼ同じである。また第9次調査のＰ133〜136は、軸方向がＮ－77°－Ｅで約1.2mの等間隔で並んでいるなど、

杭跡の痕跡の可能性のあるものも認められる。この場合、時期的には若林城の遺構やそれ以降の可能性もある。ピッ

ト全般の堆積土は黒褐色砂質土や灰黄褐色砂質シルトなど幾つかの種類があるが、個別に異なるのではなく、概ね

位置する場所により異なることで、掘削土の違いによる傾向がある。

　遺物はＰ77検出時に平瓦、土師器が出土しているが、撹乱からの混入と考えられる。

（３）土坑
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第４節　近代の遺構

　若林城の跡地は近世の薬草園時代を経た後、明治12年（1879）に宮城集治監が設置され、明治36年（1903）に宮

城監獄、大正11年（1922）には宮城刑務所と改称され、明治以来矯正施設として現在に至っている。今回の調査で

は集治監設置当初に建設された獄舎棟（六角塔）のほか、幾つかの建物基礎や各種施設跡を発見したが、それらの

中には現代のものも含まれており、近代遺構との区別がつかないものもあったことから、多くの掘削はバックホー

を使用して行っている。近代遺構の可能性のあるものとしては獄舎建物本体とその付属建物の基礎をはじめ、井戸

跡１基、樋跡１基、土坑１基を確認している。これらのうち付属建物については昭和20年（1945）米軍撮影航空写

真（巻頭写真図版）に見え、また井戸跡については大正期の刑務所建物配置図にその表記がある。

（１）六角塔跡

　六角塔とは刑務所内にあった獄舎棟の通称で、第５次、第７次調査に続き、その基礎部分を今回の調査区でも

広範囲に確認している。この建物は明治12年（1879）に建てられた木造の洋風建築で、フランスやベルギーの監獄

にならったものとされ、中央部の３層の看守所から２階建ての舎房が６方向へ放射状に延びる独特な形状のもので

あった。屋根はスレート一部瓦葺きである。建物を含む集治監は西南戦争の国事犯を収容するために造られたとさ

れ、初め約300名が集禁されたという。建物自体は昭和40年代の改築に際し順次取り壊され、昭和48年（1973）に

全て解体された。

　今回の調査では、中央塔基礎の全体と北側を除く５方向へ延びる舎房基礎部分を確認した。南側舎房の軸方向は

若林城の南北軸と一致しており、玄関は北西側と南西側舎房の間に位置し、正面の西側を向いている。六角塔の基

礎は第４次、第５次、第７次調査でも確認しており、第４次調査においてこの基礎に壊されている建物礎石跡（Ｓ

Ｂ１）を確認したことで、若林城に伴う建物の存在が明らかとなった経緯がある。

　調査の結果、六角塔中央部の一辺は14.7〜15.7mの六角形となり、規模は東西31m、南北方向での残存長は24.3m

である。六角形の角の各辺の長さは4.2〜5.0m程度である。舎房部分は南東側で全体を確認しており、規模は長さ

32.8m、幅10.2mで、基礎については中央部より４条１組となる溝が延び、先端は閉じている。外側と内側の基礎間

隔は約1.5mであるのに対し、内側同士の基礎間隔は約2.5mと広く、前者は収監部屋、後者は廊下部分に対応してい

る。基礎はⅡ層上面で検出でき、溝幅は狭い部分で1.0m、最大で1.7mと差があり、深さは0.3〜0.84m程度と深いが、

基礎底面では若林城建物の礎石跡も多数確認できた。断面形が方形となる基礎の中には最大で径80cmの礫が多量に

詰められており、円礫がほとんどであるが、若林城の施設に使用されていたとみられる角礫もわずかに入れられて

いる。また、調査区壁面の断面観察ではⅡ層が六角塔建物下に盛られた整地土と、その盛土が建物解体後に削平さ

れ、周囲に敷かれた部分とに分層された。前者においてはⅣ層整地土と比較し、細かなブロック土を硬く締めた後

に建物を建設していることが判明したが、Ⅱ層の掘削はバックホーによるものであったことから、盛土範囲を明ら

かにすることは難しかった。第５次調査では南西側舎房基礎の周囲において、建物建築時に足場を組んだ跡とみら

れる長方形の小ピットを多数確認したが、今回は全く確認できなかった。

（２）井戸跡

１号井戸跡

　ＳＥ１はY42、X46グリッドで検出し、南側は撹乱で壊されている。Ⅳ層確認面から1.45mの深さで井戸枠を検出

しており、井戸枠の径は70cmで、形状は円形である。堆積土は固くしまっており、井戸は後に埋め戻されたとみら

れる。井戸枠は厚さ２cm程度の木製であり、桶状のもの以外、曲物を使用した可能性もあるが、残存が不良で詳細

第５章　検出遺構と出土遺物　第４節　近代の遺構



318

は不明である。井戸枠内の堆積土を深さ1.95mまで掘削したが、安全面を考慮し掘削は途中で止め、底面は確認し

ていない。掘り方形状は円形とみられ、残存径は1.5mである。掘り方埋土はブロック土で、下部の一部に径15cm以

内の円礫が密に詰められていた。掘り方埋土には若林城期の瓦も含まれ、井戸枠内の堆積土にはガラス片や銅線が

含まれている。ＳＥ１は掘り方埋土から近代の遺物が出土しないことから、近世段階に掘られた施設が使用し続け

られた可能性も否定できないが、六角塔との位置関係からみて近代の遺構と考えられる。

　遺物は平瓦、熨斗瓦、輪違い、丸瓦片か輪違い、面戸瓦、銅製品、井戸枠の木片が出土している。

（３）樋跡

２号樋跡

　Y36、X38 グリッドで樋跡の掘り方とみられる溝状の掘り込みを検出した。東西端部は調査区外へ延びている。

掘り方は撹乱や六角塔の基礎、ＳＫ 285 により壊されている。掘り方の確認長は東西 7.8m、深さは 0.6 〜 0.7m で

あるが幅は不明である。掘り方の軸方向はＮ－ 75°－Ｗであり、若林城期の建物等の方向とは異なっている。

　掘り込みの結果、中央部撹乱の東西壁に各２か所、北壁に１か所の計５か所の断面で木樋痕跡を確認した。木樋

は木質の腐食が著しいが、断面形が方形で、内部には板材が朽ちたとみられる木片を多量に含んでいる。東西壁側

の木樋痕跡は２つとも幅、高さが 10cm の方形で、北壁側は幅 20cm、高さ 10cm の長方形とやや大きい。東西壁側

それぞれ２つの痕跡の間隔は 0.6m で同じある。これらの配置関係としては、東西各２つの木樋は繋がり、そこに

北側の木樋が接続するものとみられるが、接続部分が撹乱により壊されていることで詳細な構造は不明である。

　木樋痕跡はいずれも径 10cm 以内の円礫あるいは角礫で周囲を組んでおり、東西壁双方の北側の痕跡底面の標高

は、東壁側で 11.65m、西壁側で 11.6m であり、南側は東西壁とも 11.6m とほぼ同じである。また北壁側の底面標

高は 11.5m と、東西方向のものに比べやや低いが、それぞれの口径の違いもあり、水がどの方向に流されたかは判

断できない。これらの木樋の関係は、東西壁北側の埋設土である２層が南側の埋設土である３層を掘り込んでおり、

このことから南側の埋設後に北側を新たに埋設したと推定される。木樋痕跡の上面まで掘り込みを行ったが、木樋

痕跡は南側も北側も東西壁双方から 30cm 程度しか残存していなかった。

　遺物は軒丸瓦（Ｆ 16）、丸瓦、軒平瓦（Ｇ 14）、平瓦、刻印平瓦、熨斗瓦、輪違い（Ｈ 76）、丸瓦片か輪違い、

面戸瓦（Ｈ 98・99・100 〜 102）、陶器（Ｉ 24・25）、土師質土器の皿（Ｘ 35・36）、土師質土器の焼塩壺点（Ｘ 37

〜 41）、土師器、鉄釘が出土している。

（２）井戸跡
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第５節　出土遺物

　第８次調査と第９次調査を合わせた出土遺物は、縄文土器、土師器、須恵器、土師質土器、陶器、磁器、瓦、土

製品、埴輪、金属製品、石製品などがある。出土遺物の数量は平成21年３月の基礎整理作業終了時点で、遺物収納

用コンテナで267箱となった。遺物の総点数は接合作業後で20,803点である。遺物点数については、特に瓦は接合

後に種類を判別した後に分類を行っているため、集計は出土破片数でなく接合後点数で統一表記している。なお今

回の調査は遺構確認が主目的であることから、遺構の掘削については、遺構保存を前提とした部分調査に止めたた

め、出土数量が必ずしもその遺構等が包含する遺物数量を示すものでは無い。

　以下では若林城期の遺物を中心に、瓦、陶磁器、土師質土器、中世以前の土器、土製品・その他、金属製品、石

製品等を種別ごとに概観する。

（１）瓦

　瓦の出土総点数は15,531点で、遺物全体の74.7％を占めている。瓦はその特徴から若林城期のものと、それ以外

の時期のものに明確に分類できる。若林城期の瓦は本瓦葺のもので、種類は軒丸瓦・丸瓦の丸瓦系、軒平瓦・平

瓦の平瓦系、伏間瓦・熨斗瓦・輪違い・菊丸瓦・面戸瓦の棟瓦類、鬼瓦などの飾瓦類がある。その他の瓦には刑務

所をはじめこれまでの矯正施設建物に使用された近現代の桟瓦葺のものがあり、種類は軒桟瓦・桟瓦・鬼瓦がある。

さらに古代の瓦が僅かではあるが出土している。

［若林城期の瓦］

　軒丸瓦は115点出土しており、このうち瓦当文様が明確に判別できるものや、丸瓦部の残存が良好のものを中心

に図化した。瓦当文様には三巴文と珠文三巴文がある。巴文は全て左巻きで、巴周辺に配置される珠文の数は17個

と21個がある。丸瓦部の基部は玉縁が有るものと、玉縁が無く端部が丸くすぼまっているものがある。また丸瓦部

に対して瓦当面が鋭角に取り着くものが１点あるが、これは鳥伏間瓦の可能性がある。出土した軒丸瓦は大半が瓦

当面部分のみの破片であり、丸瓦部全体を含む形状が確認できるものは少ない。これは瓦当面がみられないものを

全て丸瓦として分類したことが一因するとみられる。

　丸瓦は1,430点出土しており、このうち残存が良好で、長さまたは幅が計測可能なものを中心に図化した。出土

したものはほとんど玉縁を有し、玉縁が無いもののうち１点は頭部が欠損しており、軒丸瓦の可能性もある。丸瓦

には凸面に刻印が認められるものが２点ある。他に破片のため一部の形状が類似する輪違いとの区別が難しいもの

については、「丸瓦か輪違い」として1,235点を計量している。

　軒平瓦は63点出土しており、軒丸瓦に比べ数が少ない。このうち瓦当文様が明確に判別できるものや、平瓦部が

残存するものを中心に図化した。瓦当文様は中心飾りが三葉文、桔梗文、菊花文で、全ての左右には唐草文が配さ

れている。唐草文は中心飾りにより意匠に明確な違いがある。また軒平瓦のうち14点は瓦当面下部の顎部分が三角

状に角をもったいわゆる滴水瓦で、この瓦当文様には中心が花菱文で、左右に子葉と唐草文が配されるものと、中

心が剣花菱文で、左右に唐草文が無く、周縁帯の下部に双葉文を表した文様が組まれるものがある。

　平瓦は9,330点出土しており、種類別では最も数量が多い。このうち長さまたは幅が計測可能なものを中心に図

化した。平瓦は瓦の出土点数の約60％を占めるが、これは１個体あたりの法量が大きく、かつ破損しやすいことに

加え、一部に判別が難しい熨斗瓦が含まれていることが原因と考えられる。平瓦には僅かではあるが凹面側端に水

返しが付くものや隅切瓦も含まれている。また小口には棒状工具による刻印が認められるものが多数ある。

　伏間瓦は１点出土し、これを図化した。垂れ部分の破片とみられるが、箱熨斗瓦などの可能性もある。

　熨斗瓦は1,915点出土しており、このうち長さおよび幅が計測できるものや、製作技法や調整等に特徴があるも

のを中心に図化した。ただし熨斗瓦の特徴である分割線や滑り止めの溝が認められない破片については、平瓦に分
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類している可能性がある。熨斗瓦は基本的に平瓦を分割し製作したものであるが、焼成前に中央に切れ込みを入れ、

焼成後に分割したものと、焼成前に分割し整形したものの２種類があり、前者の片側面には分割線が残存するのが

特徴であり、また熨斗瓦の特徴である凹面に切られた滑り止め用の溝には幾つかの種類がある。平瓦同様に小口に

は棒状工具による刻印が認められるものがある。

　輪違いは935点出土しており、このうち長さおよび幅が計測できるものを中心に図化した。ＳＸ９やＳＸ11など、

通常の溝跡以外の遺構からまとまって出土する傾向がある。幅は丸瓦とほぼ同様であるが、長さは半分程度であり、

同様に丸瓦の形状に類似する面戸瓦に比べ、大きさや形状、調整などにおいての規格性が高い。

　菊丸瓦は７点出土しており、このうち瓦当文様が明確に判別できるものか、胴部が良好に残存するものを図化し

た。全て破片であり、瓦当文様は周縁帯をもたない十弁の菊花文と推定される。

　面戸瓦は165点出土しており、このうち長さまたは幅が計測できるものを中心に図化した。形状は全て丸瓦を短

く輪切りにしたもので、側面と凹面に広く面取りを施しているが、その大きさや形状は様々であり、規格性に乏し

い。面戸瓦の隅を切ったものもあり、平瓦や丸瓦の隅切瓦と比べ出土比率が高い。

　鬼瓦は16点出土しており、小破片の１点を除き全て図化した。ほとんどが側面部分の破片であり、これにより全

体形状や中央の文様等が判明したものは少ないが、一部に無文の海津型鬼瓦と推定できるものがある。

　その他種類不明の瓦としては15点出土しているが、ほとんどは図化が困難な小破片である。これらは鬼瓦など飾

り瓦の一部の可能性があるものや、本瓦か桟瓦か区別できないものもあり、時期も特定できない。

［その他の瓦］

　古代の瓦は平瓦が１点出土しており、これを図化した。焼成は良好で凸面と凹面に布目が認められる。

　近現代の瓦として桟瓦がある。取り上げは残存が良好なものや文様が明瞭に判別できるものを中心にサンプル的

に行っている。桟瓦類は若林城期の本瓦と比較すると、燻しが良好に施され、焼成もやや硬質である。軒桟瓦は瓦

当面の残存がよい５点を図化した。瓦当文様は小巴に珠文三巴文と江戸式唐草文の垂れを組み合わせたものと、小

巴が無文のものがある。巴文は左巻きで、珠文数は８個である。桟瓦は撹乱などから多量出土している。鬼瓦は２

点を図化した。このうち１点は中央に「監」と表した文字瓦で、矯正施設関係の建物に葺かれたものと推定される

が、時期は特定できない。
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（２）陶器

　陶器の総点数は接合後で158点であるが、確認した遺構数に対し出土遺物数は極めて少ないといえる。また近現

代のものを除くとほとんどが小破片である。図化は口縁部や底部などの形状が判別可能なもの、近代以降の主要な

ものについて行った。近世に属するものが123点で全体の77.8％を占め最も多く、その他には近世以前のものが７点、

近現代のものが27点、時期不明のものが１点出土している。出土場所では撹乱から49点、Ⅲ層から65点出土しており、

遺構ではＳＤ42から12点、ＳＸ11から５点と他の遺構に比較して多く出土している。ＳＸ11は縄文時代から近世後

期まで幅広い出土がみられるが、ＳＤ42、ＳＤ44、１号樋跡では若林城が機能していた近世初期かそれに近い時期

に限定される。産地別にみると、若林城期に該当するものは瀬戸美濃、肥前（唐津）、丹波、岸窯系、越前の製品

があり、その他の時代のものとして18世紀以降の小野相馬、大堀相馬、堤、中世の常滑や在地のものがある。器種

別にみると、碗、皿、鉢は瀬戸美濃の志野・織部と肥前（唐津）を主体とし、擂鉢は瀬戸美濃、丹波、岸窯系のも

のが主体となり、若林城期の産地・器種組成の中心となっている。また瓶類、壷、甕などにおいては越前、小野相

馬、大堀相馬、堤、常滑、在地のものがある。

（３）磁器

　磁器の総点数は接合後で59点であり、陶器同様に出土数は少なく、近現代以外のものは極めて残存の悪い小破片

である。図化は口縁部や底部などの形状が判別可能なものや、文様が認められるものについて行った。近世に属す

るものが46点で全体の78.0％と陶器とほぼ同様の割合を占めている。その他には近現代のものが９点、時期不明の

ものが４点出土した。出土場所では撹乱から11点、Ⅲ層から39点出土しており、遺構出土のものは溝跡などから僅

かにあるに過ぎない。産地別では最も多い中国が25点、次いで肥前が22点あり、その他で産地が判明するものとし

ては、瀬戸や岐阜（美濃）の近現代の国産磁器が数点出土している。中国のものは全て若林城期に該当するもので

ある。肥前は若林城期以外にも近世中期以降のものも出土している。磁器は青花や染付が施されるものが多く、他

には肥前と中国両方の青磁、白磁がある。器種は碗、皿、小坏、鉢、香炉、瓶類などがある。

（４）瓦質土器

　瓦質土器は３点出土しており、全て図化した。内２点は近世と見られるが、１点は近世か近代か限定できないも

のである。器種は火鉢と植木鉢で、産地は在地の可能性がある。

（５）土師質土器

　土師質土器の接合後の総点数は3,534点である。器種には皿、焼塩壷があり、皿が3,352点、焼塩壷が182点と皿

が圧倒的に多い。皿が最も多く出土したのは廃棄土坑と考えられるＳＫ255とＳＫ297である。皿には口縁部や見込

みに煤の付着が認められるものが幾つかあり、灯明皿として使用したものも一定数ある。ＳＫ232ではこのような

皿４枚を伏せ重ねて埋設した状況がみられ、残存の良好な資料は特定の遺構からまとまって出土することで、各

遺構の性格をうかがうことができる。焼塩壷はＳＢ１に隣接する溝のＳＤ42などから多く出土している。土師質土

器は口縁部や底部が残存し、かつ径が推定できるものを中心に図化しており、土師器との判別が難しいもののうち、

ロクロを使用し、黒色処理を施されていないものについては土師質土器としている。皿の成形はロクロを使用し、

大きさは口径が15cm前後のものが最も多い。焼塩壷もまたロクロ成形され、全体形状のわかるものは少ないが、体

部下側の径が最大となり、大半の体部下端には横位または斜位のヘラケズリによる面取りが顕著である。皿に比べ

焼塩壷の胎土は緻密で、個体差はあまりみられず、その性格上、二次被熱により表面が赤色化しているものが多い。

（６）中世以前の土器

　中世以前の土器では縄文土器、土師器、須恵器が出土している。今回の調査では若林城造営時の整地層であるⅣ

層より下層にある遺構については、原則として検出と一部の掘削に止めているため、中世以前の遺物は遺構検出時

の削り込み等に伴い、僅かに出土しているに過ぎない。
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　縄文土器とみられるものは３点出土しており、全て図化した。体部の破片には縄文が施されており、そのうち１

点の内外面に丁寧なミガキ、底部にナデがされており、弥生時代中期まで下るものの可能性がある。

　土師器は調査区全体のⅢ層から出土しているが、Ⅵ層上面で検出されるＳＩ４、ＳＩ14やその周辺から比較的残

存の良好な資料が出土している。そのうちの口縁部や底部が残るものを中心に18点図化した。時期は大別して７〜

８世紀のものと９世紀以降のものがある。７〜８世紀のものは非ロクロ成形によるもので、坏、高坏、壷、甕があ

り、坏、高坏と一部の壷と思われるものの内面に黒色処理が施されている。また甕底部には木葉痕が残る。９世紀

以降のものはロクロ成形のもので、坏、甕がある。坏はＳＩ14から内面に黒色処理を施したものが２点重ねた状態

で出土している。甕は口縁部に最大径を持つもので、口縁は屈曲せずほぼ直立している。

　須恵器は50点出土しており、ほとんどが小破片である。Ⅲ層からの出土が大半であり、他には近世の遺構から13

点出土しているが、全て混入品である。器種は坏、甕、壺、瓶類があり、口縁部や底部、調整痕が明瞭な甕体部な

どを中心に12点図化した。甕は外面に平行タタキや格子タタキ、内面に同心円オサエ痕が残るか、それをナデ消し

ているものがほとんどである。内面に格子状のオサエ痕が残るものも１点出土している。

（７）土製品・その他

　土製品には土人形１点と取瓶か坩堝とみられるもの１点があり、その他の遺物として埴輪が１点出土しており、

全て図化した。

　土人形はⅢ層から出土しており、犬が尾を巻いて立った様子を表現している。取瓶か坩堝とみられるものはＳ

Ｄ44から出土した。破片であるが、口縁部から底部まで残存しており全体形状が推定でき、器高は浅いものであ

る。内面および口縁部は全体が溶解しており、内面には径0.1〜0.5㎜程度の金の粒子が目視で９か所に付着してい

る。ＳＤ44の堆積土下部からの出土であることから、近世のものとみられ、若林城に伴うものの可能性もある。

　埴輪はⅢ層から出土しており、タガが確認できる胴部片であるが、形状は円筒型か朝顔型か判別できない。タガ

の断面形は台形であるが、摩滅のため調整は不明である。

（８）金属製品

　金属製品は鉄製品が最も多く697点あり、その他には銅製品が９点、その他の金属製品が５点出土している。出

土傾向としては鉄釘を中心に基本層に比べ遺構出土の割合が高い。

　鉄製品では釘が最も多く637点あり、出土遺構ではＳＤ44から102点、ＳＤ42から84点、ＳＫ302から58点、１号

樋跡から40点、桶状遺構から34点となり、木製の樋や板材など埋設した遺構内からの出土数が多い。その他の鉄製

品は60点あり、火箸、鎹などが出土している。銅製品は矢立の蓋１点、銭６点、不明２点が出土している。その他

の金属製品としては、小柄の鞘と刀身１点、煙管２点、鉄砲玉１点、一分判金１点が出土している。

（９）石製品

　石製品は砥石が２点、硯が54点出土しており、これらは全て撹乱またはⅢ層中からの出土である。

　砥石は全て図化し、硯は形状等の異なる４点を図化した。砥石は共に断面が方形で、端部片側のみの残存である

が、本来は長方体基調の砥石と推定される。石材は砂岩で、全面が使用され強い磨耗のため中央部がくびれている。

　硯は全て長方硯で、材質は黒色硬質粘板岩（雄勝石）である。表面は全面に研磨加工が施されているが、使用さ

れた形跡はなく、製作途中で廃棄された未製品と考えられる。硯面陸部に「（名？）取郡」と描いた浅い線刻がみ

られるものがある。同一規格品とみられるものが数点出土している。
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図版番号 登録番号 種　類 器　種 分類 遺構･層位
法　量(㎝)　※残存値

重量 備　　　　考 写真図版
長さ 幅 厚さ 頭部径

1 N545 鉄製品 釘 3 SD61 3.8 0.5 0.4 0.8 1.6 178-54
2 N544 鉄製品 釘 3 SD61 3.0 0.5 0.5 0.6 1.0 178-55
3 N445 鉄製品 釘 3 小溝群9-1 2.0 0.3 0.2 ― 0.3 178-56
4 N543 鉄製品 釘 3 SD61 1.7 0.4 0.3 0.6 0.4 178-57
5 N421 鉄製品 釘 ― 小溝群8-6 8.5 1.1 0.9 ― 17.8 179-1
6 N219 鉄製品 釘 ― SD42-9層 8.5 0.6 0.5 1.5 7.3 木片付着 179-2
7 N530 鉄製品 釘 ― Ⅲ層 8.3 0.9 0.7 1.5 15.4 木片付着 179-3
8 N532 鉄製品 釘 ― Ⅲ層 7.3 1.0 0.9 1.4 9.5 179-4
9 N314 鉄製品 釘 ― 1号樋跡-4層 6.9 1.0 0.7 1.4 10.9 木片付着 179-5
10 N66 鉄製品 釘 ― SD42-1層 6.2 0.8 0.7 ― 12.8 179-6
11 N126 鉄製品 釘 ― SD42-11層 5.9 0.6 0.6 1.2 4.8 179-7
12 N318 鉄製品 釘 ― 1号樋跡-22層 5.6 0.9 0.9 1.6 9.9 木片付着 179-8
13 N90 鉄製品 釘 ― SD42-1層 5.5 0.8 0.5 1.1 5.2 179-9
14 N145 鉄製品 釘 ― SD44 5.2 0.8 0.8 1.3 6.4 179-10
15 N429 鉄製品 釘 ― 小溝群8-9 4.8 0.8 0.7 1.0 4.3 179-11
16 N138 鉄製品 釘 ― SD42-16層 4.8 0.9 0.9 1.9 9.2 179-12
17 N651 鉄製品 釘 ― SK302 4.8 0.6 0.6 0.6 4.3 木片付着 179-13
18 N649 鉄製品 釘 ― SK302 4.6 0.6 0.3 1.0 3.3 179-14
19 N78 鉄製品 釘 ― SD42-1層 4.4 0.7 0.6 ― 3.7 179-15
20 N189 鉄製品 釘 ― SD44-9層 4.3 0.7 0.6 ― 5.5 179-16
21 N69 鉄製品 釘 ― SD42-1層 4.2 0.8 0.5 1.2 5.6 179-17
22 N232 鉄製品 釘 ― SD44-8層 4.0 0.6 0.6 0.9 3.2 179-18
23 N122 鉄製品 釘 ― SD42-12層 3.6 0.5 0.3 ― 2.5 179-19

第254図　出土遺物　鉄製品（３）
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（10）加工痕跡のある石材

　ここで石材としたものは、主に第８次調査において、近代の整地土であるⅡ層や撹乱中を中心に出土したもので、

若林城期溝跡の側石やＳＸ11の石組みなどに組まれた角礫と同じ石質のものである。このようなものは六角塔の基

礎中にも円礫に混じって利用されているが、おそらくは後世に転用されたものと考えられ、角礫は当初、若林城の

施設構築に利用する目的で採掘・搬入されたものとみられる。石材は表面が橙色に風化した自然面が残存するもの

で、仙台城の各期石垣にも利用されている玄武岩や玄武岩質安山岩（通称　三滝安山岩）である。法量や加工痕を

確認し記録した石材は大小数十点に上るが、ノミによる加工面や矢穴などの加工痕跡が残る石材は11石ある。

　石材は全て不定型な形状であることから、便宜的に安定した状態で置き、計測した結果、長さ50〜155cm、幅36

〜118cm、高さ33〜79cmの大きさがあり、加工状態や割れにより形状は様々である。矢穴痕が残る石材は５石あり、

矢穴列は１列から多いもので３列残存し、それぞれが１〜２個の矢穴が穿たれている。矢穴の残存法量は、間口幅

８〜11.5cm、間口厚さ1.6〜3.5cm、底部幅３〜８cm、底部厚さ0.5〜２cm、深さ３〜10cmあり、断面形状は逆台形で、

矢穴芯々の間隔は14.5〜19cmである。矢穴は性格上、２つに分割されることから、本来の厚さは不明である。

　仙台城各期石垣の石材の表面や側面には多数の刻印の他、朱書きや墨書等が認められるが、この石材にそのよう

な印的なものは全く認められない。唯一特徴的なのは、ノミにより平坦に加工した精緻な面を有する石材であり、

この石材は表面の殆どの自然面を残しているが、一面のみを平坦に加工している。仙台城Ⅱ期石垣の築石はⅢ期石

垣石材とは異なり、正面をげんのうによる粗割りやノミにより全面を加工することは無く、こぶをとるための一部

の加工に止めているものである。しかしこの石材は形状や規模からみても石垣や石組みに使用されたものとは考え

難く、ノミ加工面は明らかに面全体を平坦にする意図がうかがわれることから、おそらくは建物の礎石として加工

されたものと考えられる。矢穴はこのようなノミ加工面にも穿たれていることから、当初この石材を加工し用いた

時期と、矢穴により石材を分割した時期には違いがあり、後に別目的で再利用されたものと推定される。また一部

の石材にはげんのうによる剥離が認められるものもあるが、これについては矢穴による分割以前のものか、或いは

再利用時の整形作業によるものかは判断できない。

　仙台城本丸跡のⅢ期石垣は1668年（寛文８年）の地震でⅡ期石垣が崩壊した後に構築された切石による整層積み

によるもので、築石はほぼ全面に整形加工を受けた角錐状を呈する。Ⅲ期石垣の修復工事に伴う石材調査による

と、計測可能であった7,917個を対象とした矢穴の間口幅は3.3〜17.8㎝とかなりの差がある中、6.0〜6.9㎝のもの

が最も多く、１寸５分から３寸のものが全体の97％を占めるとされている。これに対し、若林城の石材に残された

間口幅は8.5〜11.5㎝の概ね３寸程度となり、Ⅲ期石垣のものと比較して全体に大きい傾向がある。逆台形の穴を

穿つ矢穴は近世を通し、近代までの長い期間使用されたとするが、一般には間口幅は小さくなり、矢自体も当初は

木製であったものが鉄製に変化していくとされている。また徳川大阪城東六甲採石場における割石の研究によると、

近世初期における矢穴の一般的な大きさは、矢穴口長辺（間口幅）８〜12cm、矢穴口短辺＜分割前＞（間口厚さ）

5cm前後、深さは６〜10cmとされ、これが近世中頃以降から現代になると、長辺６cm未満、短辺（分割前）４〜５

cm、深さは６cm未満が一般的となるとされている。

　以上のことから、若林城における矢穴を残す石材は、若林城の建物基礎をはじめ庭石の一部などとして城内に置

かれていたものが、建物の移築時に城外に持ち出されず、廃城後に何かしら別の用途に再利用するために小さく分

割されたものと推定され、その時期は矢穴幅からみて廃城時かそれをあまり下らない時期の可能性が高い。また刑

務所敷地内にはかなり風化が進んでいるが、同様の石質とみられ、一部にノミ加工を施した石材が転石として数個

確認できる。これらもまた現在にいたるまで庭石等として地上に残された若林城にかかわるものの可能性がある。
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第６章　自然科学分析

第１節　土壌分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　株式会社 古環境研究所

　仙台市若林城第８次・第９次調査では礎石建物跡をはじめ、溝跡、塀跡、池跡（ＳＸ８）、池状遺構（ＳＸ11）

敷石遺構（ＳＸ９）や若林城以前の溝跡などが検出された。そこで、これらの遺構や基本土層から採取された試料

について、遺構の性格や周囲の植生・環境を把握する目的で花粉分析と植物珪酸体分析を行った。また、ＳＤ59の

２区の１層で採取された試料についてテフラ分析を行った。次表に各分析の試料一覧を示す。

１　花粉分析

（１）はじめに

　花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査に

おいては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉などの植物遺体は、水成堆

積物では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

（２）方法

　花粉の分離抽出は、中村（1967）の方法をもとに、以下の手順で行った。

１）試料から１㎤を秤量

２）0.5％リン酸三ナトリウム（12水）溶液を加えて15分間湯煎

３）水洗処理の後、0.5mmの篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去
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４）25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置

５）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマン氏液を加え１

分間湯煎）を施す

６）再び氷酢酸を加えて水洗処理

７）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作成

８）検鏡・計数

　検鏡は、生物顕微鏡によって300〜1000倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラ

スとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の

階級で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。イネ属については、中村（1974，

1977）を参考にして、現生標本の表面模様、大きさ、孔、表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や

類似種もあることからイネ属型とした。

（３）結果

［分類群］

　出現した分類群は、樹木花粉14、樹木花粉と草本花粉を含むもの３、草本花粉９、シダ植物胞子２形態の計28で

ある。分析結果を第16表に示し、花粉数が100個以上計数された試料については花粉総数を基数とする花粉ダイヤ

グラムを示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記載する。

樹木花粉

　モミ属、ツガ属、マツ属複維管束亜属、スギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、ヤナギ属、クルミ属、ハンノ

キ属、カバノキ属、クマシデ属－アサダ、クリ、シイ属、ブナ属、コナラ属コナラ亜属

樹木花粉と草本花粉を含むもの

　クワ科－イラクサ科、マメ科、ウコギ科

草本花粉

　ガマ属－ミクリ属、イネ科、イネ属型、カヤツリグサ科、アカザ科－ヒユ科、アブラナ科、タンポポ亜科、キク

亜科、ヨモギ属

シダ植物胞子

　単条溝胞子、三条溝胞子

［花粉群集の特徴］

ＳＸ９

　Ⅲa層（試料番号No.1989）では、樹木花粉のマツ属複維管束亜属、スギ、ハンノキ属、コナラ属コナラ亜属、草

本花粉のガマ属－ミクリ属、イネ科が検出されたが、いずれも少量である。堆積土（試料番号No.1990）では、樹

木花粉のスギ、コナラ属コナラ亜属、草本花粉のカヤツリグサ科が検出されたが、いずれも少量である。Ⅳb層（試

料番号No.1991）では花粉が検出されなかった。

調査区西壁

　Ⅲ層（試料番号No.1997）では、樹木花粉のマツ属複維管束亜属、草本花粉のアブラナ科が検出されたが、いず

れも少量である。Ⅳb層（試料番号No.1998）では花粉が検出されなかった。

ＳＸ８

　１層（試料番号No.2012）では、花粉密度が低く、樹木花粉の割合が74％を占める。樹木花粉ではスギ、マツ属

複維管束亜属が優占し、コナラ属コナラ亜属などが伴われる。草本花粉ではイネ科、ヨモギ属、カヤツリグサ科、
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アカザ科－ヒユ科などが認められた。

調査区東壁

　Ⅲa層（試料番号No.2016）では、樹木花粉のマツ属複維管束亜属、スギ、クマシデ属－アサダ、シイ属、樹

木・草本花粉のウコギ科、草本花粉のイネ科、ヨモギ属が検出されたが、いずれも少量である。Ⅳb層（試料番号

No.2017）、Ⅵ層（試料番号No.2018）では花粉が検出されなかった。

ＳＸ11

　７層（試料番号No.1035）では、花粉密度が低く、樹木花粉の割合が53％、シダ植物胞子が37％である。樹木花

粉ではスギが優占し、マツ属複維管束亜属、クリなどが伴われる。草本花粉ではヨモギ属、イネ科、カヤツリグサ

科、アブラナ科などが認められた。

　８層（試料番号No.1036）では樹木花粉のスギ、クリ、草本花粉のカヤツリグサ科、タンポポ亜科が検出された
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が、いずれも少量である。また、９層（試料番号No.1037）では樹木花粉のマツ属複維管束亜属、イチイ科－イヌ

ガヤ科－ヒノキ科、樹木・草本花粉のマメ科、草本花粉のイネ属型、アカザ科－ヒユ科、11層（試料番号No.1039）

では樹木花粉のマツ属複維管束亜属が検出されたが、いずれも少量である。10層（試料番号No.1038）では花粉が

検出されなかった。

ＳＤ58

　４b層（試料番号No.1080）、４c層（試料番号No.1081）、５d層（試料番号No.1082）、６c層（試料番号No.1083）では、

花粉が検出されなかった。

ＳＤ59　２区

　３層（試料番号No.1089）、2d層（試料番号No.1092）では、花粉が検出されなかった。

ＳＤ59　５区

　21層（試料番号No.1101）では樹木花粉のコナラ属コナラ亜属、草本花粉のヨモギ属、５f層（試料番号No.1111）

では樹木花粉のツガ属が検出されたが、いずれも少量である。４f層（試料番号No.1107）、８g層（試料番号

No.1114）、９b層（試料番号No.1116）では、花粉が検出されなかった。

調査区南壁

　Ⅲa層（試料番号No.1127）では樹木花粉のスギ、コナラ属アカガシ亜属が検出されたが、いずれも少量である。

Ⅳc層（試料番号No.1128）、Ⅵc層（試料番号No.1135）では、花粉が検出されなかった。

（４）花粉分析から推定される植生と環境

　花粉分析の結果、全体的に花粉密度が低く、Ⅵ層やＳＤ58の３区などでは花粉がほとんど検出されなかった。花

粉が検出されない原因としては、乾燥もしくは乾湿を繰り返す堆積環境下で花粉などの有機質遺体が分解されたこ

とや、土層の堆積速度が速かったことなどが考えられる。

　花粉が比較的多く検出されたＳＸ８の１層およびＳＸ11の７層の結果によると、各層位の堆積当時は、周辺にス

ギ、マツ属複維管束亜属（アカマツなど）が多く分布し、コナラ属コナラ亜属、クリ、ハンノキ属などの樹木も生

育していたと考えられる。また、草本類ではイネ科、ヨモギ属、カヤツリグサ科、アカザ科－ヒユ科、アブラナ科、

シダ植物などが生育していたと推定される。

　ＳＸ11の９層（試料番号No.1037）では、少量ながらイネ属型が認められることから、周辺で稲作が行われてい

た可能性が示唆される。

 また花粉分析においては薬草に関わるものは特定できなかった。

文献
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２　植物珪酸体（プラント・オパール）分析

（１）はじめに

　植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO2）が蓄積したもので、植物が枯れたあともガラス質の微化石（プラント・

オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出して

同定・定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用さ

れている（杉山，2000）。また、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である（藤原・杉山，

1984）。

（２）分析法

　植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法（藤原，1976）を用いて、次の手順で行った。

１）試料を105℃で24時間乾燥（絶乾）

２）試料約１gに対し直径約40μmのガラスビーズを約0.02g添加（0.1mgの精度で秤量）

３）電気炉灰化法（550℃・６時間）による脱有機物処理

４）超音波水中照射（300W・42KHz・10分間）による分散

５）沈底法による20μm以下の微粒子除去

６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成

７）検鏡・計数

　同定は、400倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計

数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精査に相当する。試料１g

あたりのガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料１g中の植物珪酸

体個数を求めた。

　また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重（1.0と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体１個

あたりの植物体乾重、単位：10−５g）をかけて、単位面積で層厚１cmあたりの植物体生産量を算出した。これにより、

各植物の繁茂状況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる（杉山，2000）。

（３）分析結果

［分類群］

　検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第17表

および第263図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

イネ科

　イネ、ムギ類（穎の表皮細胞）、ヨシ属、シバ属、キビ族型、ススキ属型（おもにススキ属）、ウシクサ族Ａ（チ

ガヤ属など）

イネ科－タケ亜科

　メダケ節型（メダケ属メダケ節・リュウキュウチク節、ヤダケ属）、ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チ

マキザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

イネ科－その他

　表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、未分類等

樹木

　その他

第６章　自然科学分析　第１節　土壌分析
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［植物珪酸体の検出状況］

ＳＸ９

　Ⅲa層（試料番号No.1989）、堆積土（試料番号No.1990）、Ⅳb層（試料番号No.1991）について分析を行った。その結果、

すべての試料からイネが検出された。このうち、堆積土（試料番号No.1990）では密度が3,000個/gと比較的高い値

であり、稲作跡の検証や探査を行う場合の判断基準としている3,000個/gと同等である。また、その他の試料では

2,000個/g前後と比較的低い値である。Ⅳ層（試料番号No.1991）ではムギ類（穎の表皮細胞）が検出された。密度

は600個/gと低い値であるが、穎（籾殻）が栽培地に残される確率は低いことから、少量が検出された場合でもか

なり過大に評価する必要がある。

　その他の分類群では、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、ネザサ節型、チマキザサ節型、ミヤコザサ節型、および樹木（そ

の他）などが検出されたが、いずれも比較的少量である。樹木は一般に植物珪酸体の生産量が低いことから、少量

が検出された場合でもかなり過大に評価する必要がある（杉山，1999）。なお、すべての樹種で植物珪酸体が形成

されるわけではなく、落葉樹では形成されないものも多い（近藤・佐瀬，1986）。

調査区西壁

　Ⅲa層（試料番号No.1997）とⅣb層（試料番号No.1998）について分析を行った。その結果、両試料からイネが検

出された。密度は2,800個/gおよび2,100個/gと比較的低い値である。その他の分類群では、シバ属型、キビ族型、

ウシクサ族Ａ、メダケ節型、ネザサ節型、チマキザサ節型、ミヤコザサ節型などが検出されたが、いずれも比較的

少量である。

ＳＸ８

　１層（試料番号No.2012）について分析を行った。その結果、イネが4,900個/gと比較的高い密度で検出された。

その他の分類群では、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、メダケ節型、ネザサ節型、チマキザサ節型、ミヤコザサ節型、

および樹木（その他）などが検出されたが、いずれも比較的少量である。

調査区東壁

　Ⅲa層（試料番号No.2016）、Ⅳb層（試料番号No.2017）、Ⅵ層（試料番号No.2018）について分析を行った。その

結果、Ⅲa層（試料番号No.2016）と４b層（試料番号No.2017）からイネが検出されたが、密度は2,100個/gおよび

2,900個/gと比較的低い値である。その他の分類群では、Ⅲa層（試料番号No.2016）とⅣb層（試料番号No.2017）

ではススキ属型、ウシクサ族Ａ、ネザサ節型、チマキザサ節型、ミヤコザサ節型などが検出され、Ⅳb層（試料番

号No.2017）ではヨシ属も認められたが、いずれも比較的少量である。Ⅵ層（試料番号No.2018）ではメダケ節型、

ネザサ節型、ミヤコザサ節型などが検出されたが、いずれも比較的少量である。

ＳＸ11

　７層（試料番号No.1035）、８層（試料番号No.1036）、９層（試料番号No.1037）、10層（試料番号No.1038）、11層

（試料番号No.1039）について分析を行った。その結果、10層（試料番号No.1038）を除く各試料からイネが検出さ

れた。密度は700〜2,100個/gと比較的低い値である。その他の分類群では、ミヤコザサ節型が比較的多く、ウシク

サ族Ａ、ネザサ節型、チマキザサ節型なども検出された。また、９層より上位では樹木（その他）、11層（試料番

号No.1039）ではヨシ属も認められた。

調査区南壁

　Ⅲa層（試料番号No.1127）、Ⅳc層（試料番号No.1128）、Ⅵc層（試料番号No.1135）について分析を行った。その

結果、Ⅲa層（試料番号No.1127）とⅣc層（試料番号No.1128）からイネが検出された。密度は1,400個/gと比較的

低い値である。その他の分類群では、ミヤコザサ節型が比較的多く、ネザサ節型、チマキザサ節型なども検出され

た。Ⅵc層（試料番号No.1135）では、ヨシ属、ネザサ節型、ミヤコザサ節型などが検出されたが、いずれも比較的
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少量である。

（４）植物珪酸体分析から推定される植生と環境

　植物珪酸体分析の結果、Ⅵ層を除くほとんどの試料からイネが検出された。このうち、ＳＸ９の堆積土やＳＸ８

の１層では、イネの密度が比較的高い値である。また、ＳＸ９のⅣb層ではムギ類（穎の表皮細胞）も認められた。

これらのことから、各層位の堆積当時には周辺でイネやムギ類の栽培が行われていた可能性が考えられるが、遺構

構築や整地の際に周辺の耕作地の土壌が利用されたことや、遺構周辺で利用されていた稲藁などに由来する可能性

も考えられる。稲藁の利用としては、屋根材や壁材、敷物、履物、俵、縄など多様な用途が想定される。

  各層位の堆積当時は、メダケ属（おもにネザサ節）やササ属（おもにミヤコザサ節）などの竹笹類をはじめ、ス

スキ属やチガヤ属、キビ族なども生育する比較的乾燥した環境であったと考えられ、周辺には何らかの樹木が分布

していたと推定される。なお、湿地的なところに生育するヨシ属などがほとんど認められないことから、池状遺構

などの遺構内は常時滞水するような状況ではなかった可能性も考えられる。

文献

３　テフラ分析

（１）はじめに

　東北地方仙台市域とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された地層や土壌の中には、蔵王、安達、肘折、

鳴子、十和田など東北地方の火山のほか、洞爺、浅間、御岳、大山、三瓶、阿蘇、姶良、鬼界など遠方の火山に

由来するテフラ（火山砕屑物、いわゆる火山灰）が数多く認められる（町田・新井，2003など）。テフラの中には、

噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらとの層位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や

遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっている。ここでは、ＳＤ59の２区の１層（試料番号No.1084）

から採取された試料について火山ガラス比分析と火山ガラスの屈折率測定を行い、指標テフラの検出同定を試みた。

（２）火山ガラス比分析

［分析試料と分析方法］

　試料に含まれる特徴的な火山ガラスの量比傾向をみるために火山ガラス比分析を行った。分析の手順は次のとお

りである。

１）風乾試料８gを秤量。

２）超音波洗浄により泥分を除去。
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藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究（１）－数種イネ科植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と

自然科学，９，p.15-29．

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究（５）－プラント・オパール分析による水田址の探査

－．考古学と自然科学，17，p.73-85．
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３）80℃で恒温乾燥。

４）実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や色調などを概査（テフラ検出分析）。

５）分析篩をもちいて、1/4（２φ）〜1/8mm（３φ）と1/8（３φ）〜1/16mm（４φ）の粒子を篩別。

６）偏光顕微鏡下で1/4（２φ）〜1/8mm（３φ）の250粒子を観察し、火山ガラスの色調形態別比率を求める。

［分析結果］

　テフラ検出分析の結果を第18表に示す。ＳＤ59の２区の１層（試料番号No.1084）には、比較的粗粒の軽石やス

コリアは含まれていないが、火山ガラスの量は比較的多く、軽石型、分厚い中間型、平板状のバブル型が認められ

る。火山ガラスの色調では、透明のものが多く、淡褐色や褐色を呈するものも含まれている。

　火山ガラス比分析の結果をダイヤグラムにして第265図に、その内訳を第19表に示す。試料に含まれる火山ガラ

スの比率は15.6％であり、繊維束状に発泡した軽石型（7.6％）、スポンジ状に発泡した軽石型および分厚い中間型

（各2.8％）、透明のバブル型（2.0％）、淡褐色のバブル型（0.4％）が認められる。

（３）屈折率測定

［測定試料と測定方法］

　試料に含まれる1/8（３φ）〜1/16mm（４φ）の火山ガラスについて、温度変化型屈折率測定装置（京都フィッショ

ン・トラック社製RIMS2000）により屈折率（ｎ）の測定を行った。

［測定結果］

　屈折率測定の結果を第20表に示す。火山ガラス（30粒子）の屈折率（ｎ）は1.497－1.506である。
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（４）考察

　ＳＤ59の２区の１層（試料番号No.1084）に含まれる火山ガラスの屈折率（ｎ）は1.497－1.506であり、915年に

十和田火山から噴出した十和田ａテフラ（To−a，大池，1972，町田ほか，1981，町田・新井，2003など）について、

給源域である青森地域で記載された屈折率（ｎ）の1.496－1.508（町田・新井，2003）とほぼ一致する。なお、To

−aに含まれる火山ガラスは地点によって水和の進行の程度が異なり、細粒の火山ガラスが降灰した遠隔地では屈折

率の値は一般的に高くなっており（故新井房夫群馬大学名誉教授談）、仙台地域における屈折率の値は1.503－1.507

と記載されている（町田・新井，2003）。

  試料に含まれる火山ガラスの形態や色調をみると、To−aによく見られるスポンジ状や繊維束状の軽石型ガラスは

多いものの、バブル型ガラスの比率がやや高く、有色のものも認められる。また、試料の純度が高くないことや、

現段階では同様な特徴をもつテフラの降灰は仙台市域で知られていないことから、To−aのほかにより下位のテフラ

に由来する火山ガラスが混在している可能性も考えられる。

（５）まとめ

  ＳＤ59の２区の１層（試料番号No.1084）について、火山ガラス比分析と火山ガラスの屈折率測定を行った。そ

の結果、十和田ａテフラ（To−a，915年）と考えられる火山ガラスが検出された。また、To−aのほかにより下位の

テフラに由来する火山ガラスが混在している可能性も認められた。
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第２節　金属分析　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社 東都文化財保存研究所

　金粒が付着する土製品の取瓶か坩堝（Ｐ２）と、金属製品の小柄（Ｎ25）を金属分析の対象とした。Ｐ２はＳＤ

44、Ｎ25はＳＤ６から出土しており、時期の特定は難しいが近世と考えられるものである。Ｐ２の金粒に関しては

国立歴史民俗博物館　永嶋正春氏に鑑定を依頼した。

１　軟Ｘ線透過撮影

　電流、電圧、撮影物とＸ線源との距離の条件を固定して、Ｐ２とＮ25の軟Ｘ線透過撮影を行う。軟Ｘ線透過撮影

することで得ることができる情報から、遺物の脆弱性や錆の進行の度合や錆に隠れた本来の形状を調べることがで

きる（第266図）。

［軟Ｘ線透過撮影条件］

１）軟Ｘ線透過撮影使用機種

　　ソフテックス製「M-150」

２）撮影に使用した電圧

　　90kv

３）撮影に使用した電流

　　３mA

４）軟Ｘ線照射時間

　　２分間

５）撮影物とＸ線源との距離

　　0.6m

２　蛍光Ｘ線元素分析

　Ｐ２とＮ25について原子番号11のナトリウムから原子番号92のウランまで元素の定性、定量分析を行った。定性

分析とは、試料中に含まれる元素の存在を判定することであり、定量分析とは試料中に含まれる元素の量を求める

ことである。Ｐ２は付着金粒を含む４箇所、Ｎ25は２箇所で測定した（第267図）。

［蛍光Ｘ線元素分析条件］

１）使用した機械の名称

　堀場製作所製　エネルギー分散型蛍光Ｘ線元素分析装置「MESA-500」

２）測定面積

　Ｘ線が試料に照射されている面積は長径約５mmの楕円形となる。楕円形に照射されている理由は、発生源から発

生したＸ線が試料に当たる際には45°の角度がついているためである。

３）測定時間

　測定試料が未知試料(試料に含まれている成分とその濃度がわからない試料)のため、測定条件を自動にして測定

している。Ｘ線管電圧を15kVで50秒、50kVで50秒の合計100秒測定している。

４）２種類のＸ線管電圧（15kV・50kV）で測定している意味について

　測定に異なる２種類のＸ線管電圧を使用する理由としては、軽元素は15kVのデータ、重元素は50kVのデータを用

いて定量計算を行っている。
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５）測定条件の中の「ＤＴ％」の意味について

　MESA-500では、実際に測定している時間（Live Time）と、測定はしていないが信号パルスを処理している時間

（Dead Time）の二つを合わせて、測定にかかった時間（Real Time）になる。「ＤＴ％」の意味はReal Timeに占め

るDead Timeの割合になる。

６）定性結果の「○」・「？」の意味について

　「○」－データから確定的に検出されている元素。

　「？」－データは検出されているが、確定的に言えない元素。

［金粒の成分(金の純度)］

　Ｐ２に付着する最大の金粒部分（第267図　Ｐ２測定場所２・３）について、エネルギー分散型蛍光Ｘ線装置（日

本電子製 JEOL3201M）で分析をおこなった結果、概ね以下のような成分比と判断した。

　金（Au） 89％

　銀（Ag） 11％

　銅（Cu）や鉄（Fe）は、含まれていたとしてもごく僅かである。一般的には、自然金の中には10％程度の銀が含

まれているので、本資料の金粒は自然金に由来するものと考えても矛盾しない。

　黒色を呈する滓状の付着物では、その多くの個所から、鉄（Fe）、チタン（Ti）、タングステン（W）、ジルコニウ

ム（Zr）、トリウム（Th）などが検出される。これら特異な元素の組み合わせは、自然金が存在した母岩を特徴付

けるものと理解できる。おそらく、どこかの金鉱山（あるいは、稼働に至ってはいない金山）の性格を反映してい

るのであろうが、現時点では特定できない。

　

第６章　自然科学分析　第２節　金属分析



422



第６章　自然科学分析　第２節　金属分析

423



424



第６章　自然科学分析　第２節　金属分析

425



426



第６章　自然科学分析　第２節　金属分析

427



428



第６章　自然科学分析　第２節　金属分析

429



 




