
















序　　　文

　若林城は現在の仙台市発展の基礎を築いた仙台藩祖 伊達政宗が仙台城築城の後に造営し、

晩年の居所とした城です。「若林」の地名は政宗が命名したとされ、現在それは区名にもなっ

ていることから、市民にとっては特別な遺跡と言えます。しかし現在の城跡は明治以来、矯

正施設となったことから、市民が容易に親しめる状況には無く、かつての発掘調査において

も、この城がどのようなものであったかをうかがい知ることは出来ませんでした。

　そのような中、全国的な矯正施設の老朽化と収容者の急増により、平成16年に宮城刑務所

の全体改築計画が持ち上がりました。これに伴い開始した第４次調査で若林城の遺構を初め

て発見して以降、今回の第９次調査までの数度の調査において、多くの建物跡や池跡などが

発見されました。さらには塀跡や樋跡などの特筆すべき遺構も続々と発見され、これらがま

さに政宗が造り、晩年を過ごした若林城の御殿であることを初めて確認するに至りました。

江戸時代初めの城の御殿跡がこれほどまとまって発見された例は全国的にみても皆無に等し

く、近世城郭研究上、多大な成果をあげたといえます。またこの事は研究面のみならず、建

物配置や池などの施設全体の在り方が、戦国の世を生き抜き、「最後の戦国武将」とされる

政宗の考えや嗜好をうかがい知る上でも貴重なものといえます。

　本市はこれまで法務省、文化庁、宮城県との間で若林城跡の遺構の保存についての協議を

重ね、その結果、城の遺構は壊されること無く、将来にわたり保存される事となりました。

仙台市民に限らず、近年の戦国武将ブームの中、伊達政宗への関心はさらに高くなっており、

本市としましても若林城跡を国史跡の指定を受けるべく、現在関係機関と調整を行っている

ところです。

　今後も調査は続きますので、本市といたしましてはさらなる城の性格解明を目指すと共に、

調査の成果を遺跡見学会や様々なイベントの場で紹介することで、より市民の皆様に興味を

持っていただけるよう活動していきたいと考えております。そのためにも本書が研究者のみ

ならず幅広く活用されることで、文化財保護活動と郷土理解への一助となれば幸いです。

　最後になりましたが、調査ならびに報告書の作成に際し、多大な御協力を頂きました宮城

刑務所をはじめ、御指導いただいた多くの方々、また遺構の保存にあたり御尽力いただきま

した法務省、文化庁、宮城県教育委員会の諸機関に対し、深く感謝申し上げます。

　平成22年10月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　青沼　一民



例　　　言

１．本書は平成19年度と平成20年度に実施した、宮城刑務所全体改築計画に伴う若林城跡第８次発掘調査と第９次

発掘調査の成果を記録した調査報告書である。第８次調査には平成16年度の第４次調査と平成18年度の第７次調

査の調査区の一部を含み、また第９次調査では昭和60年度の第２次調査と平成16年度の第４次調査の調査区の一

部を含んでおり、本書の内容は既に刊行されている若林城跡第２次、第４次、第６次・第７次と、隣接する第５

次の各発掘調査報告書の内容に優先するものである。

２．第８次および第９次発掘調査の成果は既に各年度内に実施した記者発表や遺跡見学会資料、各種刊行物などに

公表されているが、本書の内容はこれらの全てに優先するものである。

３．発掘調査と報告書作成作業は仙台市教育委員会の監理のもと、株式会社イビソクが担当した。

４．出土遺物の整理や各種図面の作成、本書の作成作業は、仙台市文化財課仙台城史跡調査室　佐藤淳と、株式会

社イビソク 瀬戸かな子・田辺一元・吉村晶・松田繁・北野桂子が行った。

５．本書の編集は佐藤と瀬戸が行った。また原稿等の執筆は下記のとおり分担し、これに佐藤が補足した。
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　　　　瀬戸かな子　　第３章第１節・第２節（１）、第４章、第５章第１節・第２節１、第７章第１節１・２（１）・

　　　　　　　　　　　（２）・（３）・３・４（１）・（２）第８章遺構部分

　　　　吉村　　晶　　第３章第３節、第５章第３節・第５節、第７章第３節・第４節（１）・（２）・（３）・
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８．発掘調査および報告書作成に際し、次の方々と機関から多大なご指導・ご協力をいただいた。
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凡　　　例

１．第３図は国土地理院発行の５万分の１地形図「仙台」（平成14年）を、第５・７・311図は法務省大臣官房施設

課作成の「宮城刑務所建物配置図」を、第４図は仙台市作成の都市計画基本図（平成10年）をそれぞれ修正して

使用した。

２．遺構等の土層注記に記載した土色は、農林水産省農林水産技術会議事務局・財団法人日本色彩研究所監修『新

版標準土色帖』（2006年版）に基づいた。

３．調査の際の平面座標基準は、世界測地系平面直角座標第Ｘ系に準拠し、標高値はＴ．Ｐ．(東京湾平均海面)を

用いた。

４．本書に掲載した遺構図版縮尺は、 遺構配置図および礎石建物跡などの全体図が１：100、１：200、 個別遺構

平面図・断面図が１：30、１：60、１：80、１：100、基本土層図が１：60として掲載した。また図版方位は遺

構配置図および礎石建物跡などの全体図については、遺構を理解しやすくするために若林城跡の軸方位であるＮ

−11°−Ｅに合わせ、その他の個別遺構図版については座標北に合わせた。

５．本書に掲載した遺物図版縮尺は、瓦が１：５、土器類・陶磁器類・金属製品・石製品が１：３、銭貨が１：１

を原則とし掲載した。

６．遺　構

・遺構については以下の略号を使用し、後に続く番号はこれまでの調査での遺構に続き、遺構種別毎に連番とした。

これに伴い第４次調査の２区検出遺構については、今回新たに遺構略号と番号を付け直している。

　　ＳＡ：塀跡　ＳＢ：礎石建物跡　ＳＤ：溝跡　ＳＥ：井戸跡　ＳＩ：竪穴住居跡　ＳＫ：土坑　Ｐ：ピット

　　ＳＸ：性格不明遺構　小溝群：小溝状遺構群

・土層名については基本層をローマ数字、遺構内堆積層をアラビア数字で表記し、細分層についてはその後にアル

ファベットの小文字を付し区別した。また未掘の礎石跡については、平面プランや撹乱等の断面観察により記録

し、土層名を平面図中に記載した。

・本書で遺構に関わり表記する「１間」は、江戸時代初期に建築基準として使用されていたと考えられる６尺５寸

（1.97m）を基準値としたが、同時に柱間数を示す場合にも使用した。

・遺構断面図版中にある斜線の網掛け部分は、掘削していない地山や未掘部分を示した。

７．遺　物

・遺物の登録は種別ごとに行い、本書に掲載した遺物には以下の略号を使用した。

　　Ａ：縄文土器　Ｂ：弥生土器　Ｃ：土師器（ロクロ不使用）　Ｄ：土師器（ロクロ使用）　Ｅ：須恵器　

　　Ｆ：軒丸瓦・丸瓦　Ｇ：軒平瓦・平瓦　Ｈ：その他の瓦　Ｉ：陶　器　Ｊ：磁　器　Ｋ：石器・石製品　　

　　Ｎ：金属製品　Ｓ：埴　輪　Ｘ：土師質土器・土製品・その他の遺物

・遺物注記表内の法量で（　）で示した数値は推定復元値を示し、（−）は計測不能を示した。

８．遺構や遺物図版に使用した各種トーンは下記の内容を表現したものである。

石 敷 範 囲

土師器の黒色処理
岸窯系の灰柚

土師質土器の
煤付着範囲

柱・板材痕跡
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第１章　はじめに

第１節　調査と遺構保存に至る経過

　平成16年３月２日付で、宮城刑務所より同所の全体改築工事に伴う埋蔵文化財についての取扱いに関する協議書

が提出された。当初の計画では新たに建設される建物の総面積は21,198㎡と大規模なもので、城内の全建物を数期

に分けて「ころがし方式」により順次建て替えて行くというものであった。

　同年４月に実施した城内16か所での試掘調査の結果を受け、９月には第４次調査として最初の改築対象となる

「処遇管理棟」と「炊場棟」の２棟を対象とした部分調査を実施したところ、ここに若林城の遺構が初めて確認さ

れるに至った。当教育委員会では遺構の残存状態が良好で、かつ広範囲に残存することが想定されることから、10

月に遺構の取扱いについての協議の開催を宮城刑務所に申し入れた。その内容は処遇管理棟全体の調査の必要性に

加え、遺構保護の必要が認められた場合の建物配置および基礎設計変更、さらに次に控える炊場棟についてもこれ

と同様の対応を求めるものであった。

　これに基づき実施した平成17年度の処遇管理棟全体を対象とした第５次調査では、若林城の御殿建物群や石敷き

などの諸施設の発見が相次いだ。この調査成果を受け、当教育委員会は調査中の平成17年10月25日に宮城刑務所に

遺構の保存を求める意見書を提出し、ここに遺構保存に関する新たな協議が開始された。

　第１回目の協議は平成17年11月２日に行なわれ、当課のほか、法務省側として仙台矯正管区と宮城刑務所、宮城

県教育委員会の三者により話合われた。協議ではあくまでも遺構の保存を主張する仙台市と宮城県に対し、法務省

側は計画通り、来年早々の工事開始を目指すもので、両者の主張は平行線のままであった。

　同年11月22日に行われた第２回協議では、工事計画を見直し、建設場所の変更を求める仙台市と宮城県に対し、

法務省側は建物を他所へ移す場合、今後の建物配置計画への影響が大きいことに加え、これに伴い再度行なわれる

発掘調査は時間的にも難しいとの返答であった。その後、法務省側から建物基礎の荷重を分散させる、いわゆるベ

タ基礎へ変更する案が提示された。しかし県側は建物下となる遺構は全て事前調査の対象で、保存したとは言えな

いとの基本的姿勢から、依然として合意には至らなかった。

　これ以後、文化庁記念物課長や主任調査官が来跡した際には、発見した遺構群のみならず若林城跡における土塁

や堀跡などの遺存状況は高く評価でき、国の史跡に相当するものであり、あくまでも遺構の保存を求めていくべき

との意見を受けた。この後、文化庁と法務省矯正局との間での協議がなされ、今後、若林城跡の史跡指定を図るた

め、長期的な展望のもと将来的には施設を他所に移転することを前提として、処遇管理棟については原位置におい

て先に提示のあった盛土による保存措置をとることが確認された。この基本方針を受け、平成18年２月14日に行わ

れた第３回協議では、今後の建設に伴う工程や建物下となる遺構の今後の活用など、具体的な協議が行われた。

　そして平成18年３月31日付で、文化庁、法務省、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会の四者により「若林城跡

の取扱いについて」の合意が取り交わされた。その内容は先の基本方針に加え、今後の施設建設にあたっては建物

面積全体を対象とした発掘調査により配置計画をその都度再検討することや、可能な限り早期に若林城跡の史跡指

定に向けた取り組みを行うものとしている。

　合意後の８月18日の第４回協議においては、今回の調査対象である炊場棟建設位置について話し合われ、第５次

調査での遺構状況からその位置を東側に移すか否かが問題となったが、今後２か年にわたる発掘調査の結果により

判断することとなった。

　調査終了後の平成21年７月14日、炊場棟の建設位置と基礎構造についての協議が行われた。第８次と第９次調査

では、第５次調査で確認した城の建物群の東側への広がりを確認しており、加えて池跡や樋跡などによる園庭のほ
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か、城内を区画する塀跡など重要遺構の確認が相次いだ。この結果、先の四者合意に従い、炊場棟の基礎構造は処

遇管理棟同様のコンクリート板によるベタ基礎とし、若林城の遺構はさらなる広がりが想定されることから、建物

は当初計画の位置に建設することが適当であることを確認した。ただし建物内に設置予定のエレベーターピットに

ついては、地下への埋設が不可避との事から、その位置を変更し、調査で確認した撹乱内に設置することで遺構を

損なわないようにしており、この結果、建物は当初の計画位置から西側に約1.5m移動させている。

　

第２節　調査要項

遺　跡　名　　若林城跡（Ｃ−511）

所　在　地　　宮城県仙台市若林区古城二丁目３−１（宮城刑務所地内）

調　査　名　　平成19年度：若林城跡第８次発掘調査

（委託業務名）　  平成20年度：若林城跡第９次発掘調査

　　　　　　　平成21年度：若林城跡第８次・第９次発掘調査整理報告書作成

　　　　　　　平成22年度：若林城跡第８次・第９次発掘調査報告書作成刊行

調 査 主 体　　仙台市教育委員会

調 査 担 当　　仙台市教育委員会生涯学習部文化財課

　　　　　　　　仙台城史跡調査室主任　佐藤　　淳　　調査係主事　廣瀬真理子（平成19年度）

　　　　　　　株式会社イビソク（平成19年度〜22年度業務委託）　

　平成19年度：主任調査員　田邉　一元

　　　　　　　調　査　員　瀬戸かな子　　吉村　　晶

　　　　　　　計　測　員　小林　史尚　　土方　晶博

　　　　　　　計測補助員　森原　　聖

　平成20年度：主任調査員　瀬戸かな子

　　　　　　　調　査　員　田邉　一元　　松田　　繁　　吉村　　晶(報告書作成)

　　　　　　　計　測　員　石垣　忠彦　　土方　晶博　　森原　　聖(報告書作成)

　　　　　　　計測補助員　加藤　尚史

　平成21年度：主任調査員　瀬戸かな子

　　　　　　　調　査　員　吉村　　晶　　北野　桂子

　　　　　　　計　測　員　石垣　忠彦　　加藤　尚史

　平成22年度：調　査　員　吉村　　晶

調 査 期 間　　  平成19年度：野 外 調 査　　　　　平成19年５月14日〜平成19年12月21日

　　　　　　　　　　　　　　基 礎 整 理　　　　　平成19年12月22日〜平成20年３月14日

　平成20年度：野 外 調 査　　　　　平成20年６月２日〜平成20年12月15日

　　　　　　　基 礎 整 理　　　　　平成20年12月16日〜平成21年３月13日

　　　　　　　整理報告書作成　　　平成20年６月２日〜平成21年３月13日

　平成21年度：整理報告書作成　　　平成21年５月11日〜平成22年３月12日

　平成22年度：報告書作成刊行　　　平成22年５月24日〜平成23年３月11日　

調 査 面 積　　　対 象 面 積：3,134㎡（炊場棟本体・廊下）　

　　　　　　　　調 査 面 積：第８次調査　1,600㎡　　第９次調査　1,534㎡
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［仙台城跡調査指導委員会による調査指導］

　若林城跡の発掘調査の実施にあたっては、発掘調査ならびに整理・報告書作成を適正に行なうべく、下記体制に

よる仙台城跡調査指導委員会の助言と指導を受けた。

仙台城跡調査指導委員会

　委 員 長　齋藤　鋭雄　（宮城県農業短期大学名誉教授　近世史）　※平成20年７月まで

　　　　　　岡田　清一　（東北福祉大学教授　中世史）　※平成20年10月から

　副委員長　岡田　清一　（　　　　　同　　　　　　）　※平成20年９月まで

　　　　　　平川　　新　（東北大学東北アジア研究センター教授　近世史）　※平成20年10月から

　委　　員　西　　和夫　（神奈川大学教授　建築史）

　　　　　　北垣聰一郎　（石川県金沢城調査研究所長　石垣・城郭）　※平成22年３月まで

　　　　　　藤澤　　敦　（東北大学特任准教授　考古学）

　　　　　　岡崎　修子　（仙台ひと・まち交流財団　仙台市片平市民センター館長）　　　

・委員会の開催日と内容

　　第17回　平成19年７月13日　若林城跡第８次調査中間報告

　　第18回　平成19年10月12日　若林城跡第８次調査中間報告

　　第19回　平成20年３月14日　若林城跡第８次調査最終報告

　　第20回　平成20年７月４日　若林城跡第９次調査中間報告

　　第21回　平成20年10月10日　若林城跡第９次調査中間報告

　　第22回　平成21年 2月24日　若林城跡第９次調査最終報告・第４次〜第９次調査総括

　　第23回　平成21年10月20日　若林城跡第10次調査中間報告

　　第24回　平成22年 3月12日　若林城跡第10次調査最終報告・第８次・第９次調査報告書内容報告

平成19年度　第８次調査参加者

相沢　勲　相澤　薫　天野健一　石井克己　市川　力　伊藤時光　岩淵勝馬　江口雪江　尾内賢久　小原和郎　折

笠光弘　金津　公　菅野治男　菅野博子　柬理浩明　菊田蔵造　黒澤秀夫　小林幸治　小林朋子　斉藤貞二　坂本

敏明　桜井恵子　佐々木博美　佐藤　勉　佐藤昌子　庄司宗一　柴田たき子　清水志朗　庄子利夫　鈴木啓次　鈴

木正義　関　一夫　高橋はる子　高橋　仁　田中克浩　種田美和　千葉昭二　寺本伸一　長沼和樹　西　一夫　芳

賀敏夫　畑中和弘　濱谷禎子　福地　明　古市彰靖　松下千鶴　村上雅彦　村山和衛　山下正二　山田　崇　　山

田　昇　山本寿一郎　林　宇　渡辺博美（以上野外調査）　相澤　薫　江口雪江　小野寺美枝　片岡由実子　菅野

博子　小林朋子　桜井恵子　佐々木博美　佐藤昌子　柴田たき子　平塚裕子　広瀬　淳　松下千鶴　森田ゆかり　

渡部香織（以上基礎整理）

平成20年度　第９次調査参加者

阿部兼明　天野健一　石井克己　岩淵忠雄　江口雪江　小原和郎　菅野博子　黒澤秀夫　小林朋子　坂本敏明　桜

井恵子　佐々木武　佐々木博美　佐藤一成　佐藤常子　澤口将隆　柴田たき子　清水　輔　庄司宗一　庄子利夫　

高橋篤史　田中亜弥　丹野正志　千葉研之　中島一文　南里さち子　芳賀敏夫　長谷川伸　福地　明　古内和夫　

松下千鶴　三馬博史　村上雅彦　村山和衛　山田　昇　山田　崇（以上野外調査）　江口雪江　菅野博子　小林朋

子　桜井恵子　佐々木博美　佐藤真澄　柴田たき子　千葉美佐子　永井優子　広瀬　淳　松下千鶴（以上基礎整理）

平成20年度・21年度　整理報告書作成参加者

太田玄紀　遠藤香代子　小岩　勉　小林朋子　清水　輔　菅田義克　広瀬　淳　

第１章　はじめに　第２節　調査要項
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第２章　若林城の概要

第１節　遺跡の地理的環境

　若林城跡は仙台城跡の南東約4.5km、ＪＲ仙台駅の南東約３kmの若林区古城２丁目に所在する。若林城跡が立地

する仙台平野は七北田川、名取川、阿武隈川などの河川作用で形成され、北端の多賀城市から南端の亘理郡山元町

にいたる南北約50km、東西約10kmの広がりをもっている。城跡はこの仙台平野を東西に貫通する名取川の支流であ

る広瀬川北岸の自然堤防上に築かれている。付近の地形はほぼ平坦で、標高は約12mである。

　仙台市域とその周辺の地形は、西から東にかけて山地、丘陵地、台地、低地部分に大きく分けられる。河川の水

源は仙台市の北西部にある船形連峰と、西部にある二口連峰であり、青葉区関山より発した広瀬川は茂庭－白沢丘

陵、青葉山丘陵などの丘陵間を東流している。青葉区愛子付近や川崎町付近では、規模が大きな数段の河岸段丘が

発達しており、ここから仙台市中心部にいたる広瀬川の両岸に形成された河岸段丘は、高い順に台原段丘、上町段

丘、中町段丘、下町段丘に分けられ、仙台城跡やその城下はこれらの段丘上に築かれている。段丘を含む台地と低

地の境界部には長町－利府線と呼ばれる断層線に沿う宮城野撓曲崖が存在する。これにより台地と画された南東側

低地部で、南側に広瀬川により形成された未発達の河岸段丘に隣接した場所に城跡は立地している。

　仙台平野には自然堤防、後背湿地、浜堤列、旧河道などによりわずかな起伏をもつ微地形が分布しており、自然

堤防や浜堤列上には古墳時代から集落が形成されている。若林城跡周辺にも縄文時代から近世にかけての大規模な

複合遺跡である南小泉遺跡が展開し、遠見塚古墳や陸奥国分寺など当地域を代表する遺跡も所在している。また周

辺には既に埋没した幾つかの旧河道が確認されており、城跡の北側にはこのような河川跡を利用し広瀬川より取水

した六郷堀や七郷堀が開削され、堀は城跡の東側で分流しながら平野東部に広がる水田を潤している。かつて若林

城はその規模の大きさから、周辺の水はけの良好な自然堤防上のみならず、地盤の軟弱な小規模な河川跡上にまた

がって造営されたものと考えられる。

第１図　若林城跡の位置
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第２節　周辺の遺跡と歴史的環境

　若林城跡の周辺には縄文時代から近世の遺跡が存在し、長期間に渡り人々の生活の場であったことがわかる。城

跡内部でも古墳時代から近世にかけての遺構が確認され、縄文土器から近世の遺物が出土している。以下に若林城

跡周辺の遺跡を時代別に記述する。

縄文時代　若林城跡では第５次調査や今回の調査で縄文土器が僅かに出土している。城跡の北東に隣接する南小泉

遺跡は縄文時代から近世までの複合遺跡であり、この時代の遺構は確認されていないが、第19次調査で縄文時代晩

期の遺物包含層を確認し、大洞Ａ式の土器、剥片石器、礫石器などが出土していることから、周囲には集落が存在

する可能性もある。広瀬川南側の郡山遺跡では第65次調査で後期や晩期の土坑を確認しており、後期の金剛寺式深

鉢などが出土しているが竪穴住居等の遺構は発見できず、小河川により失われている可能性がある。

弥生時代　南小泉遺跡は東北でも代表的な弥生時代遺跡で、自然堤防上を中心に形成された遺跡の範囲は120haと

広範囲に渡っている。縄文時代同様に弥生時代の遺構はほとんど確認できず、第12次調査で溝跡などが確認したに

限られている。一方、弥生土器は多く出土しており、時期は前期〜後期と全般にみられ、甕・蓋・高坏・壷などの

器種のほか、合口土器棺に転用されたとみられる大型の壷も出土している。その他には石庖丁、石斧、石鏃などの

石器類も出土している。

古墳時代　城跡の東側にある遠見塚古墳は古墳時代前期に築造された東北を代表する前方後円墳で、全長が110mあ

り、県内で２番目の規模を誇っている。戦後に後円部の一部が土取りのため削平されたが、残存した主体部の調査

では管玉、ガラス玉、櫛などの副葬品が出土した。大規模な古墳群は確認できないが、遠見塚古墳はこの地方の首

長の墓とみられ、古墳時代に遺跡周辺は当地域の中心的な場所であったと考えられる。若林城跡内にも古墳が存在

しており、第２次調査では古墳時代後期の円墳を１基のみ確認している。周溝は直径22m程度の小型のものである。

出土遺物には円筒埴輪や土師器坏などがあり、今回の調査でも僅かではあるが円筒型か朝顔型の埴輪片が出土して

いる。城跡の北側には猫塚古墳や法領塚古墳などの円墳が存在しており、法領塚古墳は横穴式石室を持つ終末期の

第２章　若林城の概要　第１節　遺跡の地理的環境

第２図　遺跡周辺の地形分類
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第３図　周辺の遺跡
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円墳で、墳丘径は32m程度である。石室内部からは須恵器、土師器、直刀、轡などの副葬品が出土している。現時

点では他に古墳は確認できないが、若林城跡周辺には小型の古墳が存在する可能性がある。　　

　南小泉遺跡では中期から後期の竪穴住居跡などによる集落跡が各所で確認されており、土師器のほか石製模造品

なども多く出土している。遺跡出土の土師器は東北地方南部における古墳時代中期の土器標識となっている。また

若林城の北東側では古墳時代後期の竪穴住居跡が多数発見され、関東系の土師器坏が出土しており、当地区は古墳

時代を通し集落が営まれたと共に、関東地方からの人の移動があったことがわかった。しかし古墳時代終末期には

広瀬川の南側に多賀城以前の陸奥国府である郡山遺跡が造営されることで、当地域の中心は一時この地を離れるこ

ととなる。

奈良時代　城跡の北側に国分寺が造営されたことで、この地区にも再び集落が営まれるようになる。陸奥国分寺は

天平13年（741）に全国に造営された国分寺の一つで、規模は東西242m、南北は不明であるが、周囲を築地塀で囲

まれている。発掘調査の結果、南大門跡、中門跡、金堂跡、講堂跡、僧房跡の他、鐘楼跡や経楼跡が確認されてい

る。出土した瓦には重弁蓮華文軒丸瓦や偏行唐草文軒平瓦などがある。また国分寺の東には陸奥国分尼寺が造営さ

れたが、現在伽藍配置や寺域は不明である。さらに東にある仙台東郊条里跡は近年まで低地部にかつての条里的区

割が残り、１町を基準とする畦畔が見られたが、近年の圃場整備により失われた。

平安時代　奈良時代に続き、城跡周辺には集落が営まれる。若林城跡では第２次・６次調査で平安時代の竪穴住居

跡を確認しており、水はけの良好な自然堤防上を中心に集落が営まれたと考えられる。また隣接する南小泉遺跡で

も広範囲に竪穴住居跡や掘立柱建物跡などを多数確認しており、この時代も当地域の中心的な場所であったと推定

第２章　若林城の概要　第１節　遺跡の地理的環境

第４図　若林城跡周辺の遺跡
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される。

鎌倉〜室町時代　南小泉遺跡では第16次調査で土塁を伴う14世紀中期〜15世紀前期の城館跡や、13〜14世紀前半の

屋敷跡を確認している。また第17次調査では12世紀後半〜13世紀初頭の屋敷跡と、この屋敷跡を埋めて造った区画

溝を持つ13〜16世紀の屋敷跡を確認している。出土遺物には土師質土器皿、古瀬戸碗、常滑甕、在地の甕、青磁碗、

白磁碗、畿内の瓦器などがあり、一般集落の在り方とは異なった状況がみられる。このことは中世を通し力を持ち

小領主となった武士がこの地域に居所を構えることで、長く栄えた地域であったことを物語っている。

戦国時代　この時代の遺構では養種園遺跡において大溝で区画された大型の掘立柱建物跡が確認されており、内部

はさらに小溝で区画され、小型の掘立柱建物跡も確認されている。大溝の外側には炉跡などがあり、周辺からは鞴

の羽口、鉄滓、湯玉などが出土したことで、ここで鍛冶が行われていたことが判明した。出土遺物には中国青花碗

・皿、中国産天目茶碗、瓦質茶釜や擂鉢、瀬戸・美濃皿などがあり、調理具や食膳具が大半を占めている。このよ

うな状況から、養種園遺跡周辺には当時、この地域を支配していた国分氏に関わる町場が形成されていたと推定さ

れている。

　広瀬川の南側にある北目城跡は、国分氏に代わりこの地を支配した伊達政宗が上杉氏攻めの拠点とした平城であ

る。鉤形に屈曲する堀跡は幅10〜14m、深さ３mもあり、堀底には障子と呼ばれる障壁を配置した実戦的な城であっ

たことがわかる。北目城は同時に仙台城築城までの間、政宗の仙台地方支配のための拠点ともなっており、中世以

来この地は国分氏から伊達氏へ支配が移行する過程で、様々な屋敷や城館をはじめ、それらに伴い形成された町屋

が営まれた賑わいのある場所だったことがわかる。

江戸時代　仙台城は慶長５年（1600）から伊達政宗によって築城が開始され、二の丸は寛永15年（1638）に２代藩

主の伊達忠宗よって造営された。この間の寛永４年（1627）に若林城が造営開始され、翌年完成したが、政宗の死

去に伴い、寛永16年（1639）に廃城となり、城内の建物等の多くは二の丸へ移築されたとされる。城跡は延宝８年

（1680）までには藩営の薬草園が設置されたとみられるが、廃城後間も無く設置された可能性もあり、以後明治に

いたるまで薬草園として使用されたと考えられている。その他にも慶長12年（1607）に政宗により陸奥国分寺の地

に薬師堂が造営されている。

　養種園遺跡では若林城下における建物跡を確認したほか、その後、忠宗により造営されたとされる御仮屋のもの

とみられる遺構を発見している。またその後の元禄５年（1692）には同じ場所に伊達家の別荘である小泉屋敷跡が

造営されており、調査では屋敷の周囲を区画する幅20m以上の堀跡や、内側に建物跡や池跡など庭園を発見してい

る。出土遺物には瀬戸・美濃皿、唐津碗、大堀相馬碗などの陶磁器が多数あり、当時の生活をうかがうことができ

る。また南小泉遺跡の複数地点においても屋敷の一部とみられる区画溝のほか、掘立柱建物跡、土塀、用水堀など

を確認しており、陶磁器以外には金箔押巴文軒丸瓦が出土している。

　若林城の廃城に伴い、若林城下町の西側は隣接する仙台城下に組み入れられた。城周辺の町屋や家臣屋敷もまた

廃され、寛永16年（1639）に城跡は小泉村分となるが、後の仙台城下の拡大に伴い、寛保２年（1742）にこの地は

新たに仙台城下に組み込まれた。

明治時代以降　明治12年（1879）、若林城の跡地には西南戦争国事犯の収容などを目的として宮城集治監が設置さ

れ、中心には通称「六角塔」と呼ばれた木造の放射状舎房が建設された。明治36年（1903）に宮城集治監は宮城監

獄と改称され、さらに大正11年（1922）には宮城刑務所となり現在にいたっている。内部の施設は幾度か建替えら

れたが、中心施設である六角塔は昭和40年代まで存続した後解体された。また養種園遺跡の名にある「養種園」は

伊達家当主であった伊達邦宗が東北地方の農業振興などを目的として明治33年（1900）にこの地に開設した農園で、

昭和に入り仙台市営の施設となったが、平成元年（1989）に閉園した。
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第３節　若林城の概要

［若林城造営以前］

　若林城が所在した宮城郡小泉村には、若林城が造営される以前に二つの平城が存在しており、双方とも南北朝時

代以降にこの地域で勢力を拡大した国分氏に関わる城とされている（注１）。室町時代から戦国時代にかけて、山形県

南部や福島県北部を本領としていた伊達氏の勢力が県内の名取郡や宮城郡地域に及ぶようになると、国分氏は伊達

氏の麾下に組み込まれる。この後、天正年間に起こった跡目争いによる内紛で国分氏は滅亡し、現在の仙台市域を

中心とした国分領は伊達氏の直接的支配を受けることとなる。その際、伊達政宗は「国分」とした地に使者を派遣

していることから、この地には国分氏の拠点的な城が存在したと考えられている。しかし『書上』にみえる二つの

城がこれらに該当するかは定かでなく、若林城がかつての国分氏の城跡に築かれたとする記録もあるが、確証を得

第２章　若林城の概要　第３節　若林城の概要



10

ない（注２）。

　若林城跡に隣接し、市内でも有数の規模を誇る南小泉遺跡の発掘調査では、周囲に堀を巡らした城館や館跡が複

数発見されている。しかしこれらもまた確認した堀跡や建物跡、陶磁器などの出土遺物に対し推定される存続年代

や規模等の点において国分氏の城に比定するのは難しい現状にある。

　平成３年に調査を開始した養種園遺跡では、若林区文化センター建設予定地と都市計画街路「南小泉茂庭線」建

設予定地において、15世紀末から17世紀初めにかけての複数の掘立柱建物跡や、それらを区画する溝跡が確認され

た。これらは若林城造営以前の遺構であるにもかかわらず、城および城下の軸線方向とほぼ一致する方向性を持つ

とされる。このことから現在まで残るとされる若林城の町割りは、戦国期にこの地にあった国分氏の居城や城下の

地割を踏襲しているとの考えもある（注３）。調査での出土遺物には陶磁器のほか、金を溶解した坩堝などもあり、か

つての国分城下には金加工に携わった工人もいたことが考えられている。平成10年から調査した養種園遺跡の街路

西部の調査では、室町時代後半とみられる３棟の掘立柱建物跡や防御的な堀跡に加え、鍛冶炉跡や墓跡などが確認

された。またその西側の保春院前遺跡からは鉄鍋の鋳型とみられるものも出土しており、当時の生産活動の一端を

窺うことができると共に、国分氏にかかわる城下の存在があらためて想定されることとなった。

　慶長７年（1602）に仙台城はおおよその完成をみた（注４）。しかしその山上の立地が常の生活の場としては不便で

あったからか、政宗は仙台城近くの「花壇屋敷」（注５）や「下屋敷」（注６）に度々出かけている。政宗はこれらの施

設においての日常生活以外にも、家臣や幕府要人への饗応を行い、ここで政務を執るなど、両施設は政宗の私的な

場であると共に、仙台城本丸がもつ機能を補完した施設と考えられている。それを裏付けるように、若林城が政宗

の新たな居所となると、これらの屋敷は記録にみえなくなることから、両屋敷の機能は若林城に完全に移ったもの

と考えられている。

　寛永３年（1626）、政宗は外様大名としては最高位の権中納言に昇進すると同時に、二代忠宗も右近衛権少将と

なり、幕藩体制における一大名の地位を得る。政宗が生前に忠宗に藩主の座を譲り、隠居の形をとることは無かっ

たが、徳川家康にみるような大御所的立場となり、依然として藩の政務を執ったことが知られている。両者は参勤

により交代で江戸に詰めることとなるが、在国中、仙台城の本丸を居所とするには手狭であったとみられ、政宗

は仙台城を忠宗に譲り、新たな居所を求めることとなった。寛永２年（1625）に政宗が若林の地を視察したことは、

この新たな屋敷造営の下見ともみられている。この地は古くは北に国分寺や国分尼寺が建立され、中世には幹線道

路である奥大道が南北に縦断し、その周囲には城館や町場が形成されるなど、かねてより当地域の文化・交通の要

衝であり、このことが新たな城と城下を造る上での下地となったとみられる。

［若林城の造営と城内外の様子］

　寛永４年（1627) ２月、幕府より政宗に宛て、新たな屋敷の造営を許可する老中奉書が出された（注７）。これが「若

林城」の普請許可で、城の名の初見でもある。元和の一国一城令のもと、幕府に対し政宗は表向きは若林城を「屋

敷」としたが、政宗自身は当初からこれを「城」と称していたものとみられ（注８）、当時、領国に城にも匹敵す

る新たな「屋敷」を築くことに対し、幕府は「心之儘可有普請」としており、その寛大な内容に当時の政宗の特

別な立場を窺うことができる。

　城の普請中、大雨で城北側の土居が破損した際には萱の敷き方や調達方法、人足の集め方など、政宗は詳細な指

示を自ら重臣に出している（注９）。そして普請開始から一年半後の寛永５年（1628）11月に、政宗は完成した若林城

に入り、移徙の儀を催している（注10）。

　若林城に関する当時の城内の様子を表した絵図の類は一切残っておらず、城内の様子は幾つかの文書により僅か

に知るのみである。政宗が城普請にあたっての指示内容を記した『若林普請覚』の中で、若林城に関する内容とみ

られるものには、「御山里石かき仕候事」、「南西どて仕候事」、「御地形并御庭たいらめ申事」、「南之丸へ御入水と
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り申事」、「御城御門前あく水おとし樋仕候事」、「御山里御まとばつき可申事」などがある。このことから城内には

「山里」や「南之丸」と称される区画が存在していたことがわかる（注11）。また一方では、城下とその周辺での架橋や、

水運関係施設の整備など、仙台城下と一体となった交通や流通網、さらに水路等の整備に重点を置いていることが

見て取れる。『貞山公治家記録』に、政宗が幾度も能を催し、幕府役人を饗応したとされ、度々記録にみられる「西

曲輪」は、これまで仙台城の施設と考えられてきたが、現在この曲輪は若林城の一角にあったと考えられている

（注12）。

　後世に書かれた『東奥老士夜話』には、城の東南角には「矢倉」があり、北に庭園に伴う「築山」があったとし

ているが、現況では確認できない（注13）。また廃城後に四代藩主 伊達綱村により城の北方約500mのところに造られ

た「国分小泉屋敷」は、若林城の「出曲輪」に造られたとの記録もある（注14）。このような様々な状況が想定される中、

若林城が本来どのような規模や構造をもった城であったかなど、ほとんど解明されていない。

　現在、城内の東側には、政宗が文禄の役（1593）で渡海した際に持ち帰ったとされる「朝鮮ウメ」（＝臥竜梅　

国指定天然記念物）が毎年花を咲かせている。梅は廃城後の絵図にもほぼ現在の位置に描かれており、この特別な

樹木が植えられた場所は、城内でも特別な区画であったと推定される。

　在国中の政宗はこの若林城を日常の居所とし、仙台城には正月などの公的行事の際に赴くのみであった。また領

内各所への巡察の他、鹿猟・川猟の際も若林城から出かけており、これは忠宗が江戸参勤で仙台を留守にする際も

変わらず、政宗の江戸参勤もまた、毎回若林城から出立しているほどである（注15）。

　城の造営と同時に、周辺には新たな侍屋敷や町屋敷が割出され、多くの家臣や商人が居を構えたとされる（注16）。

城下の範囲としては、西は仙台城下とを境とし、東は遠見塚古墳付近までの東西に長い範囲と考えられる（注17）。現

在の若林城跡周辺の町並みは、城跡の軸線方向と一致していることからも、新たな城下はあくまでも城の造営に合

わせて計画的に造られたものと考えられる。城下には文書から確認できる「米町」や「絹布町」以外にも多くの町

が存在していたと考えられる。また若林城下には仙台城下とは別に「若林町奉行」も置かれていたことがわかって

いる（注18）。

　政宗の死去後の寛永13年（1636）12月に、藩政の基本となる領内検地帳を収めた「若林御帳蔵」が火災にあい、

慶長の検地帳が焼失している（注19）。御帳蔵が城の何処にあったかは不明であるが、このような重要施設の存在はこ

の城や城下が単に隠居屋敷と呼ばれる私的なものでは無く、藩主の居城であると共に仙台藩の行政庁として、仙台

城の機能の一部を担っていたことを裏付けるものといえる。

［若林城の廃城と仙台城二の丸への移築］　

　寛永13年４月、政宗は江戸参勤のために若林城を出立した際、城の南西に杉を植え、堀一重を残し城は廃するよ

う命じ、同年５月に江戸でこの世を去った（注20）。若林城内の建物については、政宗の死後暫くは残されたが、『義

山公治家記録』によると、建物の一部は寛永15年（1638）に造営が開始された仙台城二の丸の殿舎として順次移築

されている。寛永15年12月には、焼火間、虎間、納戸、茶道部屋、鑓間、上台所、風呂屋、大台所、小姓間、御用間、

肴部屋、鷹部屋、算用屋と、数多くの建物が上棟されている。以上の建物は二の丸での呼称だが、これらはみな若

林城の建物であったとしており（注21）、このことからかつての若林城には複数かつ大規模な殿舎が建ち並んでいたこ

とが推察される。これ以後も二の丸では主要な建物の上棟が続いている（注22）。完成後あまり時を経ない時期の二の

丸殿舎の姿を描いたとされる『御二之丸御指図』には、治家記録で若林城から移築したとされる建物と同名のもの

が数棟描かれている（注23）。また若林城の建物は仙台城下の寺院や家臣屋敷などにも移築したとされる。片平丁にあっ

た重臣の茂庭家の屋敷門は若林城の門であり、幕府役人や他藩の大名などの宿泊にあてた大町外人屋の御用を務め

た泉屋庄右衛門の屋敷は黒書院を拝領したものとの記録がある（注24）。また若林区新寺の松音寺山門や政宗の霊廟瑞

鳳殿の脇にある御供所もまた城の門や書院を移築したものとされているが、記録では確認できない。移築に際して

第２章　若林城の概要　第３節　若林城の概要
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は「若林御家撥方」や「古材木受取渡方」という役職の者が関わっており、大掛かりな作業であったことが窺える。

　政宗の遺命通り、廃城と共に若林城下も解体されていく。城下西側の町人町や足軽町については仙台城下に組み

入れられることで、その南東範囲が拡大することとなったが、城周辺の家臣屋敷や町人町は廃され、田畑となった

とみられる。このため城跡を含む周辺一帯は在郷分として小泉村に組込まれ、仙台城下からも切り離された場所と

なっていく。

　若林城の廃城はこの城が藩主の居所であっても、あくまでも仙台城の機能を補完するもので、かつ政宗が晩年を

過ごした私的な性格を併せ持った城郭であったゆえとの見方もできる。それは政宗亡き後、藩主となった忠宗が手

狭になった仙台城本丸に代わる新たな藩庁として、若林城の果たしてきた機能を取り込む形で二の丸造営に着手し

たことにも現れているといえる。

［若林城のその後］

　延宝８年（1680）に四代藩主 綱村が「若林薬園」に出かけたとの記録がある（注25）。薬園は藩の管理下にあった

施設の図面をまとめた『御修覆帳』に城全体が描かれており、廃城から約40年後にはこの地が藩営の薬草園となっ

ていたことが窺える。これとは別に貞享４年（1687）には「若林」の焔硝蔵が爆発し、多くの鉄砲薬が消失すると

共に、人足８人が死亡した記録がみられる（注26）。しかしこれは現在ある城内での出来事ではなかったものと考えら

れる。

　若林城を描いた絵図の類は幾つか残されている。しかしそれらは全て廃城後の姿を描いたものであり（注27）、かつ

ての城内の建物や、城下の状況を示すものは全く存在しない。城下絵図において最も古いとされる『奥州仙台城絵図』

（正保絵図）以来、その描かれる範囲が若林城跡まで及ぶことは無かったが、寛保２年（1742）に「古城」が小泉

村分から仙台城下に組み込まれてからは、その姿が描かれる。そんな中でも最も古いとされる『仙台城下絵図』

（宝暦７〜明和３年＝1757〜1766）には城跡は「古御城」と記され、城下絵図のため詳細を記録したものでは

ないが、外郭の形状は現在とほぼ同じである。城内には広瀬川から導水した六郷堀が分岐し流れ入れられ、東口

より再び城外に出ている。天明６〜寛政元年（1786〜1789）の城下絵図では南西隅部張出しの形状に違いが認めら

れるが、これは以前の絵図を書写した際の誤りとみられ、改修によるものでは無いと考えられる。

　城下絵図以外にも城跡自体を描いた絵図が複数存在している。『御修覆帳』所収の「若林御薬園」や「若林古御城」は、

堀や土塁などが規格化された描き方で、同様に南西隅部の形状が現況と異なっているが、現在は埋められた外郭の

堀や水路と失われた土塁の配置がわかる貴重な資料である（注28）。城内をみると、北西側には東西棟の建物が１棟あ

るほか、城内に引き込まれた六郷堀の一部や通路がみられる（注29）。また土塁頂部には塀を巡らせていたことがわか

る。さらに南側中央には雲形の不整形プランが描かれ、これに通路が取り付いている。このプランはその形状や位

置からみて大規模な「池」だった可能性があり、若林城造営時に造られた苑池の可能性が高い。池の西側には中島

とみられるものや、東端には東門へ向かい排水路らしきものも描かれている。池は絵図を見る限り、東西が100m程

度と推定されるその規模の大きさから、廃城の際にも埋められることなく、薬園内での貯水施設等として近世を通

し機能しながらその形状を留めていた可能性がある（注30）。

　『古御城絵図』（製作年代不明）もまた薬園の様子を描いた絵図である。外郭の基本形や構造は先と同様であるが、

３か所にある内枡形土塁の形状や規模に違いがみられる。しかしこれもまた改修等に起因するものではないとみら

れる反面、建物の規模や部屋の配置が多少異なるのは改修の結果とみられる。加えて西口や建物周辺には塀や井戸、

杉や竹による生垣が配置され、中央部には杉や檜を植えていたことがわかる（注31）。また城の西口部分には「大手

前」の記載があり、施設の正面は西側のまま変化が無かったとみられる。

　その他の文献には、堀の水を農業用水に用いるために堀を改修したことや（注32）、藩主や役人が薬園を視察したこ

となどがみられる（注33）他、城内への立ち入りを禁止する立札が立てられる（注34）など、そこにかつての城の姿はみ
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られない。

　明治12年（1879）、城跡に西南戦争国事犯の収容を目的として宮城集治監が設置される。ほぼこの時期に撮影さ

れた写真（注35）には、現在より高かったとみられる土塁上に木柵が設置され、大手口脇の堀がまだ埋められていな

い状況や、六郷堀から分岐した水を流すために枡形土塁の下に埋設した管を見ることができる。しかし若林城はこ

れ以降、現在に至るまで外界と隔絶された空間となる。

［現在の若林城］

　現在ある若林城は東西に長い長方形を基本に、四方に張出しを持った典型的な近世平城である（注36）。城の南北

軸線は東に約11°傾いており、現在の周辺の道路や町並もまた同様の方向をみせている。堀跡を含む城の規模は東

西420m、南北350m、城内での土塁法尻での規模は東西250m、南北200mと、単一の中心郭としては広大な面積を有し、

これは仙台城本丸や若林城廃絶後に造営される二の丸の規模に匹敵している（注37）。

　外郭線は全て土塁で構築され、全体に土塁法面は外側に比べ内側がやや急な傾斜となっている。現況で石垣は全

く確認できないものの、かつては門周辺などの一部に築かれていたことも十分考えられる。現存する土塁の高さは

５m程度で、基底幅は約25mある（注38）。またかつての城門にあたる現在の三つの門周辺は大きく改変されているが、

それ以外の部分はほぼ往時の姿を留めているものとみられる。

　周囲の堀は戦後の刑務所庁舎や住宅建設等に伴い、北及び西側が完全に埋め立てられたが（注39）、南側や東側部

分は25m程度の幅が約１mの窪みとして残っており、遺存状態は良好といえる（注40）。『伊達秘鑑』には堀に水を湛え

たとあるほか、寛保元年（1741）の『獅山公治家記録』には水不足の際は南側と北側の堀の水を用水とするとあり、

城を巡る堀跡は造営当初から水堀で、廃城後、堀は貯水施設となりながらもその状態を止めていたものと考えら

れる。

　張出しは塁線の北西隅部、西辺南端部、東辺北端部の隅に加え南辺中央部の４か所に配置されている。張出しは

他所と同様の幅をもった土塁の屈曲のみで構成されたもので、ここに櫓台などを思わせる平場等の表面遺構は確認

できない。しかし張出しの存在はこの城が単なる屋敷とは異なり、戦の際の防御機能を備えていたことを推察させ

るものである。張出しの規模は南西隅部がやや小さい他は長辺側の内法尻幅が90mの規模がある。

　城の門はかつて南辺を除く三方の各中央に設置されていた。現在は土塁が幅十数m程度途切れている以外、かつ

ての門を思わせるような遺構は見当たらない。西側から城内に入ると正面には鉤型に折れる内枡形土塁が配置され、

城の北側に誘導される。枡形土塁は高さ２mと低いものだが、入口ゆえに後世に形状が改変されている可能性が高

い。かつては北側や東側にも同様の土塁があったことが廃城後に描かれた幾つかの絵図により確認できるが、これ

らは集治監設置の際に撤去されたと考えられる。さらに絵図では西側の枡形土塁がひときわ大きく描かれているも

のがある。『木村宇右衛門覚書』には、大手は西であったとしており、この事から若林城の大手口は仙台城や奥州

街道と相対する西側にあり、この枡形土塁や西面する二つの張出しは、防御上城の正面を意識した配置と推察され

る。

　城内への入城路は現在東側が土橋状の通路となっているが、これが本来の構造かは不明である。しかし近年、大

手側の外で実施した試掘調査では堀の痕跡は確認できず、三方の入口には絵図から窺えるように土橋が取り付いて

いたものと考えられる（注41）。

　現在、城西側の広瀬川上流側から取水した水を東の平野部へ流す六郷堀が城北側の土塁裾に沿って東流している。

六郷堀はその開削時期が不明であり、寛文９年（1669）の城下絵図が初見であるがさらに遡る可能性がある用水堀

である。絵図が描かれた当事、六郷堀の水は既に城の堀に入れられると共にその一部は城内にも水路として引かれ

ており、六郷堀と若林城の位置関係や大規模な堀への導水を考えた場合、六郷堀の開削は若林城とその城下の造営

と大きく関わっていることも十分予想される（注42）。

第２章　若林城の概要　第３節　若林城の概要
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注

注１　17世紀後半に仙台領内の古城を記録した『仙台古城書上』には、一方は規模が東西40間、南北38間で、城主は国分能登守

　　　であり、もう一 方は東西58間、南北38間で、堀江伊勢や国分氏最後の当主である国分盛重が居住したとされる。

注２　元禄・享保年間（1688〜1736）に書かれたとされる『東奥老士夜話』には「若林御城国分殿古館、」とある。平成21年度

　　　の若林城跡第10次調査においては、若林城造営の際の整地土下から城館などに伴うとみられる大規模な堀跡を発見してい

　　　る。堀は若林城造営に伴い完全に埋められており、方向は若林城とは異なるが、その時代性から国分氏に関わるものの可

　　　能性も考えられる。

注３　佐藤洋氏による。

注４　後に仙台城の中枢となる二の丸は、政宗の死去後の寛永15（1638）年に二代藩主忠宗により造営されたもので、政宗の時

　　　代はあくまでも本丸が中心であった。

注５　『正保絵図』などには「仮屋」と記され、享保年間の『仙台御城覚書』には、「花壇仮屋、東西五十間、南北四十八間」と

　　　ある。また『御修覆帳』にみえる建物は、周囲を塀が廻り、複数の番所を配置し、「広間」とある前面の建物の奥に、床

　　　間を備えた部屋をもつ「寝所」や「大所」等の建物がみられる。その規模や各部屋の配置は簡潔ながらも藩主の御殿とも

　　　成りえる建物群といえる。

注６　仙台市博物館建設に伴う三の丸跡の調査において、16世紀初め頃の庭園や茶室等の遺構が確認されており、ここが政宗に

　　　よる山上の本丸に対する「下屋敷」と推定されている。

注７　正式には『土井利勝外三名連署奉書』で、新造する屋敷は「仙台屋敷構」とされている。

注８　『若林普請覚』には「御城御門」とあり、以後の藩内の文書や絵図においても「若林城」や「御城」・「古城」などと記さ

　　　れている。

注９　『政宗君記録引証記』による。城の堀は主にかつての河川跡などの軟弱な場所に配置されたとみられ、普請は難航したこ

　　　とがわかる。

注10　『貞山公治家記録』による。

注11　「山里」は城内の奥側にある庭園を伴った私的な空間とみられ、「石垣」が築かれていたことや、「的場」があったことが       

　　　窺える。山里南西側の「どて」とは現在ある土塁を指すのかは不明である。さらに「南之丸」に水を引き入れたとの記述

　　　は、曲輪などの広い空間にあった庭園の存在も推定される。「御城御門前あく水おとし樋」は、城門前の排水施設に関し       

　　　てのこととみられ、城の立地や堀との関係から考えると、普請にあたっては水の引き方や処理が大きな問題であったと考

      えられる。

注12　伊達成実による『政宗記』には、政宗が「若林の西樞輪」で能を催したとあり、また政宗の小姓による『木村宇右衛門覚

　　　書』には、政宗が若林城の「にしくるわ」という出丸（＝曲輪）に屋敷を構えたとある。この曲輪が城のどこにあったか

　　　は不明であるが、他に城の中心らしき郭の記載が全くみられないことから、城内でも重要な場所であったことがうかがえ

　　　る。

注13　現在残る城跡は、その形状や配置から一回りの土塁と堀に囲まれた単一の郭との認識が強いが、『若林普請覚』の記載も

　　　含め、記録にある名称をもった城の施設が全て現在の城跡内の様子であったかは不明である。

注14　この屋敷は二代藩主 忠宗が別荘（仮屋）として造ったものが始まりで（『封内風土記』）、ここに火薬を置いたとある。18

　　　世紀中頃の『節翁古談』には、「只今之小泉屋敷ハ昔古御城之曲輪有之」、「御城之出曲輪御再興と相見得」とある。養種

　　　園遺跡の発掘調査では文政９年（1826）年に描かれた『国分小泉御屋敷御絵図』にみえる屋敷を囲む堀や大規模な池など

　　　を確認している。

注 15　『貞山公治家記録』等による。

注 16　『伊達秘鑑』は家臣の中には若林と仙台の両方に屋敷を構える者や、父子で分かれて居住する者もあったとし、その間の
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　　　通りは通行が絶えなかったとしている。『木村宇右衛門覚書』には伊達成実の「若はやしの屋敷」が新築され、そこには       

　　　書院、舞台、数寄屋などもあったことがわかるが、『治家記録』にはこの屋敷が寛永11年の出火で全焼し、同時に肴町も

      類焼したとある。

注17　『仙台鹿の子』には若林城下の範囲を、「東南は野を限り、西は土樋東脇毘沙門堂通町切、北は三百人町切なり」とあり、

      仙台城下と接する西および北側については、範囲が決められていたことがわかる。

注18　『石母田家文書』による。

注19　『義山公治家記録』には「若林御牒蔵」とあるが、城内での発掘調査においては、確認した建物跡が火災にあった痕跡は       

　　　確認できず、蔵は現在の城の外側に配置された曲輪か城下に置かれた可能性が高い。

注20　『貞山公治家記録』にある、「回リノ堀一重ハ残置キ、外ハ皆故ノ田畑トスヘキ由仰付ラル」の文言は、若林城が現在の       

　　　範囲に止まらず、城域のさらなる広がりを憶測させるものとなっている。

注21　『義山公治家記録』にはこれらの建物に対し、「右御作事、若林屋形ヲ解体シ用イラル」とある。

注22　同記録の寛永十六年三月二十八日条には、「仙台二ノ丸御座間・御寝所・奥方御寝所上棟。」とあり、また同年六月二十五

　　　日の二ノ丸への御移徙を経た十二月二十日条には、「去ル五月二十六日ヨリ今日マデ、御蔵・大手御門・大書院・大広間・

　　　舞台・御歩行間、上棟アリ。」とある。しかしこれら二度の記事にみえる建物については若林城のものとは記されていない。

注23　指図は１間を一目盛とした方眼上に、二の丸殿舎の建物を個別に貼り付けたもので、各建物には部屋名や柱位置のほか、

　　　建具等の記載もある。佐藤巧氏は指図にある建物は天和から元禄期以降に行なわれた二の丸大改造後の建物に比べ単純な

　　　構成をみせ、初期二の丸御殿の特徴を示すとしている。また指図には、焼火間、虎間、上台所、大台所など、寛永15年       

　　　の『義山公治家記録』にあり若林城から移したとされる主要な建物も描かれている。

注24　『茂庭家記録』・『仙府明石屋資料』による。

注25　『肯山公治家記録』にみえ、「薬園」の初見であるが、その設置時期は不明である。また『木村宇右衛門覚書』には、かつ

　　　て政宗が「若林の城ハ忠宗公の居所になる所にてなし、家とも取ほこし後ハやくゑんなとしたるよし」などと話したとあ

　　　るが、これに従えば、政宗の死後間もなく薬園となったことも推測される。

注26　『肯山公治家記録』には、「若林焔硝蔵」とあり、後世に若林城が「古城」や「古御城」、さらに「下屋敷」と呼ばれたこ

　　　とを考慮すると、蔵は当時、「若林」とよばれた小泉村の旧若林城下にあったものと考えられる。またこれまでの発掘調

　　　査では、この爆発に伴うとみられる痕跡等は全く確認できない。

注27　各絵図の年代を考えると、そのほとんどは城跡の外郭と共に内部に設置された御薬園の施設を描いたものである。

注28　『御修覆帳』所収の「若林御薬園」は宝暦から安永頃、「若林古御城」は文化文政頃のものとされている。

注29　建物は柱配置からみて東西９間、南北２間半程度とみられるもので、内部は幾つかの部屋に仕切られ、縁が付属している。

　　　建物の性格としては薬園の管理及び作業施設と考えられる。また堀の幅や深さは明らかでないが、これらの絵図には描か

　　　れない水路跡が第５次調査と第６次調査で確認されており、絵図にある堀はこれらに比べ大規模で、石組により護岸され

　　　たものと考えられる。

注30　平成16年度の試掘調査では、このプランの内部とみられる地区で植物遺体を含む厚く堆積した水性堆積土壌を確認してい

　　　る。また第６次調査では、プラン東端とみられる法面を広範囲に確認しており、その内部には廃城後に営まれた近世の畑

　　　の耕作土が流入している。

注31　『御修覆帳』図に描かれた池らしきものは描かれないが、これは単に省略されたものと推察される。

注32　『獅山公治家記録』等には、堀に水門を設置し、田の水不足の際に用水として用いたことがみえる。

注33　『忠山公治家記録』等には、元文〜寛延年間に松田平蔵という役人が菜園守として薬園に詰めており、人参が主要な栽培

　　　作物であったことがわかる。

注 34　『仙台名所聞書』による。

第２章　若林城の概要　第３節　若林城の概要
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注35　宮城集治監設置後間もない撮影とみられ、城跡を撮影した最も古い写真である。

注36　城の現況と廃城後の絵図に描かれた姿はほとんど変化が無く、後世に大きく改変された痕跡は無い。

注37　この規模は同じ平城の中でも藩政時代、大名の居城であった山形城や米沢城の本丸規模を上回るものである。

注38　現在の土塁頂部は昭和53年の宮城県沖地震で倒壊した煉瓦塀に代わり設置されたコンクリート塀を設置する際に大きく削

　　　られ、上端幅が広くなっているとみられる。

注39　施設の建設に伴い、城内への導水は廃止され、水路は全て埋められたとみられる。堀もまた官舎建設等により埋められる

　　　のに伴い、現在のような水路として整備されたとみられるが、詳しい時期は不明である。

注40　伊達成実による『政宗記』には、土塁の高さが二丈（約６m）余り、堀幅が30間（約60m）とあるが、現在確認できる城　

　　　周囲の堀幅とは相違しており、記録がこの場所を指すものか不明である。

注41　御薬園の絵図等にあるように、土橋部分では細い水路で両側の堀を繋ぎ、短い橋が架けられていたとみられる。

注42　『伊達便覧志』には政宗が若林城を造営する際、「廣瀬の川流をせき入れて、城湟にそそぎ其要害を固くせり。」としている。
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第４節　これまでの調査

　若林城跡の発掘調査はこれまで第１次から第10次までの計10回が実施されており、このうち第１次から第３次調

査については今回の宮城刑務所全体改築にかかわる一連の調査以前のものである。

　昭和59年に宮城県教育委員会と合同で実施した第１次調査区は城内の南東部に位置し、調査面積が狭いながらも

中世から近世とみられる掘立柱建物跡１棟のほか、柱穴の可能性のあるピット群を確認し、一部の遺構については

何かしら若林城に関わる遺構群の可能性が指摘された。

　第２次調査区は第１次調査区の北側に位置し、調査面積が1,423㎡と広範囲にわたる調査を実施した。検出遺構

には５世紀後半から６世紀初め頃の円墳１基、平安時代の竪穴住居跡４軒のほか竪穴遺構や土坑などがあり、隣接

する南小泉遺跡から続く集落の存在や、今日まで周辺地区の調査では確認されていない古墳を確認した。また近世

の遺構としては近世瓦がまとまって出土した土坑があり、この遺構が唯一若林城に関係するものと推定された。ま

た今回の調査で確認した礎石建物跡や塀跡の一部がこの調査区まで延びていたことが考えられる。しかし第１次、

第２次調査区のある城南東地区においては、造営に伴う整地土や廃城後の畑の耕作土層などは確認できず、城の遺

構は明治以来、城内の度重なる改変により既に失われていることが示唆されたと共に、その認識は以後20年近くも

続くこととなった。

第２章　若林城の概要　第４節　これまでの調査
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　第３次調査は城北側の都市計画道路拡幅工事に伴う城外での調査で、平成11年に実施した。調査地は若林城北西

部にある土塁と堀跡の「張出し」北側に位置し、調査では城北辺の堀跡北岸を確認したほか、東側では塁線に沿

い南側に折れる堀跡の屈曲部を確認した。この調査では堀幅が明らかとなると共に、堀の形状が若林城廃城後に描

かれた幾つかの絵図とほぼ一致することが判明した。しかし調査区の制約から、堀の深さや断面形状などは不明で、

遺物も上層部から出土した近現代のものがほとんどであった。

　今回の宮城刑務所全体改築計画に伴う調査は第４次調査が最初である。この調査では事前に城内の16か所で実施

した試掘調査の結果をもとに設定した２か所の調査区と３か所の試掘区において、多数の円礫を充填した建物の礎

石跡や石敷遺構などを広範囲に確認した。これらの一部の礎石跡については明治11年(1878)に建設された房舎（六

角塔）の基礎に壊されており、礎石跡の構造が仙台城大広間のものと類似しており、さらに間隔が江戸初期の基準

である６尺５寸に近いものであることから、この礎石跡により構成される建物跡が若林城に関係するものと判断す

るにいたった。

　第５次調査は改築計画の最初の建物となる処遇管理棟部分を全面調査したものである。調査では大規模な整地土

上から多数の礎石跡により構成された大小４棟の建物跡のほか、これら建物群の周囲に広範囲に敷設された石敷遺

構や各建物の外縁に巡らした雨落ち溝跡などを多数確認した。建物跡は全体規模や柱配置からみた構造に加え、周

辺施設のあり方などから、城の中心とも言うべき表御殿の一部と考えられるに至り、これまで失われたとみられて

きた若林城の遺構が良好かつ広範囲に残存していることが判明した。さらに１号建物は形状や規模が仙台城二の丸

を描いた『御二之丸御指図』にみる「大台所」と酷似したことから、二の丸へ移築する以前の姿と推定されること

となった。また遺構上層には廃城後に城内に設置された「御薬園」のものとみられる畑の痕跡（小溝状遺構群）を

ほぼ全域で確認している。

　第６次調査は城南東部に建設予定の仮設職業訓練棟を対象に実施した。調査地は第２次調査区南側に位置し、確

認遺構は平安時代を中心とした竪穴住居跡や畑跡に止まり、建物跡等の城の遺構はおろか、近接する第１次、第２

次調査同様に整地層も確認できなかった。ただし西側に傾斜する大規模な人工的な落ち込みについては、後世の絵

図に描かれた大池の可能性が高いことが判明し、また東西方向の石組み水路跡は第５次調査で確認した水路跡との

同一性が考えられると共に、これらの遺構が城造営当初からの施設の可能性も指摘された。

　第７次調査区は第５次調査区北東部に近接し、調査は一連の矯正施設建設とは別に、遺構確認を目的に国庫補助

により実施した。調査では建物か廊下の可能性のある礎石建物跡１棟や、その南側に展開する別建物に伴う雨落ち

溝跡のほか、建物間には周囲を石列で仕切り、石敷を伴った池跡を確認した。池跡は建物に囲まれた中庭的空間に

造られた施設と推定され、これらのことから城内の遺構が建物のみならず、様々な施設や空間により構成されてい

ることが明らかとなってきた。なお第７次調査区の南側一部については、第８次調査の際にあらためて遺構確認を

行なったことで重複している。
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第３章　調査の方法と経過

第１節　調査の方法

　第８次・第９次調査は宮城刑務所の全体改築に伴う発掘調査であり、城内における発掘調査は過去に６回実施さ

れているが、そのうち今回の改築に伴う調査は４回ある。今回対象とする場所は炊場棟建設予定地であり、建物本

体部分と周辺廊下等を含めた計画面積は3,134㎡である。調査予定地内には現施設が残っており、その撤去の進行

状況に加え、年内の調査予定期間等を勘案した結果、平成19年度には調査対象範囲の西側1,600㎡を第８次調査と

して実施し、平成20年度には残りの東側1,534㎡を第９次調査として実施した。第８次調査区は第４次調査２区お

よび第７次調査区の一部と重複し、また第９次調査は昭和60年度実施の第２次調査区と第４次調査２区の一部と重

複している。

　調査区を設定するにあたっては、新築建物の基礎構造が未決定であったことから、宮城刑務所側の意向により、

建物本体部分の調査区は地上の建物面積よりも広くとっている。また調査区は建物東側に設定されている空間部分

を含んだものとなったほか、西側においては既存施設との関係から処遇管理棟へ接続する新築廊下部分の調査がで

きない状況であったが、この地区における遺構確認の重要性を考慮し協議の上、調査区本体を西側へ拡張し、同時

に調査面積を確保した。

　表土掘削作業はバックホーで表土Ⅰ層と近代以降の整地土Ⅱ層を併せて行い、近現代の撹乱と判断した部分につ

いても並行してバックホーで掘削した。また明治期に建設されたかつての房舎基礎に入れられた大型の円礫につい

ても作業の効率性と安全性を考慮し、バックホーで除去した。

　バックホーによる表土掘削後、人力により小規模撹乱の掘削と整形、Ⅱ層残存土の掘削を行い、同時に近世の畑

耕作土Ⅲ層面での遺構検出を行った。Ⅲ層上面では集石遺構の確認と掘込みと記録を行った後、Ⅲ層の掘削と並行

し遺物の取り上げを行い、掘削が終了した部分についてはⅣ層面での遺構検出を先行して行った。

　Ⅳ層面では近世の小溝状遺構群や溝跡、土坑等の若林城廃城後の遺構と共に、同面においてこれらに切られる形

で若林城に関わる遺構を多数確認した。小溝状遺構群については、Ⅳ層上面での検出ではあるがⅢ層に属する遺構
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であることから、調査はこれらを先行させた。次いで若林城遺構との重複関係があるものや、相互の位置関係や方

向性を考慮し、若林城以後の遺構と判断した溝跡や土坑の掘削を行った。これらの遺構の掘削を終了した後、若林

城遺構の確認作業を行い、作業終了時点ではラジコンヘリコプターによる空中写真撮影を実施した。その後、若林

城期遺構の掘込みを開始したが、確認した遺構については保存措置をとることが前提であることから、遺構掘削は

後の再調査も視野に入れ、一部にとどめた。遺構の掘込みにあたっては、礎石跡は礎石の抜取痕跡部分、溝跡は後

世の流入土を中心に行い、溝跡については構造確認のために一部掘り方を断ち割った。また礎石跡をはじめ、多く

の遺構については撹乱断面を利用した記録をとるよう極力努めた。さらにⅥ層が露出した地区で確認した古代・中

近遺構については、若林城の遺構に影響のない範囲で遺構確認に努めた。

　調査の終了に伴い、礎石跡や溝跡を構成する多数の礫部分や撹乱壁面を中心に遺構面を不織布により保護し、砂

状にした目の細かい砕石により調査区を埋め戻した。さらに建物建設までの間の砂の飛散や調査区壁面の保護のた

め、上部をシートで覆った。

　重機掘削終了後に第５次調査の際に設定した世界測地系平面直角座標第Ｘ系に基づいた５m間隔のグリッドを表

す基準杭を打設し、遺物取り上げの基準とした。グリッドは東西方向をＹ軸、南北方向をＸ軸とし、Ｙ軸は西から

東にY１、Y２と、Ｘ軸は北から南にX１、X２と付番し、グリッド名称はグリッド北西側の交点名をY１X１のように

表記した。遺構の測量は第Ⅹ系に基づき、自動追尾型トータルステーション（GTS−801A株式会社トプコン）を用い

たデジタル地形測量システム（BLUETREND Field com　福井コンピュータ株式会社）によりデータを取得し、測量

計算CADシステム（BLUETREND V　福井コンピュータ株式会社）及びCADソフト（AutoCAD2004　オートデスク株式会

社）を用いて図化編集作業を行った。出土した遺物は基本層や撹乱出土のもの、さらに溝跡など広範囲にわたる遺

構は原則としてグリッドごとに取り上げ、遺構内出土遺物については極力個別の層位ごとに取り上げた。また陶磁

器や金属製品などの瓦以外の小数遺物については出土位置を座標により記録した。

第２節　調査の経過

（１）調査の経過

[第８次調査]　

　調査事務所や場内休憩棟などの設置、器材の搬入等の調査準備は５月14日から開始した。調査区内の刑務所施設

の解体撤去工事が当初の調査開始予定日以降となったため、表土掘削は平成19年６月５日から開始することとなっ

た。調査区の設定にあたっては調査区南西角に新設した下水施設が埋設されており、建物範囲に沿った調査区の設

定が難しかったことから、調査区の西側と北側を拡張させ、第５次調査区に近接させることで同面積を確保した。

　６月６日から作業員を段階的に増員し、６月11日より全作業員により撹乱掘削を本格的に開始した。６月25日か

らはⅢ層上面での遺構確認を開始し、７月10日にⅢ層上面遺構を掘削した後の状況写真撮影を行った。７月11日か

らはⅢ層の掘削を開始すると同時に、概ね掘削が完了した地区からⅣ層面での遺構確認を開始した。10月23日には

若林城以後の遺構掘削と記録をほぼ終了させ、若林城関連遺構の確認作業がほぼ終了した10月26日にはラジコンヘ

リによる空中写真撮影を実施した。撮影直後には遺構の部分的な掘削を開始し、作業は12月19日まで行った。12月

11日からは一部の調査区の埋め戻し作業を開始し、12月21日に全ての埋め戻しを終了させ、野外での作業を完了した。

　調査期間中には10月12日に仙台城跡調査指導委員会の調査指導をはじめ、佐藤巧東北大学名誉教授、藤澤敦東北

大学准教授、追川吉生東京大学大学院助手など考古学や古建築の有識者から調査指導を受けた。視察では10月か

ら11月にかけ、宮城県文化財保護課、宮城県史跡整備協議会、東北大学埋蔵文化財調査室、仙台市博物館をはじめ、

研究分野の異なる多数の視察者があった。10月20日には中近世研究者による若林城跡調査検討会を開催した。また
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調査成果や保存に対する取り組みなどを広く一般市民に公開することを目的とした普及啓発活動の一環として、11

月１日に記者発表会、11月３日に宮城刑務所矯正展での資料展示会、11月23日には現地説明会を行った。

[第９次調査]　

　調査事務所や場内休憩棟などの設置や器材の搬入等の調査準備は５月23日から開始したが、表土掘削は当初予定

を大幅に遅れた平成20年６月２日から開始した。調査区の設定においてはその南西部に昨年度解体した建物の基礎

が広く残存し、当初設定した調査区の一部がこれと重複するため調査区南側を拡張しており、これに伴い調査区の

東側を縮小することで全体の調査面積を調整した。

　６月２日から作業員による小規模な撹乱掘削と整形を行い、６月16日からⅢ層面での遺構確認を行った。確認遺

構の掘削と記録を行った後、６月30日からⅢ層の掘削と並行してⅣ層上面での遺構確認を行い、第８次調査同様に

若林城以後の遺構や若林城の遺構を数多く確認した。確認遺構のうち調査区南西部の建物跡を構成する礎石跡群は、

第８次調査で確認した９号建物跡と同一建物のものであることが判明すると共に、建物の南端を確認するため、調

査区の南壁側を一部拡張した。若林城以後の遺構掘削を終了した後は若林城の遺構群の確認作業を本格的に開始し

た。10月17日にラジコンヘリによる空中写真撮影を実施した。撮影後は各遺構の部分的な掘削を開始し、作業は12

月11日に終了した。11月26日からは埋め戻し作業を一部開始し、12月15日に埋め戻しの終了をもって全ての野外作

業を完了した。

　調査期間中には10月10日の仙台城跡調査指導委員会の調査指導をはじめ、佐藤巧氏、追川吉生氏のほか、庭園研

究の立場から田中哲雄東北芸術工科大学教授から調査指導を受けた。視察では８月12日の仙台市文化財保護審議会

をはじめ、11月には宮城県文化財保護課や仙台市博物館などがあった。普及啓発活動として10月28日には記者発表

会、11月１日には宮城刑務所矯正展の機会を借りて遺跡見学会を開催した。

（２）遺構の保存方法

　平成18年３月の四者協議による合意に従い、処遇管理棟に続き今後建設する建物下にある遺構は保存されること

となった。今回対象となった炊場棟については、当初計画されていたラップルコンクリート基礎からベタ基礎へ変

更され、遺構の埋め戻し作業は第８次調査終了時点と第９次調査終了時点の２度に分けて行なっている。

　遺構の埋め戻し作業としてはまず遺構面を養生するため、厚さ1.6mmの不織布を石敷遺構、礎石跡、石組みなど、

礫により構築された部分を中心に敷設した。これは将来、本地区を再調査した場合を考慮し、埋め戻した目の細か

い砕石が礫間へ入り込むのを防ぐと共に、建物外より導水浸透させた雨水を滞水させないためのものである。第５

次調査では厚さ３㎜の不織布も併用したが、遺構内礫の凹凸に密着しにくいため、今回は薄手の不織布のみ使用し

た。この後、養生した遺構上に砕石砂を約15cmの厚さで敷き均し、また建物の不等沈下防止のために、全ての撹乱

部分にもこれを充填した。発掘調査時における埋め戻し作業はこれをもって終了とし、建築工事着工までの間は上

部にシートを敷き、遺構ならびに調査区の保持に努めた。

　建物建設に伴う今後の予定としては、建物範囲内の未調査部分での近現代盛土を除去した後、既に下部に遺構が

保存されている処遇管理棟同様、砕石砂をローラーで転圧し、敷き均す予定である。また砕石中には建物外から通

したナイロン製の透水管を導水用暗渠として３m程度の間隔で埋設し、これにより建物外での降雨を建物基礎内部

に入れ、遺構面周辺土中の水分を保持する。さらに砕石上面には全面に厚さ22mmの鉄板を敷き、将来の建物解体に

伴う遺構破壊の危険性に対処することとし、撹乱内に収めるよう設計したエレベーターピット部分には鉄板を箱状

に組む予定である。この上部に構築する建物基礎については、鉄板上にコンクリートを厚く流し込み、これを耐圧

板として建物全体で荷重を受ける構造とし、遺構に及ぼす影響を極力少なくする計画である。

（１）調査の経過
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（３）普及啓発活動

　仙台市教育委員会では若林城跡の発掘調査ならびに整理・報告書作成のほかに、市民を対象とした様々な普及啓

発活動を行なっている（第３表）。平成19年度から21年度に実施した主な活動は以下のとおりである。

［報道発表会・遺跡見学会］

　報道機関を対象とした発表会は平成19年度の第８次調査、平成20年度の第９次調査、平成21年度の第10次調査の

調査期間中に開催し、多数の取材があった。また一般市民を対象とした遺跡見学会は第８次調査において矯正施設

第３章　調査の方法と経過　第２節　調査の経過
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内では初の試みとして開催したところ、見学者数の制限があったにもかかわらず多数の応募が寄せられた。第９次

調査での見学会は警備や入場者数を考慮し、法務省主催の矯正展内での開催となったが、当日は1,500名を越える

入場者があり、若林城跡への市民の関心の高さがうかがわれた。

［発表会・展示会など］

　当課事業としては平成20年度に文化財展「仙台城と若林城」を開催したほか、年度末の文化財展「文化財この一

年」において写真パネルや出土遺物の展示を毎年行なっている。その他としては宮城県教育委員会主催「宮城の発

掘調査パネル展」への出展、宮城県考古学会主催「宮城県遺跡調査成果発表会」での報告、地底の森ミュージアム

の企画展「若林城」での資料展示を行なった。また平成19年度には遺跡見学会とは別に、矯正展において現地で写

真パネルや出土遺物の展示を行なったほか、平成21年度の第10次調査では、同展において資料展示会を開催し、1,200

名を超える参加があった。

［講　座］

　若林城跡を内容とした講座は、各団体からの依頼に応じ仙台市が行なう「市政出前講座」や、市内各市民センター、

各種団体による地域講座のほか、地底の森ミュージアム、ガイドボランティア会などからの依頼によるものなどが

あり、それぞれに調査担当者を講師として派遣した。

［刊行物］

　発掘調査成果をまとめた発掘調査報告書は、平成20年３月に「若林城跡第５次発掘調査報告書」を刊行したほか、

当課の事業報告書である「文化財年報」、文化財広報誌の「文化財せんだい」、平成20年度の文化財展「仙台城と若

林城」のパンフレット等において若林城跡関係の調査成果や関連情報を掲載した。また宮城県考古学会刊行の「宮

城考古学」に調査成果を掲載した。

第３節　資料整理の方法

［出土遺物の整理作業］

　調査で出土した遺物は縄文土器、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

製品など多岐にわたり、基礎整理作業終了時点での数量は第８次・第９次調査を合わせて遺物収納用コンテナで

267箱となった。遺物は全て遺物カード台帳およびコンテナ台帳を作成し管理している。

　平成19年度の資料整理は野外作業と並行して第８次調査遺物の洗浄を行い、冬期には遺物注記、一部の接合まで

の基礎整理作業を行った。また平成20年度には野外調査と並行し、第８次調査の残り分の接合を行った後、復元、

分類・計量を行い、さらに実測・トレースなどを通年作業として行い、また冬期を中心に第９次調査遺物の洗浄・

注記、一部の接合までの基礎整理作業を行った。さらに平成21年度には報告書作成作業として第９次調査の残り分

の遺物接合、復元、分類・計量の基礎作業を行った後、実測・トレースとそれに伴う注記表の作成と報告書用図版

の作成、遺物写真撮影と図版作成など、報告書作成の最終段階までの各種作業を行った。

　遺物洗浄は陶磁器や瓦など硬質のものは豚毛ブラシを使用し、土師器など軟質のものは狸毛ブラシを使用するこ

とにより破損や磨耗のないよう注意して行った。洗浄後は十分に自然乾燥させたのち、遺物番号および種別ごと

にチャック付きポリエチレン袋に収納し、コンテナ箱に遺構別に仮収納した。金属製品は錆取り処理を行ったのち、

除湿剤（シリカゲル）を入れたポリ袋またはアクリル製ケースに収納した。

　注記は遺物の色調に合わせて白色または黒色のポスターカラーを使用し、調査次数、遺物番号、遺構名またはグ

リッド名、細部名、出土層位名を記入して、ニスでコーティング処理を行った。但し概ね３cm以下の小破片遺物に

ついては、調査次数、遺物番号のみの注記にとどめ、陶磁器への注記は破断面に行った。また原則として１cm以下

（３）普及啓発活動
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の瓦の極小破片、釘などの金属製品、木片、炭化物への注記は行わなかった。

　接合は種別ごとに遺構、グリッド、層位間について段階的に行った。接合には原則としてセルロース系接着剤（セ

メダインＣ）を用い、素地が軟質で強化の必要な遺物については接合面にバインダー溶液を塗布して硬質化させた

のち接着した。復元・補強には復元用素材（エレホン）と骨材としてポリエステル製樹脂（プライトン）を用いた。

　遺物の分類は種別ごとの分類後に細分類を行い、各遺構、グリッド、層位ごとに数量と重量を計測し集計した。

瓦の分類については若林城跡第５次調査及び仙台城本丸跡第１次調査での分類基準を参考にして項目を設けた。

　登録は瓦は残存率と分類ごとの出土量を考慮し、報告書への掲載が想定されるものを優先して登録した。須恵器、

土師器、土師質土器、石製品は形態と残存率に応じて選別し登録を行った。縄文土器、陶器、磁器、土製品、埴輪、

金属製品、石製品は出土点数が瓦に比較して少ないため全て登録した。登録番号は種類ごとに遺物略号を付し、第

８次・第９次調査を通して付番した。

　実測は登録遺物の中から選別したものの実測図を作成した。実測は原則として手測りで行ったが、陶磁器の文様

はデジタルカメラで撮影し、トレース段階で合成図化を行った。遺物のトレースはベクタードローイングソフト

（Adobe Illustrator 10　アドビシステムズ株式会社）を使用し、ベクターデータ化した上で既刊の報告書に準じ

た縮尺でレイアウトし報告書用の図版を作成した。

　遺物の写真撮影は35mm一眼レフカメラ、一眼レフデジタルカメラを使用し、人工光源を使用して垂直方向または

俯瞰にて撮影を行った。特に瓦の撮影にあたっては成形や調整技法が観察できるように光源調整し撮影した。35mm

カメラでの撮影にはモノクロフィルムを使用し、デジタルカメラでの撮影データは1,000万画素で撮影したものを

JPEG形式で保存し使用した。

［遺構図の編集］

　遺構図は発掘調査後の基礎整理で作成した図面データを基にし、報告書図版に必要となる図面の校正・編集を

行った。図面編集は測量計算CADシステム（BLUETREND V　福井コンピュータ株式会社）およびCADソフト（AutoCAD 

2004　オートデスク株式会社）を使用し、最終的なデータの納品を踏まえ、汎用CADデータ形式であるDXF形式で保

存した。個別遺構図、遺物出土状況図等については各層位や遺構種別ごとにデータを細分化し管理できるようにし

た。また礫を含んだ礎石跡や溝跡等についてはデジタルカメラにより写真測量を行った後、画像計測システムソ

フト（Image Master　株式会社トプコン）により写真補正およびオルソ画像処理を行い、他の遺構図データ同様に

CADソフトを用いた図化編集や合成作業を行った。遺構図版は上記のデータをベクタードローイングソフトデータ

形式であるAI形式に変換し、縮尺変更、線号付与、テキスト類の入力を行った上で報告書図版データを作成した。

［報告書原稿の執筆・編集］

　報告書はワープロソフト（Microsoft Office Word　マイクロソフト株式会社）や表計算ソフト（Microsoft 

Office Excel　マイクロソフト株式会社）などを使用し、原稿や表などの作成を行った。作成した図表はベクター

データ化して図版として編集した。

第３章　調査の方法と経過　第３節　資料整理の方法



26

第４章　基本層序
　第８次・第９次調査で確認した基本層位はⅠ〜Ⅶ層に大別した。基本層各層の堆積状況や層相については、隣接

する第５次・第７次調査と大差なく、これらに準じた層の大別が可能であった。但しⅣ層については整地土という

性格上、細分層を以前の調査区でのものと合致させることが困難であったことから、今回の調査では層順により新

たに付番している。

Ⅰ層　現代の表土層である。本調査区には調査直前まで施設建物があり、建物の基礎や解体後の埋め戻し層もこれ

に含まれる。調査区周辺の現地形は南側がやや高くなっているが、これは近年行われた整地や掘削等の諸作業に起

因するものと考えられる。

Ⅱ層　近現代の整地層で、層中には刑務所関係の施設に使用した瓦やレンガ等が含まれている。堆積土はⅠ層と比

べ全体的にしまっており、混入するブロック土はⅣ層に比べ径の小さなものである。土色や包含物から概ね３層に

分層したが、Ⅱb層が主体となり広範囲にみられる。また六角塔基礎部分ではかつて塔建設に伴い下部に厚く盛っ

た整地を確認したことから、ここでの層下半部は六角塔建設に伴う硬くしまった整地土で、これに対し上半部は六

角塔が解体された昭和40年代以降に周辺全体に盛られた新たな整地土と考えられる。

Ⅲ層　若林城廃城後に形成された近世の畑耕作土である。大きく２層に分層できるが、主体は均質なシルト質のⅢ

a層で、堆積土中からは若林城に伴う瓦をはじめ、近世の陶磁器等が出土している。Ⅲ層の堆積範囲は近現代の土

壌削平により残存しないとみられる第９次調査区北西部と南東部を除き、調査区全域で確認している。Ⅳ層との層

理面は凹凸が著しく乱れており、耕作土下面の状況をみせている。層厚は最も厚い調査区北壁側で0.35m程度である。

　Ⅳ層上面で確認した小溝状遺構群は耕作土の下部形状であるが、Ⅲ層上面では確認できないことから、耕作に際

しては小溝を連続して掘削した後に畑全体を浅く耕作したとみられる。Ⅲ層は外部からの客土ではなく、直下層で

あるⅣ層整地土を連続して撹拌することで形成されたブロック土を含まない均質な人為層と考えられる。
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Ⅳ層　若林城造営に伴う整地土である。後世の耕作等で本来のⅣ層上面は削平され作土化されることで若林城期の

地表面は残存していない。Ⅳ層はほぼ調査区全域に確認したが、第９次調査区南東部や六角塔中央基礎付近では僅

かに残存するのみである。Ⅳ層は基本的に黄褐色シルトブロックと褐色シルトのブロック土の混合土からなり、こ

れをブロックの大きさや配合度合いによりⅣa〜Ⅳpの16層に細分した。但し細分層間においては地区が異なる場合

は同一層と認識することは難しかった。

　各細分層はⅣ層構築時の整地土の敷き方の特徴を見せており、地区により大きな差異がみられる。第８次調査区

のほぼ全域では３層程の厚いブロック土層が粗く敷かれる程度であるが、第９次調査区の９号建物跡付近では黄褐

色シルトと褐色シルトブロックの混合量の違いにより10層以上の色調の異なる薄いブロック層に分別でき、これら

が何重にも敷き重ねられている。またⅣ層には層の最上部に敷かれた表面遺構となるⅣa層の８号石敷遺構と、最

下部に敷かれたⅣp層の９号石敷遺構が存在している。特に後者は整地土下に敷かれた基礎地業とみられ、これを

境に整地土が段差を形成し、その結果、整地土の厚さが大きく異なっている。

Ⅴ層　今回の調査区では確認できなかったが、第５次調査で僅かに確認した若林城造営以前に存在したかつての表

土層である。Ⅵ層整地土とその直下にみられるⅥ層地山の状況から、Ⅴ層は若林城造営時に一度完全に削平され、

同時に削平されたⅣ層の上部と共に整地土として再び敷き均されたものと考えられる。

Ⅵ層　シルトの自然堆積層であり、Ⅶ層と異なり円礫を殆ど含まない。３層に大別され、主体は均質なにぶい黄褐

色砂質シルトのⅥc層である。第９次調査区の北東部ではブロック土を多量含み、薄い間層となるⅥb層と、これよ

り上部にあり僅かにブロック土を含むⅥa層を確認したが、Ⅵc層同様に両層とも自然堆積層とみられ、出土遺物は

無い。層上面での遺構はⅣ層が削平され失われた部分のみでの確認となったが、残存状況が極めて悪いにもかかわ

らず、若林城造営以前の時期の溝跡、竪穴住居跡、土坑等を多数確認している。

Ⅶ層　径10cm程度の円礫と砂礫を多量含む自然堆積層で、掘り込みの深い遺構の底面や第９次調査区東半部の撹乱

底面等で確認したのみである。調査区全体に存在するとみられ、層レベルは一定しないが大きな傾斜は確認はでき

ず、かつてこの地区を流れていた小河川を起源とする洪水性堆積土とみられる。

第４章　基本層序
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第５章　検出遺構と出土遺物
　第８次、第９次の両調査は本来一つの対象建物を調査区として設定していたものを、調査面積や施設解体時期等

を勘案し、２年次に分け調査を実施しているが、ここでは調査の別による遺構の分別は行わず報告している。検出

した遺構に関しては、検出層位によりⅢ層面、Ⅳ層面、Ⅵ層面、近代の順に遺構種別ごとに掲載し、特にⅣ層面検

出遺構については、可能な限り各遺構を時代毎に分けて掲載している。また出土遺物に関しては、出土数の大半を

占める瓦をはじめ、多くの遺物が若林城に由来し、時期の特定が容易なものと判断されることから、図表等につい

ては出土遺構や層位毎ではなく、遺物の種別を優先して最後にまとめて掲載した。

第１節　Ⅲ層上面の遺構

　Ⅲ層は若林城の廃城後に形成された近世の畑耕作土層である。今回の調査においてⅢ層上面で確認した遺構は集

石遺構７基とピット３基を確認したのみである。Ⅳ層上面で確認した遺構の中には小溝状遺構群や土坑等、若林城

後に形成されたものが多数あるが、これらには確認面の不明瞭なものもあるため、Ⅳ層上面遺構として後述してい

る。Ⅲ層は後世の撹乱を著しく受けており、一部では層自体が削平されている部分もあり、上面での遺構の残存状

況は悪いとみられるが、加えてⅢ層が畑耕作土という性格上、本来存在した遺構は少なかったとみられる。

（１）集石遺構

　集石遺構は土坑とは異なり、掘込みを伴わずに礫が集積したもので、これまでの調査でも多数確認している。出

土遺物は無く、耕作時に邪魔となった礫を集め、その時点で作業に支障無い場所へまとめて廃棄したものと考えら

れる。Ⅲ層は基本的に後世に削平を受けていないことから、Ⅲ層面で確認した礫については当時の地表面に廃棄さ

れた可能性が高い。また集石遺構の位置は礫を用いた若林城の遺構配置に関連するとみられ、44号〜47号集石遺構

は８号石敷遺構の上部や周辺に位置し、密集してあった石敷きの円礫を拾い集めたものとみられる。また49号集石

遺構は若林城期のＳＤ52上部に位置しており、既に使用していない雨落ち溝から抜き取った側石等を集め廃棄した

ものとみられる。

43号集石遺構

　Y34、X47グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸2.1m、短軸0.94mの不整形の範囲に径３〜20cmの

円礫を検出したが、礫は特に南側に密集している。礫は径５〜10cmの円礫が多く、ほとんどの礫は積み重ならず、

ほぼ平坦に出土している。

44号集石遺構

　Y35、X45グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸0.94m、短軸0.65mの不整形の範囲に径３〜20cmの

円礫がまばらにみられ、礫は径５〜10cmの円礫が多く、ほとんどの礫は積み重ならず、ほぼ平坦に出土している。

45号集石遺構

　Y35、X45グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸1.0m、短軸0.62mの不整形の範囲に密集して径３

〜20cmの多量の円礫と共に、径15cmほどの僅かな角礫がほぼ平坦に出土している。

46号集石遺構

　Y36、X45グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸0.8m、短軸0.6mの不整形の範囲に径５〜10cmの円

礫がまばらにみられ、礫は径10cmほどの円礫が多く、ほとんどの礫は積み重ならず、ほぼ平らに出土している。

（１）集石遺構
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47号集石遺構

　Y35、X44グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸1.1m、短軸0.84mの不整形の範囲に径３〜20cmの

円礫が密集している。円礫は径５〜10cmの円礫の他に径３cm以内の小円礫が多く、近辺にある44号〜46号集石遺構

に比べ小型のものが多い。

48号集石遺構

　Y41、X45グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸0.69m、短軸0.5mの不整形の範囲に径５〜20cmの

円礫をまばらに検出し、ほとんどの礫は積み重ならず、ほぼ平坦に出土している。　　　　　　　　　　　　

49号集石遺構

　Y43、X44・45グリッドで検出し、他遺構との重複関係は無い。長軸1.24m、短軸0.56mの不整形の範囲に径10〜

30cmの円礫と角礫をまとまって検出した。他の集石遺構と比べ角礫が多く、円礫は大型である。角礫は雨落ち溝の

側石と大きさや石材が類似し、これらから抜き取られたものとみられる。

（２）ピット

　ピットはY38・39、X44で３基検出したのみである。大きさはＰ１・３は長径が60cm以内で、Ｐ２は撹乱に壊され

て不明である。堆積土はⅢ層と比べ暗色である。遺物はＰ３から丸瓦か輪違いが1点出土したのみである。

（１）集石遺構
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第２節　Ⅳ層上面の遺構

　Ⅳ層は若林城造営時の整地土であり、調査区のほぼ全域で確認している。Ⅳ層上面はⅢ層に伴う耕作により撹拌

されたことで、かなりの厚さが作土化したものとみられる。残存するⅣ層上面の標高は12.0〜12.35mであるが、Ⅲ

層耕作土の厚さがほぼ均一であったと仮定すれば、当時の整地土上面はほぼ平坦であったと考えられる。遺構の分

布は、西部が密集するのに対し、東部は後の耕作が深く行われたことが影響したとみられ、確認遺構は明らかに少

ない。またⅣ層はベースとなる土壌や混入物により多くの層に細分できるが、遺構を確認した面は最上面のみであ

り、基本的に層中での確認遺構は無く、整地は一時期に行われたと考えられる。

　Ⅳ層上面での確認遺構は若林城に伴う近世初期のものに限らず、城が廃城された後に造られたものも多数ある。

このことから各遺構の時期判別においては、これまでの調査で確認した若林城遺構との関連性を考慮した上、配置

状況、他遺構との重複関係や軸方向等のほか、構造や堆積土状況、出土遺物等により判断した。

　若林城関連の遺構には、城の御殿を構成する礎石建物跡10棟のほか、建物周辺に配置された雨落ち溝跡や水路跡、

城内を区画する塀跡４基、樋跡１基、池跡とみられる性格不明遺構４基、整地土上面に敷かれた石敷遺構等がある。

第５次調査ではこのような施設の改修は溝跡の一部に確認したのみに止まったことから、ほとんどの遺構について

は城造営と共に一時期に建設された施設と理解してきた。しかし今回の調査では溝の広範囲かつ数度にわたる改修

や、施設を埋め戻した上での新たな建物の建設等を確認しており、城の短い存続期間中にも幾度かの改修が行われ

ていたことが判明した。また溝跡の中には廃城後の改修により使用され続けたものも多くみられた。その他Ⅳ層面

で確認した廃城後の近世遺構には、広範囲におよぶ小溝状遺構群を２群のほか、多数の溝跡や土坑等を確認したが、

これらの殆どは畑耕作に関連するものと考えられる。これらの中には本来、Ⅲ層上面で確認すべきものも一部含ま

れるとみられる。

１　若林城期の遺構

（１）礎石建物跡

　今回の第８次・第９次調査では基礎に礎石を使用したとみられる建物跡を10棟確認しており、特に調査区西側の

第８次調査区においては建物規模が判明する残存良好な複数の建物跡を確認している。全体的な残存状況をみると、

第５次調査で確認しているＳＢ１やＳＢ２と、それに隣接するＳＢ６〜９については個々の礎石跡を明瞭に確認し

たことで建物規模が判明したのに対し、東側のＳＢ10〜13については主に後世の耕作の影響により個々の残存が極

めて悪く、規模自体が不明な状況である。ただし全ての建物跡の周囲には基本的に雨落ち溝跡が巡っており、礎石

跡の多くが失われた建物跡についても、これら溝跡に囲まれた内側に建物範囲や形状を想定したものもある。また

礎石跡のほとんどについては、各建物内部に位置することにより、建物を構成するものと判断したが、一部には単

独で存在する礎石跡も存在し、これについては現時点で確認したどの建物跡にも属さない未認識建物の一部と判断

した。

　礎石跡は建物の柱をのせる礎石の下部に構築された掘込みを伴う基礎地業であるが、今回の調査では礎石自体は

ＳＢ９において１石を確認したに過ぎない。したがって建物寸法の基準となる柱間は礎石跡間において計測してお

り、礎石の抜取痕跡が確認できるものについては、概ねその場所をもって柱位置と仮定した。建物内での柱配置は

建物により様々で、礎石跡間の寸法も多様であるが、最も多く認められた間隔は約２mという寸法であった。これ

は６尺５寸（約197cm）に近い数値であり、若林城の建築物などの作事については、柱間をこの基準により設定し

たものと判断され、以後の記述では特に断りがない場合は１間を６尺５寸としている。また中には１間を二分（二

つ割）、２間を三分（三つ割）、３間や５間を四分（四つ割）するなどの分割方法により、建物の柱配置には６尺５

第５章　検出遺構と出土遺物　第２節　Ⅳ層上面の遺構
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寸より狭い柱間が多数存在している。

　今回検出した建物跡の多くは、礎石跡が方眼状に配置される総柱状となる印象を受けるが、そこには建物内部が

土間でない限り、屋根を支える本来の柱に加え、床のみを支える束柱の両方が混在している。建物内部の部屋割り

を検討する場合、柱と束の違いは重要となるが、その区別は容易ではない。したがってここでは個々の礎石跡の規

模や構造は勿論のこと、建物全体を通した柱間や配置の特徴を考慮した上で建物を理解することに努めており、柱

のみならず束と判断した礎石跡についてもまた隣接する礎石跡との間隔を問わず１間と表記している。

　礎石跡は基本的に礎石の抜取痕跡、根固め部分、掘り方埋土部分の３つで構成されている。本来はその上部に

礎石が据えられていたが、今回の調査で礎石と判断される礫を確認したのはＳＢ９の礎石跡22のみである。調査全

般を通し、礎石の特徴を持った礫の出土は皆無であり、このことは廃城に際し、殆どの礎石は建物部材や瓦等と共

に建物の移築先へ持ち出され、再利用されたことが推定される。礎石跡の多くには礎石を抜き取った際にできる窪

みを確認しており、この抜取痕の中には当時の表土か或いは後に形成されたⅢ層に類似した土壌が入り込んでいる。

抜取痕の形状は円形や楕円形を基本とし、礎石跡内での位置は様々であるが、礎石跡の外側に及ぶような大きなも

のは一つも無かった。

　礎石跡の調査は遺構保存の観点から抜取痕の掘込みを中心に行い、根固め上面で止めている。また構造の理解を

補うため、多数の撹乱壁面での観察を行なった。根固めは掘り方内に礫や砂の他、黄褐色や黒褐色シルト質土など

複数の土壌を混合したブロック土を入れ、柱の沈下を防止した構造である。円礫は専ら径５〜20cm以内の自然石を

使用しているが、中には径30cmの大型の円礫がある一方、３cm以下の小円礫を入れたものもある。礫は同径のもの

を選び丁寧に敷いたようなものもあれば、疎らに投げ込んだようなものもあり、また円礫よりもブロック土を圧倒

的に多く入れたものもあるなど多様である。このような違いは各建物間のみならず、建物内においても場所により

みられる。

　掘り方埋土は整地土上において土坑状のプランを掘った後、その壁面と底面に整地土同様のブロック土を詰め、

或いは貼ったもので、さらに内側に根固めとなる礫や土を入れている。中には外側に入れたブロック土を底側のみ

ならず壁側に突き固めることによりブロック土が細かな縞状へと変化したものも多数確認しており、さらにこの填

圧作業に伴い、掘り方底面のみでなく、下部に敷かれた整地土下面が沈下し、窪んだ状況も確認している。

　建物周囲の溝跡は、長さ、幅、深さなどの基本的な規模の他、壁面や底面に用いる構築材や構築方法、掘り方規

模や埋め土等の点において多様であり、さらにそれらの組み合わせにより溝跡の形態は多岐にわたっている。溝の

性格としては、その位置が建物と一定間隔を保ち周囲を巡るものが殆どであることから、建物屋根に降った雨を受

ける雨落ち溝としての機能が主とみられるが、溝によっては必要以上の幅や構造を有するものもあり、その一部は

城内に降った雨を下流へ流す側溝や排水路的性格を有するものと考えられる。

　溝内堆積土の最上部には、廃城後に形成され堆積したとみられるⅢ層類似層や、廃城に伴い廃棄されたか、或い

は後に流入したとみられる瓦や溝の側石が混入する土壌がある場合がほとんどで、構築当初の溝が機能していた際

に堆積した土壌はほとんど確認できない。この事は御殿建物を取り巻く溝としての性格上、溝浚いなどを頻繁に行

い管理することで、当時の土壌が残らないことを示すものと言える。

　また一部の溝跡には幾つかの時期においての改修の痕跡を確認している。大掛かりなものとしては、ＳＢ７西辺

溝のＳＤ44が位置を変更した上、本来開口する溝内に木樋を埋設したものなどがある。さらに当初、石組み壁や

敷石、石敷き等を伴った溝の上部に、廃城後にその窪みを利用して簡易な構造の溝を造り直したものも多くの地点

で確認している。以下では溝の改修に伴う各時期を区別するため、廃城後に改修や新たに構築したものを「廃城後」

段階、若林城期の中で造り替えが行われた後のものを「a」段階、城造営段階に構築したものを「b」段階と表記し、

何も付さないものは城造営段階の溝跡とした。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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１号礎石建物跡

［位置と規模］

　調査区の北西部で検出した礎石建物跡で、ＳＢ６の西側、ＳＢ７の北西側に位置している。これまで確認した中

では最大級の建物跡である。第５次調査ではこの建物の西辺から中央部分を検出しており、今回はその東端部分を

検出したことで、建物全体の形状や規模が判明した。第５次調査の結果、ＳＢ１は西側に玄関が取り付く特徴を有

するのに加え、柱の特異な配置状況から、仙台城二の丸に「大台所」として移築された若林城での台所建物である

ことが判明している。

　第５調査と併せ確認した礎石跡配置からみた建物形状は、東西方向に長い長方形である。規模は東西23.63m（６

尺５寸の12間分）、南北15.76m（８間分）である。また南北の軸方向はＮ－11°－Ｅで、城方向と一致している。

この建物規模は建物周囲全体を溝により区画されることから推定される主屋部分での形状や規模であるが、建物周

囲にはかつて廊下や小規模な部屋等の施設が取り付くなどして、隣接する建物と接続していたと考えられる。

［配　置］

　建物配置をみると、建物東辺と東に隣接するＳＢ６西辺との距離は４間あり、両建物の南辺は柱筋が通り、揃っ

て建てられている。また東辺は南東側に位置するＳＢ７西辺と揃い、建物南辺とＳＢ７北辺との距離は２間離れて

いる。これら建物相互の配置には強い計画性が認められ、建物全体は当初段階に設定された６尺５寸を基準とする

方眼に沿って建てられている。

　第５次調査で判明した西半部の柱配置と柱間は、西辺が中央に幅2.96m（１間半分）の玄関を配置することで、

その北側と南側の柱間数は各３間に二等分され、柱間寸法は梁行から玄関幅を引いた残りを三つ割にすることで１

間を７尺４分程度に広げている。これに対し北辺と南辺の柱間は12間分全てを６尺５寸としている。建物内部は主

に西側で土間部分が広く占めるとみられることから柱数は少なく、柱筋は東西・南北の並びとも側柱の並びと一致

し、礎石跡25・28のように台所建物特有の大型の柱跡が西辺より５間東側に２基が南北に並んで配置されている。

　これに対し今回確認した建物東端部は、東辺が北・南辺同様に柱間全てを６尺５寸とすることで８間配置として

いる。また今回、東辺の中央から北側の礎石跡間の３箇所において小規模な礎石跡とみられるピット状の礎石跡48

〜50を確認した。この並びに束柱は想定できないことから、これらは壁内部に入れられた間柱とみられ、これによ

第５章　検出遺構と出土遺物　第２節　Ⅳ層上面の遺構
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り東壁の一部は土壁だったと推定される。また調査では東側柱より１間西側に入った位置で礎石跡43〜47の南北の

柱列を確認した。建物東側における内部の礎石跡は東西の並びを全て東側柱と同じくし、６尺５寸間隔で配置され

ている。建物内部の礎石跡は中に円礫を入れる礎石跡44や46と、礫を入れないピット状の簡易なものとに区別でき、

この違いは柱と束の違いによるものと推定される。以上のことから建物西側と東側においては、柱間やこれに伴う

柱筋の明瞭な相違、束の存在からみて部屋構造が異なることで、性格も異なる空間だったと推定される。

［礎石跡］

　礎石跡は今回18基を確認し、第５次調査と合わせると、建物全体で50基を確認している。

　大型の礎石跡や東辺での間柱を含めた全ての礎石跡の規模をみると、径が0.42〜2.20mと大きな差となるが、こ

れらを除外した平均は1.05mとなり、他の建物と比較して全体に大型といえる。しかし第５次調査で大半を確認し

た北辺・南辺・西辺の側柱部分の礎石跡の平均は1.21mであるが、東辺は間柱を除いた平均でも0.92m程度であり、

他より明らかに小型といえる。建物全体の礎石跡の残存良好な部分での検出標高の平均は12.10m程度で大差無く、

規模の差は後世の耕作や撹乱によるものでは無く、当初から規模を変えた構造上の理由と考えられる。

　今回確認した東端部の礎石跡をみると、間柱を除いた東側柱の規模に対し、１間西側にある内部の平均径は0.70m

とさらに小さい。側柱に対し内部が小さくなる傾向は第５次調査部分でも同様で、側柱の平均径1.22mに対し、大

型のものを除く内部の平均径は0.97mと小さい。

　また礎石跡43〜47は根固めの円礫が詰まったものと、ほとんど確認できないものが南北に交互に配置されている。

仙台城二の丸におけるこの建物を描いた『御二之丸御指図』では、礎石跡46の位置には柱がみられるが、それ以外

の部分は部屋内部にあり、そこに柱の表記は無いことから束であったと推定される。しかし今回確認した束部分

とみられるものは、建物西側での調査では全く確認されておらず、特に礎石跡44については46同様に円礫を多く含

む柱的な様相を見せている。このことから建物東端の柱では、礎石跡43・45・47は西側に比べやや浅い構造であり、

また44はその在り方から、二の丸で建物東側中央の東西２間、南北３間の部屋となる以前、若林城においてはこれ

を南北に二分していた部屋境の柱であった可能性もある。

礎石跡30

　建物北東隅の礎石跡で、今回の調査で確認した礎石跡では最大のもので、掘込み調査を行った。ＳＤ49の掘り方

埋土部分を切る形で重複しているが、根固め部分の重複ではないことから同時存在したものとみられる。掘り方形

状は楕円形で、残存規模は長径1.27m、短径1.08mである。根固めも同様に楕円形で、長径0.94m、短径0.84mである。

根固め中央で長径0.67m、短径0.58m、深さ0.20mの抜取痕とみられる不整円形プランを検出した。内部にはⅢ層類

似層が入り、瓦片を含んでいる。抜取痕は他と比べて大きく、出土遺物も多い。根固めには径10〜20cm以内の円礫

を詰め、中央が窪んでおり、根固石は中央の窪みにやや小型の円礫を詰め、外側は大型円礫の平坦面を揃えて詰め

ている。掘り方埋土はオリーブ褐色砂質シルトブロックを含み、厚さは0.08〜0.22mである。根固石は掘り方埋土

には突き込まれていない。

　遺物は抜取痕から軒丸瓦（Ｆ15）、丸瓦、軒平瓦、平瓦、刻印平瓦、丸瓦か輪違い、桟瓦、土師器が出土した。

軒丸瓦は北側にある近代の２号樋跡から出土した破片と接合している。

礎石跡34

　建物東辺の礎石跡で、六角塔基礎で北西側を壊され、掘り方が半円形に残存する。残存する掘り方規模は長径0.72m

で、深さは0.23mである。プラン外側に掘り方埋土は確認できず、根固石も検出面ではあまり確認できなかったが

断面で確認した。根固めの厚さは0.17mである。六角塔基礎の断面観察では、掘り方壁面はほぼ垂直に立ち上がり、

底面は平坦である。根固め上部の堆積土は径20cm以内の円礫を西側に多量含み、Ⅲ層に近いことから抜取痕の可能

性がある。根固めは黄褐色シルトブロックを含み、径20cm以内の円礫が上半部より掘り方底面に多く詰められてい
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る。根固石の詰め方に規則性は無く、円礫は全体的に西側に偏り、東側は後に撹乱された可能性もある。

礎石跡35

　建物東辺の礎石跡で、六角塔基礎で南東側を壊さている。掘り方形状は円形か楕円形で、残存規模は径0.91m、

深さは0.34m以上である。根固め形状も円形か楕円形とみられ、残存径は0.7m、厚さは0.33m以上である。中心が撹

乱を受け、抜取痕は確認できなかった。根固めには径20cm以内の円礫を多量用い、全体に厚く詰めている。掘り方

埋土はにぶい黄褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を多量含み、厚さは0.1〜0.13mである。

礎石跡36

　建物東辺の礎石跡で、掘込み調査を行った。六角塔基礎で北西側を壊されている。掘り方形状は円形か楕円形で、

残存規模は径0.98mである。根固め形状は楕円形で、残存する長径は0.77m、短径は0.53mである。掘り方中央西寄

りで径0.55m、深さ0.13mの抜取痕とみられる不整形プランを検出した。内部にはⅢ層類似層が堆積している。根固

めは径20cm以内の円礫を詰め、中央部が窪み、根固石は窪みに多く壁面には少ない。このため壁面の根固石が崩れ、

底面の窪みに溜まった可能性もある。掘り方埋土は根固めほど多くは無いが、径20cm以内の円礫をまばらに含み、

厚さは0.11〜0.22mである。

礎石跡37

　建物東辺の礎石跡で、掘込み調査を行った。撹乱と六角塔基礎で東側と西側を壊されている。掘り方形状は不整

形で、残存規模は長径0.93m、短径0.76mである。掘り方中央で径0.42m、深さ0.1mの抜取痕とみられる楕円形プラ

ンを検出した。内部には黄褐色シルトブロックを含むⅢ層類似層が堆積している。根固めは径20cm以内の円礫を詰

めており、根固石は西側が撹乱によりほとんど残存していない。また根固め中央は窪まず、根固石の多くが残る南

東側の円礫はほぼ一定の高さで設置されている。根固めと掘り方埋土の区別が不明瞭のため、抜取痕以外の堆積土

を根固めとした。

礎石跡38

　建物東辺の礎石跡で、六角塔基礎底面で検出したが、上面を完全に壊されているわりには一定規模が残存してい

る。掘り方形状はほぼ円形で、残存規模は長径0.77m、短径0.70mである。抜取痕は確認できない。掘り方内の埋土

には径10〜15cm以内の円礫を全体に多量詰めているが、その周囲に掘り方埋土とみられる礫を含まない部分はみら

れない。円礫は東側に多く、中央には径20cm程度の大型の円礫１石が平坦面を上にして置かれている。

礎石跡39

　建物東辺の礎石跡で、西側を撹乱、東側を六角塔基礎に壊されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は長

径0.83m、短径0.74m、深さは0.28m以上である。掘り方中央に径0.58m、深さ0.14〜0.27mの抜取痕とみられる半円

形のプランがみられ、内部にⅢ層類似層が堆積している。六角塔基礎での断面観察では、掘り方壁面はほぼ垂直に

立ち上がり、抜取痕の壁も直立気味である。抜取痕の下部に径20cm以内の円礫を多量に詰めた根固めを確認したが、

抜取痕の壁側にはほとんど確認できなかったことから、壁面側の根固石が崩れたか、底面のみに詰めた可能性があ

る。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、厚さは0.06〜0.16mである。掘り方埋土には径10cm以内の円礫を

少量入れているが、円礫は根固めを突き込んだものではない。

礎石跡40

　建物東辺の礎石跡で、六角塔基礎内で検出し、上部を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長

径0.86m、短径0.61mである。根固めは径20cm以内の円礫を詰めたブロック土である。円礫を堆積土全体に含み、根

固めと掘り方埋土の区別が不明瞭のため、堆積土を根固めとした。

礎石跡41

　建物南東隅の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は円形で、残存する掘り方規模は径0.84mである。
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掘り方中央で径0.46m、深さ0.1mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。内部にはⅢ層類似層が堆積し

ている。根固めの主体はブロック土で、中に径20cm以内の円礫を詰めており、礫は南側では掘り方に沿うように多

量に詰められるが、北側や抜取痕底面ではまばらなため、一部抜き取られている可能性もある。また根固めの周囲

に掘り方埋土部分が見られないことから、抜取痕以外の部分を根固めとした。

礎石跡42

　建物南辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で北側を壊されているが、掘り方形状は円形か楕円形とみ

られる。残存規模は長径0.89m、短径0.49mである。掘り方中央で径0.54m、深さ0.05mの抜取痕とみられる不整形プ

ランを検出し、内部にはブロック土が堆積し、瓦片を含んでいる。根固めは径20cm以内の大きめの円礫を用いてい

るが、検出面や壁面には少なく、窪みの底面や底面付近の堆積土内に密集して詰めている。このため壁面側の根固

石が崩れたか、窪みの底面付近にのみ詰めた可能性もある。周囲の掘り方埋土部分が不明瞭のため、抜取痕以外の

堆積土を根固めとした。

　遺物は抜取痕から平瓦が出土している。

礎石跡43

　建物内部の礎石跡で、掘り方形状は円形で、残存規模は径0.61mと建物東辺の礎石跡よりも小型である。掘り方

中央に径0.36mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。内部には径５cm以内の円礫を含む砂質シルトが

堆積している。掘り方埋土は多量の黄褐色シルトブロックを含み、厚さは0.06〜0.16mである。検出時点では円礫

を含む根固めは確認できなかったことから、周囲を掘り方埋土としたが、単に礫を含まない根固めとみることもで

きる。

礎石跡44

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は不整円形で、残存径0.67m、深さ0.19mで、東辺の

礎石跡よりも小型である。掘り方中央に径0.43mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。内部にはブ

ロック土が堆積している。根固めは径10cm以内の円礫を多量に詰めており、中央が窪み、根固石は遺構の北側では

掘り方に沿うが、検出面の高い南側ではほとんど確認できない。根固め周囲の掘り方埋土が不明瞭のため、抜取痕

以外の埋土を根固めとした。

礎石跡45

　建物内部の礎石跡で、小溝群８－９が東西に横切っている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.68mである。

残存状況から埋土は全て掘り方埋土とみられ、黄褐色シルトブロックと径５cm以内の礫を微量含んでいる。小溝の

底面では掘り方埋土が残存せず、他のＳＢ１内部の礎石跡と比較して掘り方が極めて浅いものである。

礎石跡46

　建物内部の礎石跡である。六角塔基礎内での検出のため残存状況は悪いとみられるが、残存規模は大きい。掘り

方形状は不整円形で、残存規模は径0.96mで、ＳＢ１内部の礎石跡では大型である。根固め形状は掘り方と同じで、

規模は径0.82mである。上部が壊されており、抜取痕は確認できなかった。根固めには径20cm以内の円礫を多量詰

めており、一部の根固石は掘り方埋土内に突き込まれている。掘り方埋土には暗褐色シルトブロックと径10cm以内

の円礫を少量含み、厚さは0.04〜0.10mである。

礎石跡47

　建物内部の礎石跡で、小溝群８－11に南側を壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.58m、短

径0.48mである。抜取痕や根固めは壊されたとみられ、残存する掘り方埋土は径５cm以内の円礫を僅かに含むブロッ

ク土であるが、中央にはⅢ層類似層が堆積しており、抜取痕が残存している可能性もある。
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礎石跡48

　建物東辺の礎石跡34と35のほぼ中央で検出した間柱と考えられる小型の礎石跡である。掘込み調査を行っている。

掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.53m、短径0.49mである。中央で長径0.32m、短径0.26m、深さ0.04mの抜

取痕とみられる楕円形の浅いプランを検出し、内部にはⅢ層類似層が堆積している。検出面や抜取痕底面では円礫

はみられず、明瞭な根固めは確認できなかった。掘り方埋土はにぶい黄褐色と暗褐色シルトブロックが入れられ、

厚さは0.07〜0.16mである。

礎石跡49

　建物東辺の礎石跡36と37のほぼ中央で検出した間柱と考えられる小型の礎石跡である。掘り方形状は不整円形で、

残存規模は径0.42mである。内部には抜取痕や根固め共に確認できなかった。掘り方埋土はブロック土で、南側に

径10cm以内の円礫を少量詰めており、この円礫が根固石となる可能性もある。

礎石跡50

　建物東辺の礎石跡37と38のほぼ中央で検出した間柱と考えられる小型の礎石跡である。六角塔基礎に南西側を壊

されている。掘り方形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.51m、短径0.43mである。根固め形状も同じく楕円形

とみられ、残存規模は長径0.4m、短径0.32mである。抜取痕は確認できなかった。根固め部分は中央に径30cm以内

の大型円礫が平坦面を上側に向け揃えるように詰められている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを多量に含み、

厚さは0.04〜0.06mと他と比較して狭いものである。
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［溝　跡］

　ＳＢ１には周囲全てに一部水路機能を兼ねた雨落ち溝跡が巡っている。第５次調査においては西辺でＳＤ４、北

辺でＳＤ５、南辺でＳＤ６の各建物側柱に並行し配置された溝跡を確認しており、今回の調査でも北辺と南辺で第

５次調査区から続くＳＤ５と６の一部と、新たに東辺の溝跡のＳＤ40を確認している。また今回は建物北東隅柱で

ある礎石跡30の南側に、東側でＳＤ40と接続し、西側の建物内部に延びるＳＤ49を新たに確認した。

５号溝跡

位置と配置　第５次調査で確認した建物北辺の溝跡であり、今回の調査では建物北東隅で東辺溝ＳＤ40との接続部

を検出した。この部分では両溝跡は直角につながらず、角を切り落としたように建物内側に斜めに入り込んでいる。

建物北辺と溝跡の距離は今回の調査部分では不明であるが、これまでの調査では1.6mである。

構造と規模　今回の調査区での確認長は2.9mであり、堆積土はⅢ層に類似した層の単一層である。掘込みは溝中央

と調査区西壁際で行った。

　溝跡は掘り方埋土や礫や板材などの構築材が見られない素掘りのものである。断面形状は逆台形で、底面は平坦

である。北壁の殆どを六角塔基礎により壊されているが、調査区西壁の観察から、幅1.05m、深さ0.2m程度の残存

である。第５次調査１区では溝内の壁面と底面にブロック土による埋土を入れた構造が確認されたが、今回の調査

区に近い東側では不明瞭であり、本来は埋土を入れ、角礫などの壁材を組んでいたものが、後に改変された可能性

もあるが、壁材の抜取痕は確認できなかった。

出土遺物　堆積土から平瓦、熨斗瓦、須恵器（Ｅ２）、焼塩壷（Ｘ２）が出土している。

６号溝跡　

位置と配置　第５次調査区から続く建物南辺の溝跡で、ＳＢ１のさらに東側へ延び、ＳＢ７北辺溝とＳＢ６南辺溝

を兼ねている。これにより３棟の建物は軒が接するような近接した位置関係となっている。第５次調査ではＳＤ６

に枡状となる石組遺構が構築されているのを確認している。今回の調査区でＳＤ６はＳＤ40以外にＳＢ７西辺溝の

ＳＤ44やＳＤ57と接続している。建物南辺と溝跡の距離は1.6m（５尺３寸程度）である。

構造と規模　今回の調査区での確認長は35.4mであり、第５次調査区からの総長は56.5mである。溝跡の構造や堆積

土の観察から、溝は途中で大きく２度改修されており、構築時の６b期、改修後の６a期と、廃城後の改修による３

時期を確認した。溝跡の掘込みはＳＤ44との接続部を１区として行った。

　ＳＤ６bについては、溝跡の掘込みを６a段階底面のブロック土層で止めているため、底面は直接確認していない。

第５章　検出遺構と出土遺物　第２節　Ⅳ層上面の遺構
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しかし６a底面の標高が11.86mであるのに対し、接続するＳＤ44の同じくb段階の底面石敷き標高が11.59〜11.64m

で、南側の５区ＳＤ44aの木樋痕跡の底面標高11.77mよりも高い位置にあることから、ＳＤ44b に接続するとみら

れるＳＤ６bの底面がＳＤ６aの下位にあることが推定される。溝の当初の構造は、壁面と底面にブロック土を詰め、

両壁面に木板を立て、内側を杭で押さえている。側板痕跡の厚さは２〜４cmあり、杭の径は５〜12cmである。また

１区東側の六角塔基礎底面で確認した溝跡の掘り方幅は1.24〜1.78mで、側板痕跡は長いものでは80cm程度の長さ

があるが、一定ではない。溝跡の南と北側で確認した側板痕跡の距離は0.86mであることから、これが溝幅とみら

れる。

　ＳＤ６aは６b期の側板をそのまま壁面として利用し、底面には新たにブロック土を敷くことで嵩上げしている。

溝跡の断面形状は木板により壁面が直立し、底面は平坦である。１区での深さは0.26〜0.32mで、底面標高は11.82

〜11.86mである。

　廃城後の溝は構築時からの溝の幅に収まらず、外側の古い掘り方埋土から掘り込まれている。溝内には新たに設

置された材などが全く認められず、溝跡底面には前段階の側板痕跡がわずかに確認できることから、構造は素掘り

によるもので、側板を完全に除去することなく、これまでの溝上部を壊し構築したものと考えられる。溝の壁面は

やや急角度で立ち上がり、底面は多くの場合６a段階に底面に敷いた埋土を掘り込んでおり、凹凸がある。溝幅は

１区西側で0.80mと、６a・b段階とほぼ同じである。深さは0.20〜0.26mで、底面標高は11.86〜11.92mである。

出土遺物　掘込みは堆積土を中心に部分的に行っており、１〜３区では廃城後のもの、４区ではＳＤ６aのもので

ある。遺物は堆積土から軒丸瓦（Ｆ１・２）、丸瓦（Ｆ22）、軒平瓦（Ｇ１）、平瓦、刻印平瓦（Ｇ18）、熨斗瓦（Ｈ２）・

刻印熨斗瓦（Ｈ１）、輪違い（Ｈ45）、丸瓦か輪違い、面戸瓦（Ｈ88）、鬼瓦（Ｈ113）、桟瓦、土師器、土師質土器、

焼塩壷、鉄釘（Ｎ32）、釘以外の鉄製品（Ｎ34）、その他金属製品（Ｎ25）が出土している。出土重量の多い瓦は、平瓦、

熨斗瓦がほぼ同重量で31％を占め、次いで丸瓦、輪違いとなっている。また１区で多い瓦には平瓦、熨斗瓦、丸瓦

があるが中でも平瓦の重量は１区出土の瓦の60％を占めており、ＳＤ６全体の傾向とは異なっている。

40号溝跡

位置と配置　ＳＢ１東辺の溝跡で、北端でＳＤ５、南端でＳＤ６とＴ字に接続している。また礎石跡30の南東側で

ＳＤ49、東側でＳＤ50と接続している。このうちＳＤ６との接続部分は六角塔基礎により確認できないが、ＳＤ６

の底面位置が低いことから、接続部は段差か急斜面になるとみられる。建物東辺と溝跡の距離は1.8m（５尺９寸程

度）である。

構造と規模　溝跡の確認長は17.9mである。堆積土はⅢ層に類似した自然堆積層とブロック土による掘り方埋土に

分けられる。溝跡の掘込みは堆積土と掘り方埋土が明瞭に区別できる２箇所で行い、その他に撹乱壁面１か所で断

面観察を行った。

　溝跡の構造は掘り方底面と壁面にブロック土を詰めたもので、角礫や木板等は確認できなかった。また溝跡南端

や北端部分は掘り方埋土と堆積土の区別もできず、素掘りとしたが、これが本来の構造か、あるいは後世の改変に

よるものかは不明である。掘り方壁面は急角度で立ち上がり、底面は平坦である。溝壁面はほぼ垂直に立ち上がり、

底面は平坦である。掘り方幅は0.56〜0.75mで、内部の溝幅は0.39〜0.46mと一定間隔を保っている。深さは0.12m

で、底面標高は１区が12.07m、２区が12.14mとなり、南から北へ低くなっている。また１区部分では長さ1.5mに渡

り、径10〜20cmの円礫を底面のみならず溝内全体に詰めているが、この南側は撹乱により礫の広がりは不明である。

この部分は溝を暗渠状にすることで、内部に水を通すと共に、上部を通行できるように設置された施設の可能性が

ある。

出土遺物　遺物は軒丸瓦（Ｆ５）、平瓦、熨斗瓦、丸瓦か輪違い、土師器、磁器（Ｊ２）、土師質土器が出土している。
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49号溝跡

位置と配置　ＳＢ１内から北東隅に位置する礎石跡30の南を通り、東辺溝ＳＤ40に接続する溝跡である。ＳＤ49の

建物内部への延びについては調査区外のため不明であるが、第５次調査区ではこの続きは確認されていない。

構造と規模　残存長は1.89mで、堆積土はブロック土を含まない均質な単層である。掘込みは調査区西壁際の１か

所で行った。

　壁面や底面では掘り方埋土や構築材等を確認できないことから、素掘りの溝の可能性が高い。しかし礎石跡30の

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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掘り方南端がＳＤ49の掘り方と重複することから、本来掘り方埋土が存在したものが確認できなかったことも考え

られる。断面形状は南壁が垂直に立ち上がり、北壁がやや開き、底面が平坦である。溝幅は0.4mで、深さは0.14m、

底面標高は11.91mである。この溝跡は同様な方向性をもつ小溝状遺構群とは配置が異なっており、また建物内部に

位置することから、ＳＢ１内部からＳＤ40へ水を流した排水溝的性格を有した溝跡の可能性がある。

出土遺物　遺物は出土していない。
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２号礎石建物跡

［位置と規模］

　調査区の南西部で検出した礎石建物跡で、ＳＢ７の南西側、ＳＢ８の西側に位置する。ＳＢ１同様に第５次調査

時に検出した建物跡で、第５次調査では建物西辺から中央部分を検出しており、今回は建物東端部分を検出したこ

とで建物全体の形状や規模がほぼ判明した。

　第５次調査の成果と併せ、礎石跡の配置からみた建物形状は、東西棟となる主屋部分とその北西側に取り付く

張出部からなる鉤形である。建物規模は全体で東西23.63m（６尺５寸の12間分）、南北16.74m（８間半分）であり、

このうち主屋部は東西23.63m、南北10.83m（５間半分）、張出部は東西10.83m（５間半分）、南北5.91m（３間分）

である。建物の南北の軸はＮ－11°－Ｅである。

［配　置］

　第５次調査を含めた建物配置をみると、建物西辺は西側のＳＢ３東辺と２間離れ、両建物の南辺は柱筋が通るこ

とで揃って建てられている。ＳＢ３とは南東隅で幅2.96m（６尺５寸の１間半分）の渡り廊下で繋がれており、こ

の通路部分がＳＢ２の入り口の一つと考えられる。建物東辺は東側のＳＢ８西辺と１間半離れている。

　西半部の柱配置と柱間をみると、建物内部の柱間は張出部の一部を除き、基本的に６尺５寸を１間とし、礎石跡

が方眼状に配置されている。ただし建物西辺と南辺については側柱列と一列内部の柱列の柱間が１間半の幅をもち、

建物周囲に配置されることから、ここが縁通り（廻り廊下）と考えられる。

　今回の調査区では建物東辺の南北柱列と、そこから西側へ１列〜３列目の南北柱列を確認した。東辺は建物北東

隅と南東隅以外の礎石跡は撹乱により殆ど確認できず、３列目は調査区際のため４基を確認したのみである。

　柱間は東辺〜１列目と２列〜３列目が１間なのに対し、１列〜２列目が0.96m（６尺５寸の半間分）である。こ

の場所は建物の東側最奥部にあたり、半間幅の部分には床や棚のような施設が設けられ、その手前の西側が座敷部

分、東側が幅１間となるやや狭い縁通り部分であった可能性がある。また礎石跡68と72の中間にある礎石跡70につ

いては、縁通り部分の束柱か、また東西に並ぶ礎石跡が確認できないことから縁通りの仕切り戸等に関わる柱跡の

可能性がある。さらに北側にある礎石跡60とＳＫ236の配置は北辺柱筋から中途半端な位置にあることから、棚等

の施設に関わる柱跡であると共に、主屋北側にも縁通りが存在する可能性を示すものとなっている。

［礎石跡］

　今回22基を確認し、第５次調査と合わせると合計76基の礎石跡を確認した。このうち２基は堆積土の状況から土

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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坑としている。

　建物全体での礎石跡の掘り方の残存規模は径0.21〜1.50mで、平均で径0.94mである。このうち今回の調査で確認

した礎石跡は平均径0.68mで、第５次調査の平均が1.03mであることから、明らかに小規模である。両調査での礎石

跡検出面の残存良好な場所での平均標高は、共に12.13mであることから、規模の差は後世の耕作や撹乱によるもの

では無く、内部の柱間が半間と狭いことからも、本来礎石跡は小規模な構造であった可能性が高い。今回確認した

礎石跡は、建物の側柱と内部の柱の規模に違いがあり、特に側柱では隅柱である礎石跡58・74と構造上の要所にあ

るとみられる礎石跡56と72の大きさが目立っている。

　調査ではＳＢ１の礎石跡18基中10基から礎石の抜取痕を確認したが、ＳＢ２では20基中２基と少ない。検出面の

平均標高はＳＢ１とＳＢ２とはほぼ同様であることから、その理由としてはＳＢ１の礎石は建物の構造上、より大

型のものを使用し、その結果礎石が深い位置まで埋め込まれていたか、あるいはＳＢ２の造営面が全体にＳＢ１よ

り高かった可能性もあるが、詳細は不明である。

礎石跡55

　主屋北辺の礎石跡で、西側は調査区となっている。掘り方形状は不明で、残存規模は長径0.51m、短径0.18mであ

る。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.33m、短径0.11mである。端部のみの確認のため抜取痕は確認できなかっ

た。根固めは径10cm以内の円礫を詰めており、掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、根

固石に沿ってたわんでいる。厚さは0.10〜0.18mである。

礎石跡56

　主屋北辺の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.88mである。根固め形状は不整円形で、残存規

模は径0.63mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰めており、根固石は径10

〜15cmの円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に詰めており、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土は

暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.08〜0.14mである。

礎石跡57

　主屋北辺の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.54mである。根固め形状は不整円形で、径は0.39m

と、両隣の礎石跡56、59と比較し規模が小さい。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰め、

根固石は他の礎石跡に比べて少量であるが、礫径が揃っており、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土

はにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.06〜0.11mである。

礎石跡58

　主屋北東隅の礎石跡で、撹乱で南東側を壊されている。掘り方形状は円形とみられ、残存規模は径0.89mで、深

さは0.13m以上である。根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.67m、厚さは0.1m以上である。撹乱の壁面観察で

は、掘り方底面は中央が窪んでいる。根固めは径20cmの円礫を多量に詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、径

３cm以内の小円礫や砂質土と共に詰めており、東側に多く西側では抜き取られている可能性がある。また根固石は

一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.06

〜0.16mである。

礎石跡59

　主屋内部の礎石跡で、小溝群８－22で中央を壊され、西側は調査区外となっている。大半が調査区外にあり、抜

取痕、根固め共に確認できなかった。掘り方形状は不明であるが、確認規模は長径0.81m、短径0.13mである。掘り

方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっている。

礎石跡60

　主屋内部の礎石跡で、小溝群８－22より古く、南側を壊されている。小溝群８－22を挟んだ南側では堆積土に円
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礫や瓦片を含むＳＫ234を検出しており、当初は同一遺構と考えたが、北側が礎石跡特有の縞状となっており、別

遺構とした。掘り方形状は円形とみられ、残存規模は長径0.46m、短径0.39mで、深さは0.14mである。抜取痕、根

固め共に確認できなかった。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、径10cm以内の円礫を

少量含んでいる。

礎石跡61

　主屋内部の礎石跡で、小溝群８－22より古く、北側を壊されている。その北側に堆積土に径20cm以内の円礫を含

むＳＫ236を検出し、礎石跡61の一部とも考えられたが、礎石跡61は根固めと掘り方埋土の２層に分かれるのに対し、

ＳＫ236は単一層なことから別遺構とした。掘り方形状は円形か楕円形とみられ、残存規模は長径0.89m、短径0.46m、

深さは0.17mである。根固め形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.58m、短径0.34m、厚さは0.09mである。撹乱

壁面の観察では掘り方底面はほぼ平坦であるが、多少凹凸がある。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以

内の円礫を詰め、根固石は径10cmの円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に詰めており、一部掘り方埋土に突き込

まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色、暗オリーブ褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.07

〜0.20mである。

礎石跡62

　主屋内部の礎石跡で、撹乱で西側を壊されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.65mである。根固

め形状は楕円形で、残存規模は長径0.38m、短径0.32mである。根固めは径５cm以内の円礫を詰めており、他よりも

小型である。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックと径20cm以内の円礫を含み、一部縞状となっている。掘り方埋土

には根固めよりも大型の円礫が入っているが、根固めから突き込まれたものではない。

礎石跡63

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.63mである。根固め形状は円形で、残存規模は

径0.36mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を詰めており、根固石は径３cm以内の小

円礫や砂質土と共に詰めている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、一部縞状となっており、厚さは0.09

〜0.13mである。

礎石跡64

　主屋東辺の礎石跡で、撹乱底面で検出したため、掘り方底面付近が残存しているのみである。掘り方形状は円形

で、残存規模は径0.21mである。抜取痕、根固め共に確認できなかった。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックと径

10cm以内の円礫を少量含み、一部縞状となっている。

礎石跡65

　主屋内部の礎石跡で、撹乱で上部を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.56m、短径0.51m

である。掘り方中央で径0.28mの不整円形のプランを検出したが、抜取痕は確認できなかった。堆積土はⅢ層と類

似した土とは異なり固く締まり、円礫は確認できないが根固めの可能性がある。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルト

ブロックを少量含み、厚さは0.07〜0.19mである。

礎石跡66

　主屋内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。ＳＫ231より古く、北東側を壊されている。形状は楕円形で、

残存規模は長径0.81m、短径0.59mである。根固め形状は楕円形で、長径は0.5m、短径は0.43mである。根固めの中

央に長径0.44m、短径0.38m、深さ0.06mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層

である。根固めには径20cmの大型円礫を少量と、径３cm以内の小円礫を多量、砂質土と共に詰めている。根固石は

東側に多いことから西側は抜き取られている可能性があり、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土は黄

褐色砂質シルトを含み、厚さは0.1〜0.18mである。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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　遺物は丸瓦、平瓦が出土している。

礎石跡67

　主屋内部の礎石跡である。撹乱で北側を壊され、西側は調査区外となり、掘り方形状は不明である。大半が調査

区外のため抜取痕、根固め共に確認できなかった。掘り方埋土は褐色シルトブロックを含み、縞状となっている。

礎石跡68

　主屋内部の礎石跡で、撹乱により上部を削平されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.83m、

短径0.71mである。根固め形状は不整形で、残存規模は長径0.46m、短径0.4mである。抜取痕は確認できなかった。

根固めは径15〜20cmの円礫を少量と、径３cm以内の小円礫を砂質土と共に詰めている。根固石は一部掘り方埋土に

突き込まれている。掘り方埋土は褐色、黄褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.13〜0.21mで

ある。

礎石跡69

　主屋内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で西側を壊されており、掘り方形状は不整楕円形で、残

存規模は長径0.63m、短径0.53mである。検出段階では掘り方埋土は確認できず、プラン内の堆積土はⅢ層類似層で

あったことから、当初土坑として掘り込んだ。その結果、底部から根固石とみられる密集した円礫を確認し、他の

礎石跡との位置関係から礎石跡とした。堆積土の深さは0.08mで、抜取痕と考えられる。掘り方埋土と根固めは径

20cm以内の円礫を多量に詰めており、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に詰められてい

る。根固めと掘り方埋土の区別が不明瞭なため、抜取痕以外の堆積土を根固めとした。

礎石跡70

　主屋内部の礎石跡で、撹乱で上部を削平されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.66m、短径

0.6mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.51m、短径0.34mである。抜取痕は確認できなかった。根固

めは径10cm以内の円礫を詰めており、根固石は密集せず、まばらである。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロッ

クを含み、縞状となっており、厚さは0.06〜0.18mである。

礎石跡71

　主屋南辺の礎石跡である。撹乱で南側を壊されており、西側は調査区外となり、掘り方形状は不明である。大半

が調査区外のため抜取痕、根固め共に確認できなかった。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、

周辺のⅣ層と比較し暗色である。

礎石跡72

　主屋南辺の礎石跡であり、撹乱で西、南、北側を壊されている。掘り方形状は円形か楕円形とみられ、残存規

模は長径0.67m、短径は0.44m、深さは0.29m以上である。根固め形状も円形か楕円形とみられ、根固めの長径0.56m、

短径0.34m、厚さは0.29m以上である。撹乱壁面の観察では、掘り方壁面はほぼ垂直に立ち上がり、底面は段差があ

り、中央が１段下がっている。また中央は撹乱で壊され抜取痕は確認できなかった。根固めは掘り方底部まで詰め

ており、上部は径10cmほどの円礫が多く、下部は径３cm以内の小円礫を多く詰めている。根固石は一部掘り方埋土

に突き込まれている。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.11〜0.14mである。

礎石跡73

　主屋南辺の礎石跡である。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.62m、短径0.52mである。根固め形状は不整

円形で、残存規模は径0.33mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径５cmの円礫を少量詰め、根固石とみ

られる円礫はほとんど確認できなかった。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.08〜

0.2mである。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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礎石跡74

　主屋南東隅の礎石跡で、撹乱で東側を壊され、掘り方形状は円形か楕円形とみられる。残存する掘り方規模は径

0.93m、深さ0.26mである。根固め形状は円形か楕円形とみられ、根固めの残存規模は径0.70m、厚さは0.27mである。

撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急角度で立ち上がり、底面は根固めが中央を掘込み一部深くなっている。中

央が撹乱で壊されており、抜取痕は確認できなかった。根固めは掘り方底面まで径10cm以内の円礫を多量に詰めて

いるが、根固石は他の礎石跡のように密集せず、全体に詰めている。掘り方埋土には黒褐色シルトブロックを含み、

縞状となっており、厚さは0.08〜0.16mである。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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［土　坑］

　建物の範囲内には複数の土坑を確認しているが、これらの大半は廃城後に掘られた土坑としている。これに対し

ＳＫ234とＳＫ236については、小溝群を挟んで礎石跡60と61の南北側に隣接しており、堆積土や形状の違いにより

別遺構としたもので、その位置から建物を構成する礎石跡の可能性があるものとした。

234号土坑

　礎石跡60の南側で検出し、小溝群８－22より古い。礎石跡60とは堆積土や形状が異なり別遺構とした。礎石跡61

の西側に位置し、並びをほぼ同じくしている。形状は円形か楕円形とみられ、残存規模は長径0.74m、短径0.70mで

ある。堆積土中には径20cm以内の円礫以外に瓦片も含まれることから、プラン全体が抜取痕とみられる。

236号土坑

　礎石跡61の北側で検出し、小溝群８－22より古い。中に含まれる円礫が礎石跡61の根固石より大きく、また形状

が礎石跡61の続きとは考えにくいため別遺構とした。礎石跡60の東側に位置し、並びを同じくしている。形状は円

形か楕円形とみられ、残存規模は長軸0.69m、短軸0.44mである。検出面全面で径20cm以内の多量の礫が入れられて

いるが、これは根固め部分とみられ、抜取痕は確認できなかった。

［溝　跡］

　建物の周囲全てには一部水路機能を兼ねた雨落ち溝が巡っており、第５次調査では西辺と北辺溝のＳＤ７、南辺

溝のＳＤ９が建物の各側柱に並行し配置されているのを確認している。今回の調査では主屋北辺で第５次調査区か

ら延びるＳＤ７に加え、新たに東辺のＳＤ41を確認した。

７号溝跡

位置と配置　ＳＤ７は建物主屋部の北辺溝で、西側では張出部に沿って北に折れるが、東側は建物北東隅でＳＤ41

にＴ字に接続している。建物北辺と溝跡との距離は1.55〜1.60m（５尺１寸〜５尺３寸程度）である。

構造と規模　今回の調査での確認長は5.9mである。堆積土は全体を通しⅢ層類似層の堆積土と掘り方埋土に明確に

分かれる。掘込みは撹乱が浅く及び、底面の礫を確認した部分を中心に行った。
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　溝壁面は掘り方埋土を壁部分に詰めたブロック土からなり、底面には径15〜45cmの板状の角礫を、平坦面を上側

にして敷き並べ、それらの間に径10cm以内の小型の角礫を詰めている。敷石の南北壁際のラインは揃っておらず、

また平面プランでは掘り方埋土ラインが直線に通り、壁材の抜取痕が全く確認できなかった。このことから壁面に

は木板や角礫等を用いなかった構造とみられる。また底面敷石の一部が壁面ブロック土に潜り込む状況から、敷石

した後に壁面を貼ったか、或いは壁土が後に崩落した可能性もある。溝跡の壁面はほぼ垂直である。掘り方幅は0.6

〜0.76mで、溝幅は0.32〜0.36mでほぼ一定している。深さは0.19mで、底面標高は東端の石敷き面が12.00m、西端

が11.97mとほぼ同じである。

出土遺物　遺物は丸瓦、平瓦、輪違い、土師質土器が出土している。

41号溝跡

位置と配置　ＳＤ41は建物主屋部の東辺溝で、北側でＳＤ７と接続し、さらに北側でＳＢ７南辺溝のＳＤ44にＴ字

に接続している。建物東辺から溝跡までの距離は1.50〜1.60m（５尺〜５尺３寸程度）である。

構造と規模　確認長は10.9mである。堆積土は後世の流入土と構築時の掘り方埋土に分かれ、最上層はⅢ層類似層

である。掘込みは大型の撹乱により溝跡の底面敷石が露出している部分を中心に北側と南側で行った。

　構造は掘り方底面と壁面にブロック土を詰め、その内側に溝壁面として径15〜30cmの角礫を２〜３段程度に組み、

小さな円礫を間詰めしている。組み方に規則性は認められない。角礫は概ね平坦面を内側に向け組まれているが、

個々の大きさは様々で、基本的に控えが短いものである。相互が密着し積まれたものではなく、空隙が目立ってい

るが、後に間詰めが外れたことも想定される。

　底面は壁面同様に径15〜30cmの角礫を平坦面を上側にして敷き、間には径10cm以内の小円礫が詰められている。

一部では石材が南北に列状に並ぶ状況をみせるなど丁寧に敷かれている。また敷石上には径10cm以内の円礫がまば

らにのっており、溝の構築段階では底面敷石の上にさらに円礫を敷いていた可能性もあると共に、角礫間にみられ

る円礫はこれらが入り込んだ可能性もある。溝の断面形状は石壁による壁面は僅かに傾斜をもつがほぼ直立し、底

面は平坦となっている。掘り方幅は0.88〜1.27mと差があるが、これは撹乱が影響したもので、これに対し溝幅は0.52

〜0.54mと一定しており、規格性の高い溝である。深さは0.32mで、底面標高は１区が11.80m、２区が11.84mとほぼ

水平であるが、この溝とつながるＳＢ７西辺のＳＤ44での標高から、水は北側へ流れたと推定される。またＳＤ７

の底面標高は11.97〜12.0mとＳＤ41より0.15m程度も高いことから、両者の接続部分には段差が存在したとみられる。

　ＳＤ41については、直線的に長く配置されたものではないが、その規模の大きさや構造の堅牢さに加え、同様の

規模や構造を持った北側のＳＤ44や６・42と繋がる一連の溝とみられることもあり、その性格はＳＢ２の雨落ち溝

のみならず、本地区での水路機能を兼ねた溝跡と考えられる。

出土遺物　遺物は丸瓦、平瓦、熨斗瓦（Ｈ12・13）、輪違い（Ｈ46・47）、丸瓦か輪違い、土師質土器、鉄釘（Ｎ

38・41）が出土しているが、堆積土中位からのものが多い。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡　
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６号礎石建物跡

［位置と規模］

　調査区の北側で確認した礎石建物跡で、ＳＢ１の東側、ＳＢ７とＳＢ10の北側、ＳＢ13の西側に位置している。

ＳＢ６の西辺から４列目の南北の礎石跡列と一部重複して１号樋跡が存在するが、樋跡は地下に埋設された施設で、

礎石跡との重複部分は掘り方埋土であり、ＳＢ６の下に樋を埋設することで両者は同時に機能していたものと考え

られる。

　検出した礎石跡からみた建物形状は、東西に長い長方形である。建物規模は東西が22.65m（６尺５寸の11間半分）、

南北が11.82m、（６間分）で、南北方向の軸はＮ－11°－Ｅである。ＳＢ６北辺の雨落ち溝ＳＤ36は東側では建物

に沿って配置されるが、礎石跡４の北側で北側に屈曲し、１間分ほど張出している。この北辺の礎石跡列とＳＤ36

の間に礎石跡は確認できなかったが、張出し部分に廊下や部屋等の施設が存在した可能性がある。

［配　置］

　建物西辺は西側のＳＢ１東辺とは４間離れ、ＳＢ１とは南辺の柱筋が通り、端を揃えて建てられている。またＳ

Ｂ６南辺とＳＢ７北辺とは２間離れており、これら両建物とは東西・南北の柱筋も揃って立てられている。東側と

南東側に位置するＳＢ13・10ともまた半間違えながらも揃っているものとみられる。

　建物内部の礎石跡はほぼ総柱状に確認しており、確認建物の中では最も規則正しく整然と配置される印象を受け

る建物である。柱間は基本的に１間を６尺５寸としている。ただし建物東辺と東辺より西へ１列目との柱間は半間

分となり、また南西部の礎石跡59・60もそれぞれ礎石跡63と64の南辺柱列より北へ半間分の位置にある。建物内部

には束柱とみられるものが全く確認できず、これらは壁際に位置することから、東壁や南壁際は縁通りなどではな

く、半間幅の棚などが設置されていた可能性がある。
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　さらに建物西辺から東へ１列目は北辺にあたる礎石跡２以外に全く確認できない。南側は撹乱により失われた可

能性もあるが、本来検出されるべき位置にもみられないことから、建物西端には東西幅２間の土間が存在していた

可能性がある。他に北東隅柱の礎石跡11と１間南の21との中間位置に礎石跡12を確認しており、これについては束

柱と考えられる以外、ＳＢ１で確認した土壁に伴う間柱の可能性もある。

　側柱以外の礎石跡規模をみると、北辺列より２間南側の東西列のものが揃って大振りなのがわかる。建物内部の

仕切りについては礎石跡の南北の並びをもって理解することは難しいが、東西の並びではこの柱筋を境に建物内部

が北側と南側とに大きく仕切られていたものとみられる。

［礎石跡］

　礎石跡は71基確認しており、礎石跡全体の規模は掘り方径が0.32〜1.40mと差があり、平均で0.85mである。この

うち側柱の平均径は0.92mなのに対し、内部の柱の平均径は0.78mと側柱が大きい傾向がある。また北辺から南へ２

列目の東西列の礎石跡22〜30については、径0.68〜1.40m、平均径1.06mと大きい。今回の調査で確認したＳＢ１の

礎石跡の平均径が0.78m、ＳＢ２が0.68mであることからすると、この建物の礎石跡規模が大きいといえ、加えて他

の建物の礎石跡が場所により規模の違いが明瞭なのに対し、ＳＢ６では側柱と内部との差がわりと小さいことが特

徴である。

　また検出面の平均標高をみると、ＳＢ６が12.22mであり、ＳＢ１の12.07mやＳＢ２の12.13mに比べ高い傾向があ

る。このことはＳＢ６の礎石跡での削平が少なく、残りが良好であることを示している可能性もある。

礎石跡１

　建物北西隅の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.99mである。根固め形状も円形で、径0.71mで

ある。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰めており、根固石は中央に径10cm以内のやや小

型の円礫が多く、外側は径20cmほどの大型の円礫を多く詰め、その一部は掘り方埋土に突き込まれている。掘り方

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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埋土は灰黄褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.1〜0.18mである。

礎石跡２

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。ＳＫ293に南側、撹乱に北側を壊されており、掘り方形状は不

明である。残存する掘り方規模は長径1.17m、短径0.84mである。根固め形状も不明であるが、残存規模は長径0.98m、

短径0.58mである。根固めの中央に長径0.43m、短径0.33m、深さ0.10mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検

出した。堆積土はブロック土と少量の円礫を含むⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中

央が窪んでいる。根固石は窪みに沿って礫の平坦面を上側に揃え詰めている。掘り方埋土はオリーブ褐色シルトブ

ロックを多量に含み、厚さは0.12〜0.18mである。

礎石跡３

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。ＳＤ54に東側を壊されており、掘り方形状は楕円形で、残存規

模は長径1.11m、短径0.93mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.69m、短径0.64mである。根固めの中

央で長径0.38m、短径0.30m、深さ0.02mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層

である。根固めは径20cmの円礫を多量に詰め、中央は窪んでいる。根固石は中央の窪みに径３cm以内の小円礫を含

む小礫を詰め、外側には径10〜20cmの大型の円礫を詰めている。根固石は一部掘り方埋土に突き込まれている。掘

り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み、縞状となっている。掘り方埋土の厚さは0.15〜0.24mである。

　遺物は抜取痕から平瓦、丸瓦か輪違い、土師質土器の皿が出土している。

礎石跡４

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。ＳＫ277に西側、撹乱に南側を壊されている。掘り方形状は不

整円形とみられ、残存する掘り方規模は径1.05mである。根固め形状も不整円形で、残存規模は径0.74mである。根

固め中央で長径0.42m、短径0.28m、深さ0.09mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層

類似層である。根固めは径10cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでいる。根固石は中央の窪みに径３cm以内の

小円礫を詰め、外側には径10cm程の大型の円礫を多く詰めている。掘り方埋土は灰黄褐色シルトブロックを含み、

厚さは0.1〜0.2mである。

　遺物は丸瓦が１点出土している。

礎石跡５

　建物北辺の礎石跡で、６・７号石敷遺構の上に構築されている。撹乱に南西側を壊されており、掘り方形状は不

明である。残存規模は長径1.13m、短径0.76mで、深さは0.14m以上である。根固め形状は楕円形とみられ、残存規

模は長径0.82m、短径0.50m、根固めの厚さは0.09m以上である。撹乱壁面の観察では、掘り方底面は中央が浅く窪

んでいる。根固め中央で長径0.32m、短径0.24mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層

類似層である。根固めは径10cmの円礫を詰め、根固石は礎石跡１から礎石跡４に比べ少量で、一部掘り方埋土に突

き込まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.14〜0.36mである。

礎石跡６

　建物北辺の礎石跡である。撹乱に南西側を壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径1.01m、短径

0.90mである。根固めは不整楕円形で、残存規模は長径0.8m、短径0.60mである。抜取痕は確認できなかった。根固

めは径20cm以内の円礫を多量に詰めているが、根固石は密集しておらず、堆積土内全体に詰めている。根固石は一

部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫をわずかに含み、

厚さは0.07〜0.17mである。
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礎石跡７

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱に南西側を壊されており、掘り方形状は円形とみられ、残

存規模は径1.05mである。根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.77mである。根固め中央に長径0.62m、短径0.52m、

深さ0.05mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土には径10cmの円礫を含むシルトが入ってい

る。根固めは径30cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪み、窪みの底面は平坦である。根固石は径５〜15cmの円礫

が多く、径３cm以内の小円礫も少量含まれる。根固石は窪みに沿って礫の平坦面を上側に揃え詰めている。また根

固石の中には径30cmの大型の円礫が１石あり、他の根固め同様に平坦面を内側に向けて詰めている。掘り方埋土は

少量の径10〜15cmの円礫を含む暗褐色シルトブロックが縞状となっており、厚さは0.11〜0.22mである。

　遺物は抜取痕から平瓦、土師質土器の皿が出土している。

礎石跡８

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱に南側を壊され、掘り方形状は半円形となっている。残存

する掘り方規模は径1.01m、深さ0.29m以上である。根固め形状も同じく半円形で、残存規模は径0.77m、厚さ0.21m

以上である。撹乱壁面の観察では、壁面は外側に大きく開き、掘り方の底面は中央が深く、掘り方埋土が底面に厚

く続いている。根固めの中央に径0.46m、深さ0.13mの抜取痕とみられる半円形に残存するプランを検出した。堆積

土はⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでいる。掘り方埋土は暗褐色シルト

ブロックと径20cm以内の円礫を多く含んでおり、円礫は撹乱底面での確認のため、根固石が掘り方埋土に突き込ま

れた可能性もある。

　遺物は抜取痕から平瓦、須恵器が出土している。

礎石跡９

　建物北辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱により西側を壊されている。掘り方形状は円形か楕円形で、

残存規模は長径0.85m、短径0.80mである。根固め形状も円形か楕円形で、残存規模は長径0.6m、短径0.52mである。

根固めの中央で長径0.45m、短径0.39m、深さ0.09mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土は

径20cm以内の円礫を含むⅢ層類似層である。根固めは径30cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固

石は径５〜15cmの円礫が多い。根固石の中には径30cmの大型の円礫が１石あり、平坦面を内側に向けて詰めている。

掘り方埋土はにぶい黄褐色砂質シルトブロックを含み、厚さは0.11〜0.13mである。

　遺物は抜取痕から陶器（Ｉ１）が出土している。

礎石跡10

　建物北辺の礎石跡である。六角塔基礎に南東側を大きく壊されており、掘り方形状は不明である。残存する掘り

方規模は長径0.54m、短径0.26mで、深さ0.13m以上である。根固め形状も不明であり、残存規模は長径0.43m、短径

0.10m、厚さ0.03mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は一部掘

り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土にも径20cm以内の円礫を含んでおり、厚さは0.04〜0.08mである。

礎石跡11

　建物北東隅の礎石跡である。六角塔基礎に北西側を壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.62m、

短径0.53mで、深さは0.28mである。根固め形状は不明で、残存規模は長径0.51m、短径0.39m、厚さは0.21mである。

根固めは径20cm以内の円礫を底面まで詰めており、根固石は中央に径３cm以内の小円礫が混じり、外側は大型の円

礫を詰めており、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、縞状となって

おり、厚さは0.04〜0.10mである。

礎石跡12

　建物東辺の礎石跡で、第４次調査の第２試掘区北側で確認したピットとみられる。掘り方形状は楕円形で、残存

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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規模は長径0.69m、短径0.59mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.44m、短径0.41mである。根固

めの中央で径0.16mの抜取痕とみられる円形のプランを検出した。堆積土は径５cm以内の円礫を少量含む砂質シル

トである。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径10cm以内の円礫が多く、径３cm以内の小円礫と砂

質土と共に詰めている。掘り方埋土はオリーブ褐色、暗オリーブ褐色シルトブロックを含み、一部縞状となってお

り、厚さは0.03〜0.14mである。

礎石跡13

　建物内部の礎石跡で、ＳＤ55に中央を壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.96m、短径0.87m

である。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.71m、短径0.57mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは

径30cm以内の円礫を詰めているが、根固石は他の礎石跡と異なり、径15〜30cmの大型の円礫が主体であり、平坦面

を上または中央に向けて詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを多量と径５cm以内の円礫を少量

含み、厚さは0.08〜0.19mである。

礎石跡14

　建物内部の礎石跡である。ＳＤ55、ＳＫ264、ＳＫ266、Ｐ38に西側、北側を壊され、掘り方形状は円形か楕円形

とみられる。残存する掘り方規模は長径0.90m、短径0.64mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.45m、

短径0.38mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰めており、根固石は密集し

ている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、一部縞状に詰められており、厚さは0.24mである。

礎石跡15

　建物内部の礎石跡である。撹乱に南東側を壊され、掘り方形状は楕円形とみられる。残存する掘り方規模は長

径0.44m、0.31mと小型で、深さは0.09mである。撹乱壁面の観察では掘り方壁面は大きく開き、底面中央が深くなっ

ている。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は褐色シルトブロックを含み縞状となっている。検出

標高は12.26mであるが、北側に位置する礎石跡６・７が12.27mと差が無いことから、本来小規模な礎石跡と考え

られる。

礎石跡16

　建物内部の礎石跡である。撹乱に北側を殆ど壊され、掘り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.61m、

短径0.17m、深さ0.11mである。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.43m、短径0.06m、厚さ0.07mである。撹乱

壁面の観察では、掘り方壁面はほぼ垂直に立ち上がり、底面が平坦である。抜取痕は確認できなかった。根固めは

ブロック土のみで、根固石は確認できなかった。掘り方埋土は黒褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、

厚さは0.04〜0.10mである。

礎石跡17

　建物内部の礎石跡で、第４次調査の第１試掘区で確認したピットとみられる。掘り方形状は円形で、残存規模は

径0.51mで、ＳＢ６の礎石跡の中では小型のものである。根固め形状も円形で、残存規模は径0.38mである。抜取痕

は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰めており、根固石は径５〜20cmの円礫のみで、径３cm以内の

小円礫は含まれず、他の礎石跡と礫の入れ方が異なっている。掘り方埋土は暗オリーブ褐色シルトブロックを含み、

厚さは0.05〜0.08mである。

礎石跡18

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は円形であり、残存規模は径0.89mである。根固め

形状は不整円形で、残存規模は径0.60mである。根固めの中央で径0.43m、深さ0.07mの抜取痕とみられる不整形の

プランを検出した。堆積土は径５cmの円礫を含むⅢ層類似層で、瓦片を含んでいる。根固めは径10cm以内の円礫を

多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は中央の窪みに径３cm以内の小円礫を多く詰め、外側には大型の円礫も詰
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めている。掘り方埋土は黒褐色シルトブロックを含み、厚さは0.12〜0.16mである。

　遺物は抜取痕から平瓦・刻印平瓦、丸瓦か輪違いが出土している。

礎石跡19

　建物内部の礎石跡である。撹乱に南西側を壊されている。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.97mである。根

固め形状は隅丸三角形で、残存規模は長軸0.57m、短軸0.54mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm

以内の円礫を詰め、根固石は密集せず、全体にまばらに詰めている。掘り方埋土は暗灰黄色シルトブロックを含み、

一部縞状となっており、厚さは0.17〜0.28mである。他の礎石跡に比べ平面で見ると根固めの幅が狭く、反対に掘

り方埋土が広い。

礎石跡20

　建物内部の礎石跡で、第４次調査の第２試掘区南側で確認したピットとみられる。六角塔基礎に西側を壊され、

形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.76m、短径0.52mで、深さは0.18mである。根固め形状も不明で、

残存規模は長径0.48m、短径0.32m、厚さ0.15mである。撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急に立ち上がり、底面

中央が深くなっている。根固めは径30cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径10〜20cmの円礫が多く、砂質土と共

に詰めている。根固石の中には径30cmの大型の円礫が１石あり、平坦面を上に向けて詰めている。掘り方埋土は黒

褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.06〜0.2mである。

礎石跡21

　建物東辺の礎石跡で、第４次調査の第２試掘区南側で確認した土坑とみられる。Ｐ62より古く、撹乱に東側と西

側を壊されている。掘り方形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.82m、短径0.70mである。根固め形状は楕円形

で、残存規模は長径0.52m、短径0.48mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰

め、根固石は径５〜15cmの円礫が多く、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブ

ロックと径20m以内の円礫を少量含み、厚さは0.04〜0.22mである。

礎石跡22

　建物西辺の礎石跡で、中央をＳＫ271に壊されている。掘り方形状は円形で、残存規模は径1.00mである。根固め

の長径は0.68m、残存する短径は0.40mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰

めているが、根固石は東側に位置する礎石跡23や24、南側の礎石跡31に比べ密集せず、まばらである。掘り方埋土

は黄褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.12〜0.35mである。

礎石跡23

　建物内部の礎石跡で、ＳＢ６の中では規模の大きなものである。Ｐ43より古く、掘り方形状は楕円形で、残存規

模は長径1.29m、短径1.08mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.9m、短径0.80mである。根固め

は径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は南西側に密集し、一部掘り方埋土に突き込まれている。根固石の少な

い北東側には撹乱が入ることから、根固石は本来、根固め全体に密に詰められていたと考えられる。掘り方埋土は

褐色、暗褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み、一部縞状となっており、厚さは0.1〜0.2mである。

礎石跡24

　建物内部の礎石跡で、ＳＢ６の礎石跡の中では規模が大きく、掘込み調査を行っている。掘り方形状は楕円形で、

残存規模は長径1.25m、短径1.12mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径1.00m、短径0.93mである。

根固めの中央で長径0.74m、短径0.64m、深さ0.06mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土は

径10cm以内の円礫と炭化物を含むにぶい黄褐色砂質シルトである。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中

央が窪んでおり、根固石は中央の窪みに径５cm以内のやや小型の円礫を詰め、外側に径10〜15cmの円礫を平坦面

を上側に揃え詰めている。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.06〜0.15mで
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ある。

　遺物は抜取痕から鉄釘が出土している。

礎石跡25

　建物内部の礎石跡で、第４次調査の第１試掘区南西部で確認したものとみられる。ＳＢ６の中では規模の大きな

もので掘込み調査を行っている。ＳＫ247に南側を壊されており、掘り方形状は円形か楕円形で、残存規模は長径

1.40m、短径1.26mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径1.04m、短径0.85mである。根固めの中央で

径0.61m、深さ0.10mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。堆積土は径10cm以内の円礫と炭化物を含む

にぶい黄褐色砂質シルトである。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は窪みに密

集して詰めている。掘り方埋土は黒褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.12〜0.22mである。

礎石跡26

　建物内部の礎石跡で、第４次調査の第１試掘区南西部で確認したものとみられる。掘り方形状は楕円形とみられ、

残存規模は長径0.99m、短径0.90mである。根固め形状は楕円形で、長径0.66m、短径0.60mである。根固めとみられ

た部分はⅢ層類似層であったが、検出段階では円礫がまばらであったため、抜取痕の可能性もある。掘り方埋土は

黄褐色砂質シルト、灰黄褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.12〜0.18mである。

礎石跡27

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.81mである。検出段階で

は掘り方埋土と抜取痕の区別が難しく、確認のため半裁したところ、掘り方埋土の中央で径0.50m、深さ0.12mの抜

取痕とみられる不整円形のプランを確認した。堆積土はⅢ層類似層である。掘り方は径20cm以内の円礫を多量に含

むシルトで、厚さは0.08〜0.22mである。底面に円礫が密集しているため、根固めの可能性もある。

　遺物は抜取痕から軒丸瓦、平瓦、熨斗瓦、丸瓦か輪違いが出土している。

礎石跡28

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。小溝群８－９に南側を壊されており、掘り方形状は円形か楕円

形とみられる。残存する掘り方規模は長径1.04m、短径0.88mである。根固め形状も円形か楕円形とみられ、残存規

模は長径0.76m、短径0.62mである。根固めの中央で径0.53m、深さ0.13mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検

出した。堆積土は径10cm以内の円礫を含むⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は

根固めの南側に径５〜10cmの円礫が密集している。根固石の中には径20cmの大型の円礫があり、平坦面を中央に向

けて詰めている。掘り方埋土は褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.11〜0.13mである。

礎石跡29

　建物内部の礎石跡で、第４次調査の第２試掘区南側で確認したものとみられる。六角塔基礎に西側を壊され、掘

り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.68m、短径0.50m、深さ0.30mである。根固め形状も不明だが、

残存規模は長径0.49m、短径0.30m、厚さ0.26mである。撹乱壁面の観察から掘り方の壁面はほぼ垂直に立ち上がり、

底面はわりと平坦である。根固め上部は円礫が少なく、堆積土は径20cm以内の円礫を含む灰黄褐色シルトで、礎石

の抜取痕と考えられ、深さは0.09mである。根固めは径20cm以内の円礫を下部まで多量に詰めている。掘り方埋土

は褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.12mである。

礎石跡30

　建物東辺の礎石跡で、第４次調査の第２試掘区南側で確認した土坑とみられる。小溝群８－９に南側を壊されて

いる。掘り方形状は円形か楕円形で、残存規模は長径1.11m、短径1.00mである。根固め形状も円形か楕円形で、残

存規模は長径0.91m、短径0.62mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰めているが、

根固石はまばらで、小溝に壊された部分の断面でも多く確認することができず、本来、根固石は少量である可能性
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もある。掘り方埋土は多量のにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.08〜

0.20mである。

礎石跡31

　建物西辺の礎石跡である。ＳＫ279に南西側、撹乱に北側を壊され、掘り方形状は不明である。残存する掘り方

規模は長径0.81m、短径0.52m、深さ0.43mである。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.43m、短径0.31m、厚さ0.29m

である。撹乱壁面の観察から掘り方壁面は外に開き、底面中央が深くなっている。抜取痕は確認できなかった。根

固めは径20cm以内の円礫を下部まで多量に詰めている。掘り方埋土は黒褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を

少量含み縞状となっており、厚さは0.10〜0.28mである。

礎石跡32

　建物内部の礎石跡で、撹乱底面で確認している。抜取痕や根固めは確認できず、掘り方のみの残存とみられる。

形状は楕円形で、残存規模は長径0.73m、短径0.57mである。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを含んで

いる。

礎石跡33

　建物内部の礎石跡で、撹乱底面で確認している。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.61m、短径0.53mであ

る。根固め形状は不整楕円形で、長径0.40m、短径0.31mである。抜取痕は確認できなかった。根固めはグライ化し

ており、円礫がわずかに含まれるのみである。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み一部縞状となり、厚さは

0.04〜0.17mである。検出標高が11.95mであるのに対し、北側の礎石跡24は12.28mと差が0.33mもあることから、上

面が大きく削平されたとみられる。

礎石跡34

　建物内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.82m、短径0.74mである。根固め形状は

不整円形で、残存規模は径0.58mである。根固めは中央がわずかに窪んでおり、径20cm以内の円礫を使用し、根固

石は中央にやや小型の円礫を詰め、外側は径10〜20cmの大型の円礫を詰めている。掘り方埋土は黄褐色シルトブロッ

クを含み一部縞状となっており、厚さは0.10〜0.14mである。

礎石跡35

　建物内部の礎石跡で、西半分は１号樋跡上に構築されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.74mで

ある。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.50m、短径0.42mである。根固め中央に径0.31mの抜取痕とみ

られる不整円形のプランを検出した。堆積土には径20cm以内の円礫を含むオリーブ褐色シルトが入り、瓦片を含ん

でいる。根固めは径10cm以内の円礫を詰めているが、まばらである。掘り方埋土は黄褐色砂質シルト、灰黄褐色シ

ルトブロックを多量に含み、厚さは0.09〜0.18mである。

礎石跡36

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.88m、短径0.81mであ

る。根固め形状は不整楕円形で、長径0.63m、短径0.59mである。根固め中央で径0.28m、深さ0.09mの抜取痕とみら

れる不整円形のプランを検出した。堆積土にはⅢ層類似層が入り、瓦片を含んでいる。根固めは径10cm以内の円礫

を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は北側に多く、径３cm以内の小円礫や砂質土を共に詰めている。掘り方

埋土は黄褐色シルトブロックを含み、厚さは0.11〜0.16mである。

　遺物は熨斗瓦が出土している。

礎石跡37

　建物内部の礎石跡である。六角塔基礎に東側を壊されている。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.69mである。

根固め形状は不整円形で、径0.50mである。根固めは径10cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は北側に多く、径３
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cm以内の小円礫と砂質土を共に詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを多量と径10cm以内の円礫

を少量含み、厚さは0.05〜0.12mである。

礎石跡38

　建物内部の礎石跡である。六角塔基礎に西側、撹乱に南東側を壊されており、掘り方形状は不明である。残存す

る掘り方規模は長径0.68m、短径0.47mである。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.42m、短径0.34mである。撹

乱壁面の観察では掘り方壁面が外へ開き、底面は中央が深くなっている。抜取痕は確認できなかった。根固めは径

10cm以内の円礫を多量に詰めており、根固石は中央に密集している。掘り方埋土はオリーブ褐色シルトブロックと

径10cm以内の円礫を少量含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.15mである。

礎石跡39

　建物東辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径1.06m、短径0.95m

である。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.78m、短径0.63mである。根固め中央で長径0.59m、短径0.48m、

深さ0.10mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土には径20cm以内の円礫を含むにぶい黄褐色

シルトが入っている。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は窪みに密集して詰め

ている。根固石は径20cmの大型円礫が他の礎石跡より多く入り、窪みに沿って平坦面を上側に揃え詰めている。掘

り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを含み、厚さは0.11〜0.20mである。

礎石跡40

　建物西辺の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径1.03mである。根固め形状は円形で、残存規模は

径0.75mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は北東側に密集し

ており、中央に５cm以内の小さな円礫を多く入れている。掘り方埋土は黒褐色、にぶい黄褐色シルトブロックと径

10cm以内の円礫を少量含み一部縞状となっており、厚さは0.08〜0.18mである。

　遺物は鉄釘、その他の鉄製品が出土している。

礎石跡41

　建物内部の礎石跡で、撹乱底面で確認している。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.73m、短径0.58mである。

根固め形状は楕円形で、長径0.52m、短径0.48mである。抜取痕は確認できなかった。根固めはブロック土が主体で、

根固石は確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.08〜0.12mである。

検出標高は12.08mで、東側の42は11.92mで0.16m高く、根固石が残存するのに対し、41には確認できず、本来掘り

方が浅いものと考えられる。

礎石跡42

　建物内部の礎石跡で、撹乱底面で確認している。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.81m、短径0.72mであ

る。根固め形状は楕円形で、長径0.44m、短径0.39mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径５cm以内の円

礫を少量詰め、根固石がわずかに残存している。掘り方埋土は暗オリーブ褐色シルトブロックを含み一部縞状となっ

ており、厚さは0.06〜0.24mである。この礎石跡は下層遺構のＳＤ58を掘込み構築しており、堆積土はグライ化し

ている。検出標高は11.92mで、北側の礎石跡24の12.28mに対し0.36mも低くなっている。根固石はわずかに確認でき、

掘り方上面の削平にもかかわらず一定規模があり、本来は大型の礎石跡の可能性がある。

礎石跡43

　建物内部の礎石跡で、西半分は１号樋跡の上部に掘り込まれ、撹乱で南側を壊されている。掘り方形状は楕円形

で、残存規模は長径0.60m、短径0.50mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.48m、短径0.36mであ

る。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を少量詰めており、根固石は検出面ではあまり確認で

きず、根固め下部で確認している。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み一部縞状となっており、厚さは0.06
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〜0.12mである。

礎石跡44

　建物内部の礎石跡である。撹乱で南側を壊され、掘り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.68m、

短径0.42m、深さ0.24mである。根固め形状も同じく不明で、残存規模は長径0.38m、短径0.18m、厚さ0.14mである。

撹乱断面の観察では、掘り方壁面がほぼ垂直に立ち上がり、底面中央が深くなっている。抜取痕は確認できない。

根固めはブロック土が主体で、根固石は残存していない。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックを含み縞状となって

おり、厚さは0.10〜0.19mである。

礎石跡45

　建物内部の礎石跡である。遺構の上部、北半を撹乱で壊されており、残存は悪く、掘り方形状は不明である。残

存する掘り方規模は長径0.46m、短径0.25mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色シル

トブロックと径10cm以内の円礫を僅かに含み一部縞状となっている。

礎石跡46

　建物内部の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.82mである。根固め形状は円形で、残存規模は

径0.58mである。根固め中央で径0.18mの抜取痕とみられる円形のプランを検出した。堆積土は径５cm以内の円礫を

少量含む暗褐色シルトである。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は北西側に多く、径３cm以内の小

円礫と砂質土を共に詰めている。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルト、にぶい黄褐色砂質土ブロックを含み、厚さ

は0.06〜0.18mである。

礎石跡47

　建物内部の礎石跡である。撹乱で北東側を壊され、掘り方は半円形に残存する。残存する掘り方規模は長径0.81m、

短径0.53m、深さ0.33mである。根固めも半円形に残存しており、規模は長径0.55m、短径0.34m、厚さは0.27mである。

撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急角度で外に開き、底面は南東側に傾いている。根固め中央に長径0.36m、短

径0.24m、深さ0.12mの抜取痕とみられる不整形のプランを検出した。堆積土は径20cm以内の円礫を少量含むⅢ層類

似層である。根固めは径20cm以内の円礫を詰めているが、根固石は密集せず、まばらに詰めている。掘り方埋土は

暗褐色シルトブロックを含み、縞状となっており、厚さは0.08〜0.15mである。

礎石跡48

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱に西側を壊され、掘り方形状は円形または楕円形とみられ

る。残存する掘り方規模は長径0.88m、短径0.61mである。根固め形状も円形か楕円形とみられ、残存規模の長径0.65m、

短径0.48mである。根固めの上面には円礫が少量入る抜取痕がみられ、堆積土にはⅢ層類似層が入り、深さは0.05m

である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に

詰められている。根固石は密集せず全体に詰められている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み縞状となっ

ており、厚さは0.08〜0.14mである。

礎石跡49

　建物東辺の礎石跡である。遺構上部を六角塔基礎により壊されており、残存は非常に悪い。残存する掘り方形

状は不整楕円形で、残存規模は長径0.50m、短径0.42mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.34m、

短径0.30mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰め、根固石は一部掘り方埋土に突

き込まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックと径５cm以内の円礫を少量含み縞状となって

おり、厚さは0.03〜0.11mである。本来は北側の礎石跡39や南側の58同様の規模とみられる。

礎石跡50

　建物西辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で北側を壊され、掘り方形状は円形か楕円形とみられ、残
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存規模は長径0.90m、短径0.72mである。根固め形状も円形か楕円形とみられ、残存規模は長径0.56m、短径0.52mで

ある。根固め中央で長径0.38m、短径0.34m、深さ0.12mの抜取痕とみられる不整形のプランを検出した。堆積土は

微量の炭化物を含むⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は北側に密集し、南側で

はほとんど確認できなかったことから、抜き取られている可能性もある。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロッ

クを含み、厚さは0.04〜0.14mである。

　遺物は抜取痕から鉄釘が出土している。

礎石跡51

　建物内部の礎石跡である。上部全体を撹乱で壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.68m、短

径0.47mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.32m、短径0.23mである。抜取痕は確認できなかった。

根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は南側に多くみられる。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックと径

20cm以内の円礫を含み縞状となり、厚さは0.09〜0.28mである。円礫は掘り方埋土でも確認しているが、径３cm以

内の小円礫は根固め内に多くみられる。掘り方埋土内の円礫は根固めから突き込まれたとみられるものと、掘り方

埋土に詰めたものがある。

礎石跡52

　建物内部の礎石跡で、西側の一部は１号樋跡上に構築されている。撹乱で東側と南側を壊され、掘り方形状は不

明である。抜取痕や根固めは確認できなかった。残存する掘り方規模は長径0.33m、短径0.27mである。掘り方埋土

はにぶい黄褐色シルトブロックを多量に含んでいる。

礎石跡53

　建物内部の礎石跡である。撹乱で北東側を壊され、掘り方形状は円形か楕円形とみられる。残存する掘り方規

模は長径0.73m、短径0.60m、深さ0.18mである。根固め形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.44m、短径0.42m、

厚さは0.12mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め中央が窪み、根固石は

窪みの壁面に密集して詰めている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.11〜

0.16mである。

礎石跡54

　建物内部の礎石跡である。撹乱で西側を壊されている。掘り方形状は隅丸三角形で、残存規模は長径0.87m、短

径0.82mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.54m、短径0.44mである。抜取痕は確認できなかった。

根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径３cm以内の小円礫が少なく、礫径が揃っている。掘り方埋土

は暗褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含み縞状となっており、厚さは0.13〜0.25mである。他の礎石

跡と比較して根固め規模が小さく、掘り方埋土の幅が広くなっている。

礎石跡55

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で北東側の一部を壊されている。掘り方形状は不整楕円

形で、残存規模は長径0.86m、短径0.80mである。根固め形状は楕円形で、長径0.60m、短径0.52mである。根固め

中央で長径0.24m、短径0.19m、深さ0.04mの抜取痕とみられる不整形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層で

ある。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は径５〜15cmの円礫を多く詰め、中

央には径３cm以内の小円礫を多く詰めている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み、厚さは0.10〜0.16mで

ある。

礎石跡56

　建物内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で南東側を壊されており、掘り方形状は円形で、残存規

模は径0.92mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.64m、短径0.56mである。根固めの南東側で径0.41m、
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深さ0.06mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層である。根固めは径20cm内の円

礫を多量に詰め、中央は窪んでおり、根固石は窪みに沿い、平坦面を表面に揃え詰めている。また根固石は南側に

多くみられ、北側は抜き取られている可能性がある。掘り方埋土は褐色粘土質シルトブロックを含み、厚さは0.13

〜019mである。

礎石跡57

　建物内部の礎石跡である。大半を六角塔基礎で壊され南端が残存しているのみで、掘り方形状は不明である。残

存する掘り方規模は長径0.45m、短径0.25mである。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.20m、短径0.10mである。

抜取痕は確認できなかった。根固めは径５cm以内の円礫を詰め、中央には部分的に径１cm以内の円礫と砂質土を多

く詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.08〜0.22mである。

礎石跡58

　建物東辺の礎石跡で、第４次調査で確認したＰ35とみられる。撹乱で北西側を壊されている。掘り方形状は不整

楕円形とみられ、残存規模は長径1.04m、短径0.90mである。根固め形状は円形とみられ、残存規模は径0.60mである。

抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は密集しており、径５〜10cmの円礫

が多くみられ、径３cm以内の小円礫が他と比較して少なく、礫径が揃っている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロッ

クを含み縞状となっており、厚さは0.17〜0.22mである。

礎石跡59

　建物内部の礎石跡である。撹乱で西側を壊されている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.71m、短径0.57m

である。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.53m、短径0.45mである。抜取痕は確認できなかった。根固め内

には径１cm以内の円礫を少量含むが、根固石とみられる一定の大きさのものは確認できなかった。掘り方埋土は暗

褐色シルトブロックを含み、厚さは0.05〜0.10mで、他と比較して狭い。

礎石跡60

　建物内部の礎石跡で、１号樋跡上に構築されている。上部全体を撹乱で壊されており、掘り方形状は楕円形であ

る。残存する掘り方規模は長径0.34m、短径0.25mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は褐色、

暗褐色シルトブロックを多量、径10cm以内の円礫を少量含んでいる。

礎石跡61

　建物南西隅の礎石跡である。掘り方形状は円形か楕円形で、残存規模は長径0.86m、短径0.78mである。根固め形

状は円形か楕円形で、残存規模は長径0.67m、短径0.48mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内

の礫を詰め、根固石は径５〜15cmの円礫を密集して詰めている。掘り方埋土は灰黄褐色、黄褐色シルトブロックを

多量、径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.14〜0.19mである。

礎石跡62

　建物南辺の礎石跡である。撹乱で東側と北側を壊され、掘り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径

0.69m、短径0.48m、深さ0.20mである。根固め形状も不明で、残存規模は長径0.57m、短径0.39m、厚さ0.18mである。

根固めは径10cm以内の円礫を詰め、根固石は外側と下部に多く、一部掘り方埋土に突き込まれている。中央上部は

円礫をあまり含まず、明確ではなかったが、抜取痕が残存している可能性もある。掘り方埋土はにぶい黄褐色シル

トブロックを含み縞状となっており、厚さは0.05〜0.10mである。

礎石跡63

　建物南辺の礎石跡である。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.88m、短径0.75mである。根固め形状は不整

形で、残存規模は長径0.64m、短径0.61mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を多量に

詰め、根固石は中央に径３cm以内の小円礫を密集して詰め、外側は径10cm程度の比較的大型の円礫を詰めている。
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根固石は一部掘り方に突き込まれている。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を少量含

み一部縞状となっており、厚さは0.03〜0.11mである。

礎石跡64

　建物南辺の礎石跡である。上部全体を撹乱で壊されている。掘り方形状は隅丸三角形で、残存規模は長径0.32m、

短径0.27mである。抜取痕は確認できなかった。暗褐色シルトブロックと共に径20cm以内の円礫を含んでいる。根

固めと掘り方埋土の区別が不明瞭で、一部縞状となっているがこれを根固めとした。

礎石跡65 

　建物南辺の礎石跡である。撹乱で南側を壊され、掘り方形状は半円形となっている。残存する掘り方規模は長径

0.99m、短径0.55m、深さ0.31mである。根固め形状も半円形で、残存規模は長径0.67m、短径0.41mである。撹乱壁

面の観察では、掘り方壁面は大きく外側に開き、底面中央が深くなっている。抜取痕は確認できなかった。根固め

は径20cm以内の円礫を多量に含み、根固石は径３cm以内の小円礫と砂質土と共に下部まで詰められ、一部掘り方埋

土に突きこまれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.12〜0.19m

である。

礎石跡66

　建物南辺の礎石跡で、撹乱で東側と北側を壊されている。掘り方形状は円形で、残存規模は長径0.93m、短径

0.86mである。根固め形状は不整円形とみられ、残存規模は径0.64mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは

径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径５〜15cmの円礫が多く、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方

埋土は暗褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.07〜0.18mである。

　遺物は根固め上面から磁器（Ｊ１）が出土している。

礎石跡67

　建物南辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で北西側を壊されている。掘り方形状は円形で、残存規模

は径1.05mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.78m、短径0.72mである。根固めの中央で径0.47m、

深さ0.12mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。堆積土には径20cm以内の礫を含む灰黄褐色シルトが

入り、根固石では通常みられない径20cm程度の角礫を含んでいる。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央

が窪んでいる。根固石は径10cmほどの円礫が多く、密集せず全体に詰めており、一部掘り方埋土に突き込まれてい

る。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.18mである。

　遺物は抜取痕から鉄釘（Ｎ７）が出土している。

礎石跡68

　建物南辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で北西側を壊され、掘り方形状は楕円形とみられる。残存

する掘り方規模は長径0.93m、短径0.59mである。根固め形状は不整楕円形とみられ、残存規模は長径0.77m、短径0.49m

である。根固めの中央で径0.67m、深さ0.20mの抜取痕とみられる半円形プランを検出した。堆積土にはⅢ層類似層

が入り、径20cm程度の角礫を含んでいる。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでいる。根固石は

径10〜15cmの円礫が多く、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土はオリーブ褐色シルトブロックを含み、

厚さは0.08〜0.16mである。

　遺物は抜取痕から熨斗瓦が１点出土している。

礎石跡69

　建物南辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で南西側を壊されている。掘り方形状は円形か楕円形とみ

られ、残存規模は長径1.11m、短径1.02mである。根固め形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.91m、短径0.77m

である。根固めの南西側で径0.62m、深さ0.13mの抜取痕とみられる半円形プランを検出した。堆積土は径20cm以内
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の円礫を含むⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は径10〜

15cmの円礫を多く詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜

0.21mである。

礎石跡70

　建物南辺の礎石跡である。六角塔基礎に北東側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径

1.08m、短径0.98mである。根固め形状は楕円形で、残存規模は長径0.84m、短径0.79mである。根固めは径20cm以内

の円礫を詰め、根固石は密集せず全体にまばらに詰めており、一部掘り方埋土に突き込まれている。掘り方埋土は

暗褐色シルト、にぶい黄褐色砂質シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.09〜0.18mである。

礎石跡71

　建物南東隅の礎石跡で、第４次調査の２区で確認したＰ36とみられる。六角塔基礎で北東側を壊され、掘り方形

状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.84m、短径0.62mである。根固め形状も不明であるが、残存規模は長

径0.56m、短径0.34mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径30cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は北西

側に密集して詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.07

〜0.15mである。

［溝　跡］

　溝跡は西辺でＳＤ42、北辺でＳＤ36、南辺でＳＤ６、東辺でＳＤ43と、基本的には建物の各側柱列に並行した配

置を確認しており、これらの溝跡は建物との位置関係や周辺溝との関係から一部水路を兼ねた雨落ち溝と考えられ

る。このうちＳＤ36は第７次調査で確認しており、東半部では建物の北辺に沿っているが、西半部では北側へ屈曲

し張出すことで建物から離れた位置にある。各溝跡は端部で他の溝跡と接続している。ＳＤ43は第４次調査２区で

一部が確認されていたが、部分的な調査であったため、この時点では溝跡としていない。

６号溝跡　

位置と配置　ＳＤ６はＳＢ１から続く南辺の溝跡で、ＳＢ１・６・７はこの溝を共有することで、近接した位置関

係にある。またＳＤ６は西からＳＤ42、１号樋跡、ＳＤ45、ＳＤ43と接続または交差している。建物南辺柱列と溝

跡の距離は1.70〜1.85m（５尺６寸〜６尺１寸程度）である。

構造と規模　今回の調査区での確認長は35.4mで、溝の構造は構築時のb段階、改修後のa段階と、廃城後の改修の

３つの段階を確認した。掘込みは西からＳＤ42との接続部分を２区、１号樋跡との交差部分を３区、ＳＤ45との接

続部分を４区として行い、さらに東側の六角塔基礎との交差部分２か所を５区・６区として断面観察を行った。

　構築当初の段階の構造をみると、２区から３区、３区から５区西側、５区西側から６区の各範囲において、溝構

造に違いがあり、３つの構造が確認できる。

　２区から３区では、建物側である北壁は径30cm以内の角礫を２段以上に組んだ石組みの壁とみられるが、側石が

残存するのはＳＤ42との接続地点東側角のみで、その他の部分については、後世に壊されたものとみられる。ま

たＳＤ42の石組み背面には裏込め石として多量の円礫が詰められていたが、ＳＤ６に裏込め石は全く確認できない。

これに対し南壁は厚さ４cm程度の側板痕跡を断面で確認しており、木板を立て並べた構造とみられる。断面観察か

ら側板の下部は板を据えるために壁際を多少掘り下げていることがわかった。底面には掘り方埋土としてブロック

土を厚く詰めているが、２区ではその最上部に同様のブロック土をあらためて敷いたような状況がみられた。掘り

方幅は1.15〜1.30mで、溝幅となる北壁の側石と南壁の側板痕跡との間隔は0.4mで、掘り方幅に比べ狭いものとなっ

ている。これはＳＤ42西側の0.86mと比較して半分程度の狭さである。底面までの深さは0.38〜0.48mで、底面標高

は２区で11.68m、３区で11.78mである。

　３区から５区西側では、４区の中でもＳＤ45との接続部より西側は壁構築材が確認できなかったが、東側では両

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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壁面に径30cm以内の角礫による石組みが１段残存し、底面に径15〜50cmの角礫を敷き並べ、間に径10cm以内の小さ

な角礫を詰めた構造になっている。南側から接続するＳＤ45は検出面が底面となるなど削平が著しく、本来は側石

が２段以上組まれていたと推定される。また堆積土下部には径10cmほどの円礫がみられることから、底面敷石上に

は円礫が敷かれていた可能性もある。ＳＤ６の底面はＳＤ45より0.15m程度も低く、接続部分には明瞭な段差が造

られている。またこの接続部分のやや東寄りの底面には、底面の角礫間を幅４cm、長さ30cm程度の細長い隙間がみ

られる部分がある。この隙間の横にある北側石間の隙間も揃っており、ここには木板を差し立て、水流を調整する

仕切りとした施設が存在したとみられる。この地区での掘り方幅は0.64〜1.10mで、溝幅は４区で0.2mとなり、西

側に比べさらに狭くなっている。深さは0.2mで、底面標高は３区が11.97m、４区が11.93mである。

　５区西側から６区では、溝の底面幅0.4mの間に径30cm以内の角礫を１列ないしは２列に設置し、敷石としてい

る。壁面の構造は底面の敷石と掘り方の間の埋土幅が狭く、ここに角礫による側石は収まらないと見られることか

ら、おそらくは木板を設置した構造と考えられる。掘り方幅は1.40m、深さは0.20〜0.34mで、底面標高は11.89〜

11.99mである。以上のことからＳＤ６b段階の底面は２区の西側では西から東へ低くなり、反対に２区より東では

西が低くなっており、ＳＤ６全体としては東西方向からＳＤ42へ水が流れ、北へ導水する構造とみられる。

　改修後の溝構造は、３区より西側と５区とで違いがみられる。

　２区から３区では底面に厚さ0.1〜0.18mのブロック土を詰め、底面を嵩上げしたのみの改修で、基本的には溝幅

等に変化はみられない。嵩上げは１号樋跡東側の一部でも確認しているが、４区ではみられない。３区ではこの底

面を横切り１号樋跡の木樋痕跡が顔を出す状況であった。溝北壁側の側石は１号樋跡埋設土の上面部分には見られ

ず、そこには底面から続くブロック土が広がり、側石の抜取痕も確認できなかったことから、この部分には当初か

ら側石を設置しなかったとみられる。溝跡の掘り方幅は1.15〜1.30mで、溝幅は0.4mである。深さは0.22〜0.26mで、

底面標高は２区が11.87m、３区が11.93mである。

　５区から６区では底面構造は変化しないが、当初の両側の掘り方上部を掘込み、幅が広げられている。これに

より検出段階の掘り方プランは改修後のものである。４区より東側は廃城後の溝改修により壁面の残存が悪いが、

５区と６区の間の北壁には角礫が残存しており、４区同様に角礫による壁面だったとみられる。掘り方幅は1.40m、
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溝幅は0.4m程度で、底面標高は構築段階と変わらず11.89〜11.99mである。

　ＳＤ６は４区を除き、廃城後に溝の掘り方埋土を壊し、新たな溝を構築している。２・３・６区では廃城後の溝

跡の堆積土が改修した溝底面まで堆積することから、この溝と底面を共有している可能性がある。プランはａ段階

の側板痕跡の上部を壊し、また場所により側石が抜き取られており、基本的には素掘りの溝跡と判断される。断面

形状は場所により異なるが、構築段階やその改修段階と比べ、斜めに立ち上がり、底面は平坦である。掘り方幅は

0.64〜1.10m、溝幅は0.45〜1.15mである。深さは0.06〜0.28mで、底面標高は２区が11.87m、３区が11.93m、５区

は12.09m、６区は11.96〜11.99mであり、やや西側が低くなっている。

出土遺物　掘込みは堆積土の一部のみであり、１〜３区では廃城後の溝跡の堆積土、４区では改修後の堆積土を掘

り込んでいる。最も多い瓦の重量比はＳＤ６全体では平瓦、熨斗瓦31％、丸瓦18％、輪違い13％である。これに対

し２区では平瓦41％、熨斗瓦25％、丸瓦30％、輪違い４％となり、熨斗瓦と輪違いの割合が減少し、丸瓦が多くなっ

ている。

36号溝跡

位置と配置　ＳＤ36はＳＢ６の北辺溝跡で、第７次調査時に西側の一部を確認している。また溝跡の東端は東辺溝

跡のＳＤ43に接続している。溝跡は礎石跡４の北側で鉤型に曲がり、これより東側が建物北辺との距離が1.7〜1.8m

であるのに対し、西側は3.5〜3.6mほど離れた位置にある。また溝跡は建物北西隅にある礎石跡１の北側で再度北

へ曲がっており、調査区内では西辺溝跡であるＳＤ42とは接続せずに調査区外へと続いている。これ以外に溝跡は

建物東部で廃城後の溝跡ＳＤ33と接続し、東端部でも北側から延びるＳＤ47と接続している。またＳＤ36は１号樋

跡と交差しており、交差部分は撹乱で壊され重複状況は不明であるが、ＳＤ６との重複状況や、１号樋跡の木樋痕

跡上面の高さがＳＤ36底面より低いことから、レベル的には溝は１号樋跡の上部に通されていたと推察される。さ

らにＳＤ36はＳＸ８の南側に敷かれた石敷きと接する形で配置されているが、これらの施設は同時に造られ、機能

したものと考えられる。

構造と規模　溝跡の確認長は、西端の南北辺が2.5m、西側の東西辺が5.7m、西側の南北辺が1.7m、東半部の東西辺

が18.1mとなり、総長が28mである。掘込みは２か所で行ったところ、断面等の観察から構築段階の溝跡とそれを廃

城後に改修した構造の２段階を確認した。

　構築段階の構造をみると、壁面は廃城後の溝に壊されており不明であるが、底面は径30cm以内の角礫を中心に

平坦に敷き並べた敷石である。敷石の幅は0.3〜0.45mで、これがほぼ溝の底面幅とみられる。ただしＳＤ33との接

続部からＳＤ47との接続部間には底面に敷石は確認できず、素掘りの状態となっている。溝跡の掘り方幅は0.46〜

0.96m、深さは0.10〜0.16mで、底面標高は第７次調査区の敷石上で12.28m、１区で12.1m、２区で12.06mと、西側

から東側へ低くなっている。またＳＤ33からＳＤ47の間の掘り方幅は広い部分でも0.63mと狭く、これが当初から

の幅と考えられる。

　廃城後の溝跡は壁面に構築材やその抜取痕跡は確認できないことから、素掘りかもしくは以前の構造を踏襲した

ものかは判断できない。また底面のほとんどは構築時の溝跡底面を共有しているが、ＳＤ33との接続部より西側で

は径10〜20cmの円礫や角礫を４〜５列程度で底面に敷き並べた構造となり、石敷きはＳＤ33底面のものと一連の構

造となっている。この部分では石敷きと掘り方との隙間は少なく、本来壁材等は無かった可能性が高い。第７次調

査ではＳＤ33底面敷石の中に瓦片が組まれていたことから、廃城後の溝跡と位置付けられている。以上のことから、

ＳＤ33が構築するにあたり、建物北辺溝であった既存のＳＤ36西半部の底面を一部改修・使用することで、この接

続部に東半部の溝が取り付く形状であったと推察される。溝跡の形状は、壁面は場所により緩やかな部分とほぼ垂

直の部分があり、底面は平坦である。掘り方幅は0.46〜0.96mで、溝幅は0.52〜0.84mである。深さは0.10〜0.16mで、

底面標高は12.06m 〜12.28mである。
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出土遺物　軒丸瓦（Ｆ３・４）、丸瓦（Ｆ23・24）、軒平瓦（Ｇ２）、平瓦（Ｇ22・23）、熨斗瓦（Ｈ４〜11）、輪違い、

面戸瓦、丸瓦か輪違い、その他の瓦、土師器、陶器（Ｉ２）、土師質土器の皿（Ｘ３）、焼塩壷が出土しており、こ

れらは全て廃城後の溝の堆積土から出土しており、特に東端２区からの出土が目立っている。

42号溝跡

位置と配置　ＳＤ42はＳＢ６西辺の溝跡で、北端で廃城後のＳＤ34が横断し、調査区外に続き、南側は建物南辺溝

のＳＤ６に接続する。また北辺溝ＳＤ36とは直接接続せず、さらに西側のＳＢ１東辺溝ＳＤ40とはＳＤ50を介し繋

がっているとみられる。建物西辺と溝跡との距離は2.00〜2.10m（６尺６寸〜６尺９寸程度）である。

構造と規模　確認長は19.7mである。溝跡はＳＤ６同様に、構築時のb段階、改修後のa段階、廃城後の段階の計３

段階を確認した。掘込みは３か所で行ったほか、撹乱中の１か所で断面観察を行った。

　構築段階の溝跡壁面は、建物側の東壁が径15〜45cmの角礫を主体とした石材を３段以上の積んだ石組みの壁で、

これに対し西壁は厚さ３〜４cm程度の木板を立て並べたものである。石組み側の背面は掘り方の幅が広くとられて

おり、石組み側には大型の円礫に混じり、径15cm程度の小型の円礫を詰め、また外側には径20cm以内の円礫を裏込

め石として詰めている。このように石組みの背面に裏込め石を充填する構造を持つものはこのＳＤ42だけである。

西側は掘り方幅が狭く、これは据えた壁材の違いによるものと理解できる。

　石組みは１区と３区での残存が良好であるが、これ以外の未掘箇所では平面的に石組みが列状に確認できないこ

とから、後世に崩落か除去されたことで残存が悪いものと推測される。石組みは大型の角礫を横長に置き、平坦面

を内側に向けている。残存する中では横目地が通る部分もみられ、間には小型の角礫や円礫を間詰めしている。１

段目の側石底面は平坦で揃えられ、溝底面より僅かに下位にあることから、底面を掘り下げることなく掘り方埋土

上に置かれたものが自然沈下したものと考えられる。また２区での板痕跡には隙間が見られるが、これが何による

ものかは不明である。

　溝跡の底面にはブロック土を詰め、側石はその上部に設置しているが、３区の断面観察から、このブロック土は

掘り方埋土上に貼ったようなものであることが分かった。溝跡の断面形状は壁面がほぼ直立することで箱型とな

り、掘り方幅は1.67〜2.45m、板痕跡と側石間の溝幅は0.95mで、今回確認した溝跡の中では最も幅が広いものであ

る。深さは３区のみでの確認であるが0.47mで、底面標高は11.66mである。溝はその幅の広さからも、雨落ち溝機

能のみならず、周辺からの水を集めて流す、水路的機能を有する施設であったと考えられる。

　改修段階の溝跡構造は、壁面は構築時の石組みと板壁をそのまま使用しているのに対し、底面はＳＤ６などにみ

られるように、ブロック土を敷くことでかさ上げを行っている。底面の断ち割りを行った３区の断面観察から、ブ

ロック土の厚さは0.12〜0.16m程度であるが、この後に構築された廃城後の溝の堆積土が改修後の溝跡底面までみ

られることから、底面は上面を削平され、盛土は本来より厚かった可能性もある。溝跡の断面形状は基本的に構築

段階のものと同じである。溝跡の掘り方幅は1.67〜2.45mで、溝幅とみられる側板痕跡と側石との距離は構築段階

よりやや広く1.04〜1.22mである。反対に深さは0.35〜0.50mと浅くなり、底面標高は３区で11.89m、１区で11.62

〜11.84mと北側が低くなっている。

　廃城後の溝跡は東側の石組みをそのまま壁面として利用しているのに対し、西壁側は底面の壁際に僅かに側板痕

跡が残ることから、溝の西側ではかつての溝の掘り方埋土を壁とした素掘りのもので、壁面は斜めに立ち上がるも

のとなっている。構築時の構造である石組みを廃城後に改修した溝が踏襲する例は他の溝跡にはみられない。また

３区では西壁の側板痕跡上に廃城後の埋土を確認しており、溝を開削し直しただけではなく一部でかつての溝の掘

り方埋土を敷き直していることが分かった。溝跡底面は改修段階とほぼ同レベルであり、底面標高や底面の傾きも

同様である。出土遺物の大半はこの廃城後に構築された溝の堆積土１層または９層から出土しており、この２つの

層は最上層近くにあたることから、廃城後の溝がほとんど埋まった時点で多量の遺物が土と共に埋め戻されたと考
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１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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えられる。掘り方幅は1.67〜2.45mあり、溝幅は

1.30〜1.69mと幅広い。深さは0.35〜0.50mで、底

面標高は11.62〜11. 89mとなり、北側が低くなっ

ている。

出土遺物　軒丸瓦（Ｆ６〜10）、丸瓦（Ｆ25）、軒

平瓦（Ｇ３〜９）、平瓦（Ｇ26・27・28）、刻印

平瓦（Ｇ24・25・29）、熨斗瓦（Ｈ14〜19・136）、

刻印熨斗瓦、輪違い、菊丸瓦（Ｈ111・112）、面

戸瓦（Ｈ89〜96）、丸瓦か輪違い、その他の瓦、

土師器、陶器（Ｉ３〜14）、磁器（Ｊ３）、土師質

土器の皿（Ｘ６〜10・13・14・Ｘ17〜22）、焼塩

壷（Ｘ４・５・11・12・15・16）、鉄釘（Ｎ59・

61・66・69・78・82・90・102・114・118・120・

122・125〜128・138・186・208・219）、 そ の 他

鉄製品、銅製品（Ｎ46）、その他の金属製品（Ｎ

100）が出土した。瓦の重量比はＳＤ42全体では

平瓦48％、丸瓦24％、熨斗瓦14％、輪違い４％、

面戸瓦４％である。このうち１区は平瓦53％、丸

瓦28％、熨斗瓦15％、輪違い２％、面戸瓦２％と

全体と同様の傾向であるが、２区は平瓦30％、丸

瓦26％、熨斗瓦16％、輪違い13％、面戸瓦８％と

平瓦が減少し、輪違いと面戸瓦の割合が多い。３

区もまた平瓦51％、丸瓦20％、熨斗瓦５％で、輪

違い10％、面戸瓦８％と熨斗瓦の割合が減り、輪

違いや面戸瓦よりも少ない。

43号溝跡

位置と配置　ＳＤ43はＳＢ６の東辺溝であり、第

４次調査２区で一部が確認されていたが、溝跡と

するにはいたらなかった。溝跡は北端で建物北辺

溝のＳＤ36と接続し、調査区外に延びており、ま

た南端は撹乱により大きく壊されているが、ＳＤ

６と接続し、さらに同様の構造をもつＳＤ52やＳ

Ｄ65に繋がるとみられる。ＳＤ43と東側に並行す

るＳＤ51は中心距離で1.29mと、非常に近接して

造られており、ＳＢ２とＳＢ３の間のＳＤ７とＳ

Ｄ８の配置に類似している。建物東辺と溝跡との

距離は2.00m（６尺６寸程度）である。

構造と規模　確認長は14.2mである。溝跡は断面

観察から後に構築時のものの上半部を壊し、同位
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置に新たな幅広の溝を造り直していることが判明し、廃城後に改修されたことで２段階を確認している。掘込みは

北部の六角塔基礎で壊された部分とその南北で行い、さらに南側の撹乱で断面の観察を行った。

　構築時の溝の構造は、掘り方の壁面や底面にブロック土を入れ、その内側の壁際に沿って径10〜20cm以内の円礫

による側石を数段積んだものである。側石は掘込み箇所では１〜２段の残存であるが、南部では３段分積んだとこ

ろもみられることから、上半部を壊されていることを考慮すると、本来は３段以上の石積みであった可能性がある。

しかし同様の構造はＳＤ52やＳＤ65に見られるが、いずれも掘り方壁面が良好に残存するにもかかわらず、円礫に

よる石積みが溝跡上部まで積まれていない状況もあり、上半部に円礫以外の材を用い、これが失われた可能性もあ

る。溝は殆どの箇所で下半部のみの残存であるが、断面形状は石積みが直立し、円礫上部でやや開いているところ

もある。底面はほぼ平坦である。残存する掘り方幅は0.64〜0.88mで、東西壁の石積み間は0.32mであり、本来の溝

幅はこれに近いものと考えられる。深さは0.35〜0.39mの残存で、底面標高は11.81mである。

　廃城後の溝跡の構造は、掘り方埋土や構築材の痕跡が全く確認できないことから、本来は素掘りの溝と考えられ

る。堆積土は３層程度に分層され、このうち最上層には径20cm以内の円礫を多量に含んでおり、溝の埋没過程で人

為的に捨てられたものとみられる。壁面は底面近くが緩やかなものが、上半部が急角度で立ち上がり、底面はほぼ

平坦であるが中央が窪む箇所もある。溝幅は0.78〜1.06mで、深さは0.22〜0.27m、底面標高は11.91〜11.98mである。

当初遺構の確認段階でみられたプランはこの廃城後の姿である。

出土遺物　遺物は丸瓦（Ｆ26）、軒平瓦（Ｇ10〜12）、平瓦、刻印平瓦、熨斗瓦、刻印熨斗瓦、輪違い、面戸瓦、丸

瓦か輪違い、土師器、土師質土器の皿、鉄釘が出土している。

［その他の施設］

　ＳＢ６に関連するその他の施設としては、ＳＤ42の底面で検出した土坑とピットがある。これらは性格や構造上、

溝跡とは別遺構として扱った。

297号土坑

　ＳＤ42の１区底面で検出した。ＳＤ42の堆積土掘削時に、土師質土器や径10〜20cmの円礫が集中する部分があっ

たことから、堆積土を除去したところ、改修後の溝跡底面において土坑状のプランを確認した。形状は楕円形で、

規模は長軸1.1m、短軸0.93mで、主軸方向はＮ－15°－Ｗであり溝跡方向とは一致していない。検出段階では土坑

上部に土師質土器や円礫を多量に包含しており、これらをある程度取り上げた後、堆積土を掘り込んだ。断面形状

は底面と壁面の境が不明瞭な浅い皿状である。堆積土は砂質土の単一層で、遺物は全てこの層中に包含されており、

一時期に人為的に廃棄されたことが推測される。深さは0.12mと径のわりには浅いが、廃城後の溝により削平され、

本来これより深い土坑であったとみられる。

　遺物は丸瓦、平瓦（Ｇ38）、熨斗瓦、面戸瓦（Ｈ108）、丸瓦か輪違い、土師器、土師質土器の皿（Ｘ61〜105）、焼塩壷、

鉄釘、銅銭（Ｎ417・418）が出土している。土師質土器の皿は、溝跡の西壁側で多く出土しており、灯明皿として

使用したものは１点も無い。土師質土器の皿は円礫と共に出土したが、皿自体は一部重ねたような状態で上向きや

下向きの個体が別個に集まっており、廃棄というよりは埋設したような状態で出土した。また土師質土器の下部か

ら銅銭が出土したことから、土坑は何らかの祭祀に関わるものであり、位置や検出層位からみて溝を改修した際に

行われた水に関わる祭祀行為に伴う遺構の可能性がある。

ピット68・ピット69（第８次調査分）

　１区の改修後の溝底面で検出した。Ｐ68の形状は楕円形で、規模は長径0.42m、短径0.36m、深さ0.2mである。堆

積土はブロック土で、底面は西下がりに傾斜しており、東壁が緩やかに開き、断面形は三角形である。Ｐ69の形状

は円形で、径0.28m、深さ0.19mである。堆積土はブロック土で、底面は平坦で、壁面は急角度で直線的に開き、断

面形は逆台形である。これらはＳＤ42の西と東の壁際に並んで位置しており、中心での間隔は1.05mである。Ｐ68
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の南側には板痕跡がみられるが、ピットの手前で途切れている。またピット中に柱痕跡は確認できず、柱は抜取

られたか、或いは打ち込みによる可能性がある。これらのピットについては、建物間に位置するＳＤ42を渡るため、

建物が機能していた時期、改修された溝に架けられた橋の柱跡の可能性が大きいが、北側の対になるピットを調査

範囲内で確認することはできなかった。また構築段階の溝にもこの位置に同様の施設が存在した可能性がある。

７号礎石建物跡

［位置と規模］

　ＳＢ１の南東側、ＳＢ２の北東側、ＳＢ６の南西側、ＳＢ９の北西側と、４棟の大型建物跡に囲まれた位置にあ

る。これまで確認した礎石建物跡の中では中規模となる建物跡である。建物の形状は主屋とみられる北側の東西棟 

建物と、その南側に同じ東西棟となる別の部屋が取り付くことで、建物南西隅部が入隅となる鉤型建物である。

　建物の全体規模は、東西13.79m（６尺５寸の７間分）、南北11.36m（５間分＋５尺）である。また主屋部分は東

西13.79m、南北5.91m（３間分）、南側は東西9.85m（５間分）、南北5.45m（２間分＋５尺）の規模である。建物の

南北軸はＮ－11°－Ｅである。

［配　置］

　建物は北辺とＳＢ１・６の南辺とは２間離れている。また建物南辺とＳＢ２主屋北辺とは２間と１尺５寸、ＳＢ

８北端の礎石跡とは１間と４尺７寸と、６尺５寸単位から外れて離れているが、これはＳＢ７の南北柱間の中に５

尺部分があることが原因である。さらに建物東辺とＳＢ９西辺との距離は１間という近接した位置関係にある。

　建物はその規模に加え礎石跡の配置や柱間から、主屋部分以外の南側張出建物も南北二つの並びに分けることが

できる。主屋部分は東半部については撹乱により建物内部の礎石跡が殆ど失われているが、西側の残存は良好であ

る。西辺の柱筋は北西隅の礎石跡１から南西隅の48と、これとは別に48の東側に隣接する24を繋ぐラインが存在す

る。この西辺から東に１列目から３列目にかけての３列の南北列の柱間は、主屋部の南北３間を均等に４つ割りす

るものとなっている。これに対し西辺列の一つである礎石跡１・９・13・18・24の柱筋は北端を６尺５寸の１間と

することで、残り南側２間分を３つ割とし、また西辺より東へ４列目の南北の柱筋は主屋部南端とみられる礎石跡

28と北側の22の間が６尺５寸となっている。このことから主屋部は東西がそれぞれ西側４間と東側３間の幅となる

部屋に仕切られていた可能性が高い。西側については床を張った空間で、これがさらに仕切られる可能性もあるが、

内部の礎石跡については多くが束柱と考えられる。

　南側張出部では北側の南北５尺幅の空間が特徴的といえる。このように１間のみが中途半端な柱間は他の建物に

おいては確認できず、この空間は建物内部の廊下か、あるいは建物間の隙間の可能性も否定できない。張出部南側

は南北幅が６尺５寸の２間で、東西に細長い空間となっている。ただしこの中央部には礎石跡が本来存在しなかっ

た部分があり、北側で束柱とみられる礎石跡が顕著に残存することを考えると、この部分は土間であった可能性が

高い。東壁際には桶状遺構が地中に埋設されていたこともそれを裏付けるものと言える。また南側張出部には６尺

５寸柱間の中間に小規模なピットを幾つか確認した。これらは側柱筋以外に建物内部にもみられる。ＳＢ１は一部

が土壁と推定されており、側柱間にはこのようにピット状となる間柱が存在している。このことからＳＢ７につい

ても張出部西辺の礎石跡41、南辺の54・55は間柱となり、この部分が土壁であった可能性がある。また張出部を南

北に仕切る東西柱筋にある礎石跡50・51・53も間柱となることで、建物内部にも部屋を仕切る土壁が存在した可能

性が考えられると共に、これを北辺の壁として主屋部とは別建物となる可能性も否定できない。内部にある礎石跡

52・42については土間部分の東と西側にあった束柱の可能性もある。さらに南辺の礎石跡45は柱の中間位置にある

にも関わらず、造りが簡易ではない。建物南側が土間部分と推定した場合、この西側には廊下を介さずに外に通じ

る出入口があり、これに関わる礎石跡である可能性があり、反対に北辺西端の礎石跡２は近接するＳＢ１とを繋ぐ

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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渡り廊下に関わる束柱の可能性もある。

　主屋西辺の柱筋は二通りが推定される。建物北辺との関係をみると、礎石跡１と礎石跡48のラインは北辺との角

度が90°であるのに対し、礎石跡１と礎石跡24ラインは84°と狭くなっている。礎石跡９、13、18、24には根固石

は無く、掘り方規模はやや小型のものであるのに対し、礎石跡48は形状が楕円形とあまり例が無いが、根固石が多

量詰められ、掘り方径は１m近くあり、ＳＢ７の礎石跡の中では大きなものである。礎石跡の並びが何故斜めなの

かは不明であるが、これが柱の並び以外のものである根拠も無いことから、両柱列については、主屋建物西辺の改

修等によるものの可能性がある。

［礎石跡］

　礎石跡は55基確認している。礎石跡の掘り方規模は径0.27〜1.08mと様々あり、平均は0.69mである。

　礎石跡は建物外周の側柱と内部の柱に分かれるが、南側張出部の側柱位置にある礎石跡41・54・55は間柱の可

能性のあるもので、平均径は0.43mと小型である。これらを除いた側柱の平均径は0.73mである。また建物内部に

あるが大型の礎石跡に挟まれ中間位置にある礎石跡49・29・50・51・35・52の平均径は0.38mとかなり小型で、ピッ

ト状を呈するものが殆どである。これら小型の礎石跡を除いた建物内部の平均径は0.81mとなり、側柱よりも大き

くなる。

　北側主屋棟と南側張出部の境とみられる礎石跡26から31にかけての東西方向の柱列については規模が大きいも

のが多い。またこれより１列南側の礎石跡32から38も大きさが目立っている。この部分には畝状遺構が残存して

いるが、後世の耕作を免れたことにより残存状況が良かったものと考えられる。ただし北側の棟境にあるとみられ

る柱列の検出標高は南側の畝状遺構と重複する部分より低いにもかかわらず、径はほぼ同じであることから、こ

の棟境部分の礎石跡は本来規模が大きかった可能性もある。

礎石跡１

　主屋北西隅の礎石跡である。掘り方形状は円形で、残存規模は径0.86mである。根固め形状は円形で、残存規

模は径0.60mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を少量詰め、根固石は一部掘り

方埋土に突き込まれている。掘り方埋土はにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.10〜

0.18mである。

礎石跡２

　主屋北辺の礎石跡である。東西に隣接する礎石跡１と３とは半間離の柱間である。掘り方形状は不整円形で、残
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存規模は径0.60mである。根固め形状は楕円形で、長径0.36m、短径0.29mである。抜取痕は確認できなかった。根

固めは径10cm以内の円礫を微量詰めている。掘り方埋土は灰黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量と径10cm以内の

円礫を微量含み、厚さは0.07〜0.22mである。根固め部分が北側に位置することで、南側の掘り方埋土の幅が広くなっ

ている。

礎石跡３

　主屋北辺の礎石跡である。六角塔基礎で南側を壊され、半円形に残存する。残存規模は長径0.78m、短径0.38mで、

深さ0.17m以上である。根固めも半円形に残存しており、残存規模は長径0.5m、短径0.30m、厚さ0.06m以上である。

撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急角度で立ちあがり、底面は中央がやや深くなっている。抜取痕は確認できな

かった。根固めは径10cm以内の円礫を詰め、根固石は北側に多くみられる。掘り方埋土は褐色、黄褐色シルトブロッ

クを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.20mである。

礎石跡４

　主屋北辺の礎石跡で、六角塔基礎で遺構の北東側と北西側を壊され、掘り方形状は円形か楕円形とみられる。残

存する掘り方規模は長径0.67m、短径0.47m、深さ0.12mである。根固め形状も円形か楕円形とみられ、残存規模は

長径0.38m、短径0.25m、厚さ0.04mである。撹乱壁面の観察では、掘り方底面はほぼ平坦である。抜取痕は確認で

きなかった。根固めは径10cm以内の円礫を少量詰めている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み縞状となっ

ており、厚さは0.08〜0.20mである。

礎石跡５

　主屋北辺の礎石跡である。六角塔基礎で上面を完全に壊されているため、掘り方底部付近のみの残存である。掘

り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.34m、短径0.22mである。掘り方埋土は多量の褐色シルトブロックと径

５cm以内の円礫を少量含んでいる。

礎石跡６

　主屋北辺の礎石跡である。小溝群８－14で中央、撹乱で西側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存

規模は長径0.62m、短径0.56mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブ

ロックを多量に含んでいる。

礎石跡７

　主屋北辺の礎石跡である。撹乱で北東側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.62m、

短径0.55mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを含み一部

縞状となっており、円礫はほとんど含まれていない。礎石跡７の検出標高は12.14mで、東側の礎石跡８の12.11mよ

り僅かに高いが、８では根固めや抜取痕を確認しており、礎石跡７は隅柱となる礎石跡８よりは掘り方が浅いもの

と考えられる。

礎石跡８

　主屋北東隅の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.80m、短径0.70mで

ある。根固め形状は楕円形で、長径0.56m、短径0.5mである。根固め中央で径0.4m、深さ0.08mの抜取痕とみられる

不整円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層である。根固めは径20cmの円礫を多量に詰め、中央が窪んでい

る。根固石は径10〜15cmの円礫が多く南側に密集しており、北側は抜き取られている可能性がある。掘り方埋土は

黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.17mである。

礎石跡９

　主屋西辺近くに位置する礎石跡で、六角塔基礎で北西側、撹乱で東側を壊され、掘り方形状は半円形に残存する。

残存する掘り方規模は長径0.68m、短径0.28m、深さ0.11mである。撹乱の壁面観察では、掘り方は底面中央がやや

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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深くなっている。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は褐色、黄褐色シルトブロックを含み縞状となっ

ており、根固石は確認できなかった。

礎石跡10

　主屋内部の礎石跡である。六角塔基礎で北西側を壊されている。掘り方形状は楕円形とみられ、残存規模は長径

0.74m、短径0.70mである。根固め形状も楕円形とみられ、残存規模は長径0.54m、短径0.49mである。根固めは径５

cm以内の円礫を少量詰めているが、瓦片を含んでいることから、一部に抜取痕が残存している可能性がある。掘り

方埋土は褐色、黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.06〜0.17mである。

礎石跡11

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.84m、短径0.75mである。根固め形状は

不整楕円形で、残存規模は長径0.50m、短径0.44mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫

を少量詰めている。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を微量含み一部縞状となってお

り、厚さは0.08〜0.24mである。

礎石跡12

　主屋内部の礎石跡である。六角塔基礎で北東側を壊されている。掘り方形状は楕円形とみられ、残存規模は長径

0.62m、短径0.40m、深さ0.15mである。根固め形状は不明であるが、残存規模は長径0.36m、短径0.30m、厚さ0.11m

である。撹乱壁面の観察では掘り方壁面は外に開き、底面は平坦である。抜取痕は確認できなかった。根固めは径

20cm以内の円礫を少量詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に中央に詰めている。掘

り方埋土は褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.15mである。

礎石跡13

　主屋西辺近くに位置する礎石跡である。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.60mである。根固め形状は

不整楕円形で、残存規模は長径0.36m、短径0.30mである。抜取痕は確認できなかった。根固めはブロック土が主

体で根固石は確認できなかった。掘り方埋土はにぶい黄褐色、褐色シルトブロックを含み、厚さは0.07〜0.18m

である。

礎石跡14

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.78m、短径0.68mである。根固め形状は

不整円形で、残存規模は径0.50mである。根固めは径10cm以内の円礫を詰めているが、一部に瓦片を含むことから、

抜取痕が残存している可能性もある。掘り方埋土はにぶい黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量、径10cm以内の円

礫を微量含み、厚さは0.05〜0.19mである。

礎石跡15

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.84m、短径0.80mである。根固め形状も

不整楕円形で、残存規模は長径0.56m、短径0.40mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫

を詰め、根固石は密集せず全体にまばらに入れている。掘り方埋土は褐色砂質シルト、暗褐色シルトブロックを含

み縞状となっており、厚さは0.09〜0.22mである。

礎石跡16

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.74mである。根固め形状は不整楕円形で、

残存規模は長径0.40m、短径0.34mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を少量詰め、根

固石は中央に密集して詰められている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.14

〜0.20mである。他の礎石跡に比べ根固め部分が小さく、反対に掘り方埋土の幅が広くなっている。

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡
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礎石跡17

　主屋東辺の礎石跡である。撹乱で南側を壊されている。掘り方形状は円形か楕円形とみられ、残存規模は長径

0.80m、短径0.72mである。根固め形状は不整円形で、残存規模は長径0.50m、短径0.46mである。抜取痕は確認でき

なかった。根固めは径５cm以内の円礫を詰め、根固石は密集せず全体にまばらに入れている。掘り方埋土は黄褐色、

暗褐色シルトブロックを含み、厚さは0.10〜0.17mである。

　遺物は鉄釘（Ｎ８）が出土している。

礎石跡18

　主屋西辺近くに位置する礎石跡である。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.46m、短径0.38mで、周辺の礎

石跡の中では小型である。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを含み、

縞状となっている。検出標高は12.14mで、北側の礎石跡13が12.15m、南側の礎石跡24が12.09m、また南西隅の礎石

跡48は12.11mと大差無いことから、礎石跡18は他に比べ本来小規模な礎石跡とみられる。

礎石跡19

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は円形か楕円形とみられ、残存規模は長径0.70m、短径0.61mである。根固

め形状は楕円形とみられ、残存規模は長径0.50m、短径0.46mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm

以内の円礫を少量詰め、根固石は密集せず全体にまばらに入れている。掘り方埋土は多量のにぶい黄褐色、暗褐色

シルトブロックと径５cm以内の円礫を微量含み、厚さは0.05〜0.14mである。

礎石跡20

　建物内部の礎石跡である。小溝群８－16で南側を壊され、掘り方形状は半円形に残存する。残存する掘り方規

模は長径0.77m、短径0.60mである。根固め形状も半円形で、残存規模は長径0.50m、短径0.32mである。抜取痕は

確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を詰め、根固石は密集せず、根固め中にまばらに入れている。掘

り方埋土は暗オリーブ褐色シルトブロックと径５cm以内の円礫を少量含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.18m

である。

礎石跡21

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.72m、短径0.66mである。根固め形状

も不整楕円形とみられ、残存規模は長径0.42m、短径0.40mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm

以内の円礫を多量に詰め、根固石は径10cm程度の円礫が多いが、径３cm以内の小円礫も含まれ、中央部分に密集

している。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを多量と径10cm以内の円礫を微量含み、厚さは0.08〜0.14m

である。

礎石跡22

　主屋内部の礎石跡である。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.78m、短径0.74mである。根固め形状は

楕円形で、残存規模は長径0.58m、短径0.40mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を少

量詰めている。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.07〜0.23mである。

礎石跡23

　主屋東辺の礎石跡である。掘り方形状は不整円形とみられ、残存規模は径0.54mである。抜取痕や根固めは確認

できなかった。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルブロックと径10cm以内の円礫を少量含んでいる。他と比較して掘

り方埋土中に円礫を多く含み、円礫は掘り方壁面に沿ってみられることから、根固めの可能性もある。

礎石跡24

　主屋南辺に位置するとみられる礎石跡である。当初は主屋の南西隅部の礎石跡とみられたが、後に礎石跡48を確

認した。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.68m、短径0.61mである。抜取痕は確認できなかった。掘り
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方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、円礫は殆ど含まれない。

礎石跡25

　主屋南辺の礎石跡である。撹乱で南西側を壊されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.78mである。

根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.62m、短径0.54mである。根固めの中央で長径0.4m、短径0.32mの抜

取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層である。根固めは径10cm以内の円礫を掘り方

埋土の上面に沿って詰めている。掘り方埋土は暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.07〜0.16mである。

礎石跡26

　主屋南辺の礎石跡である。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.85m、短径0.74mである。根固め形状は不整

円形で、残存規模は径0.44mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を少量詰め、根固石

は密集せずまばらに入れられている。掘り方埋土は褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.10〜0.16m

である。

礎石跡27

　主屋内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。撹乱で南東側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残

存規模は長径0.88m、短径0.84mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.71m、短径0.57mである。根

固めの中央で径0.41m、深さ0.10mの抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。堆積土にはオリーブ褐色シル

トが入っている。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、中央が窪んでおり、根固石は径５〜10cmの円礫が多く、

中央に密集している。掘り方埋土は褐色シルトブロックを含み、厚さは0.05〜0.15mである。

礎石跡28

　主屋内部の礎石跡である。撹乱で北側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.90m、短

径0.74mである。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.74m、短径0.54mである。根固めは径20cm以内の円

礫を詰めているが、堆積土中に瓦片を含むため、抜取痕が残存している可能性もある。掘り方埋土は黄褐色、暗褐

色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.06〜0.17mである。

礎石跡29

　主屋内部の礎石跡である。礎石跡28の半間東側に位置している。六角塔基礎で東側を壊されて、掘り方形状は

半円形に残存する。残存する掘り方規模は長径0.60m、短径0.32m、深さ0.1mである。根固め形状も半円形に残存し、

残存規模は長径0.29m、短径0.18m、厚さ0.05mである。撹乱壁面の観察では、掘り方は底面中央が深くなっている。

抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を詰め、根固石は一部掘り方埋土に突き込まれている。掘

り方埋土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.13〜0.18mである。

礎石跡30

　主屋内部の礎石跡である。大半を撹乱で壊され、掘り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.31m、

短径0.17m、深さ0.08mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。撹乱壁面の観察では、掘り方壁面はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦である。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックを含み、縞状となっている。

礎石跡31

　主屋東辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径1.01m、短径0.85mで、

ＳＢ７の中では大型の礎石跡である。根固め形状は不整形で、残存規模は長径0.69m、短径0.64mである。根固めの

中央で長径0.47m、短径0.38m、深さ0.10mの抜取痕とみられる不整楕円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似

層である。根固めは径20cm以内の円礫を詰め、中央が窪んでおり、根固石は中央の窪みに径10〜20cmの大型の円礫

を詰めている。根固石は南側に多く、北側は抜き取られている可能性がある。掘り方埋土はにぶい黄褐色シルトブ

ロックを含み縞状となっており、厚さは0.08〜0.20mである。
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礎石跡32

　張出部西辺の礎石跡で、掘込み調査を行っている。ＳＢ７の中では大型であるが、畝状遺構上にあることから、

後世の耕作による削平度合が少なく、他よりも残存が良いと考えられる。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径

1.08m、短径0.96mである。根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.74mである。根固めの南東部で径0.38m、深さ0.03m

の抜取痕とみられる不整円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層である。根固めは径10cm以内の円礫を多量

に詰め、根固石には大型の円礫を使用せず、径３cm以内の小円礫が多く、これを砂質土と共に詰めている。掘り方

埋土は黒褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.13〜0.19mである。

礎石跡33

　張出部内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。畝状遺構上にあり、他よりも残存が良好である。掘り方形

状は円形で、残存規模は径0.80mである。根固め形状も円形で、残存規模は径0.55mである。根固め中央で径0.34m、

深さ0.04mの抜取痕とみられる円形のプランを検出した。堆積土はⅢ層類似層である。根固めは径20cm以内の円礫

を詰め、中央が窪んでおり、根固石は中央の窪みにやや小型の円礫をまばらに、外側には大型の円礫をリング状に

詰めている。掘り方埋土は褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.10〜0.18mである。

礎石跡34

　張出部内部の礎石跡である。畝状遺構上にあり、他よりも残存が良好である。撹乱で東側を壊されている。掘り

方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.90m、短径0.77mである。根固め形状も不整楕円形で、残存規模は長径0.50m、

短径0.42mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を多量に詰め、根固石は径５cmほどの

円礫が多く、径３cm以内の小円礫と砂質土と共に密集して詰めている。掘り方埋土は褐色、黒褐色シルトブロック

を多量、径10cm以内の円礫を少量含み、厚さは0.12〜0.27mである。

礎石跡35

　張出部の内部の礎石跡である。礎石跡34の半間東側に位置している。畝状遺構上にあり、他よりも残存が良好で

ある。六角塔基礎で東側、撹乱で北側を壊され、掘り方形状は半円形に残存するのみである。掘り方規模は長径0.44m、

短径0.23m、深さ0.20mである。撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急角度で立ち上がり、底面中央が深くなってい

る。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土はにぶい黄褐色、黒褐色シルトブロックを含んでいる。

礎石跡36

　張出部内部の礎石跡である。上部全体をＳＤ53に、また六角塔基礎に西側を壊されて、掘り方形状は不明である。

残存する掘り方規模は長径0.44m、短径0.17m、深さ0.13mである。撹乱壁面の観察では、掘り方壁面は急角度で立

ち上がり、底面は北側に傾いている。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黒褐色シルトブロックを

含み、縞状となっている。

礎石跡37

　張出部内部の礎石跡で、掘込み調査を行っている。六角塔基礎で西側を、中央を撹乱で壊されており、掘り方

形状は半円形に残存する。残存する掘り方規模は長径0.99m、短径0.62m、深さ0.25mである。撹乱壁面の観察では、

掘り方壁面は下半が緩やか、上半が急角度で立ち上がり、底面は中央がやや深くなっている。抜取痕は確認できな

かった。撹乱の底面で径20cm以内の円礫を多数確認しており、根固石が一部残存しているとみられる。掘り方埋土

は黒褐色シルトブロックを含み縞状となっている。

礎石跡38

　張出部東辺の礎石跡である。上面を撹乱で壊されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.89mである。

根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.51mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を

多量に詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、一部径３cm以内の小円礫を含み、中央に密集している。掘り方埋
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土は黄褐色シルトブロックを多量に含み一部縞状となっており、根固め部分がわりと小さい分、掘り方幅が0.16〜

0.22mと厚くなっている。

礎石跡39

　張出部西辺の礎石跡である。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.69mである。根固め形状も不整円形で、

残存規模は径0.44mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の円礫を少量詰めている。掘り方埋

土はにぶい黄褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.10〜0.16mである。

礎石跡40

　張出部東辺の礎石跡である。撹乱で上面全体を壊され、また北西部を桶状遺構の掘り方で切られている。掘り方

形状は不整円形で、残存規模は径0.57mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色砂質シ

ルト、暗褐色シルトブロックを含み縞状となっている。桶状遺構により掘り方の一部を壊されているが、根固め部

分との重複が無いことから、柱と桶状遺構は同時に機能したものと推定される。

礎石跡41

　張出部西辺にあり、礎石跡39と43の中間位置で検出した礎石跡で、壁位置にあたることから間柱の可能性がある。

掘り方のみの残存で、掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.50mである。掘り方埋土はオリーブ褐色シルトブロッ

クを多量と径10cm以内の円礫を僅かに含んでいる。

礎石跡42

　張出部内部の礎石跡である。南辺の礎石跡46の半間北側に位置している。大半を六角塔基礎と撹乱により壊され、

掘り方形状は不明である。残存する掘り方規模は長径0.33m、短径0.30m、深さ0.08mである。抜取痕は確認できなかっ

た。掘り方埋土上面で根固石として入れられた可能性のある径10cm以内の小円礫を少量確認している。掘り方埋土

は黄褐色シルトブロックを含んでいる。

礎石跡43

　張出部南西隅の礎石跡である。中心部から南東端かけて撹乱で壊されている。掘り方形状は楕円形とみられ、残

存規模は長径0.72m、短径0.43mである。根固め形状は楕円形とみられ、残存規模は径0.47mである。抜取痕は確認

できなかった。根固めは径20cm以内の円礫を数個程度詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く中央に密集している。

掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.05〜0.14mである。

礎石跡44

　張出部南辺の礎石跡である。撹乱で北東側を壊されている。根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.66mである。

抜取痕や他の殆どの礎石跡にみられる掘り方埋土部分は全く確認できなかった。根固めは径10cm以内の小型の円礫

を多量詰め、根固石は径３cm以内の小円礫が多く、砂質土と共に密に詰められている。

礎石跡45

　張出部南辺の礎石跡である。礎石跡46の半間西に位置しており、半間違えた中間位置にある礎石跡としては大き

目のものである。撹乱で南西側を壊されている。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.75m、短径0.64mで

ある。根固め形状は不整円形で、残存規模は径0.52mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径10cm以内の

円礫を多量に詰め、根固石は径10cm程度の円礫が多く、径３cm以内の小円礫と共に密に詰めている。掘り方埋土は

黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さは0.08〜0.15mである。

礎石跡46

　張出部南辺の礎石跡である。六角塔基礎で東側を壊されており、掘り方形状は半円形に残存する。残存する掘り

方規模は長径0.84m、短径0.48m、深さ0.06mである。根固め形状も半円形に残存し、残存規模は長径0.72m、短径0.32m、

深さ0.15mである。断面観察の結果、当初は中央の礫を多く含んだ部分を抜取りと考えたが、礫の多さからこれを
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根固めとした。根固めは径20cm以内の円礫を全体に多量に詰め、根固石は径10〜15cmの円礫が多く、径３cm以内の

小円礫と砂質土と共に詰めている。掘り方埋土は大きく２層に分かれ、内側は外側より黄褐色シルトブロックが多

量含まれ、外側は縞状となっており、掘り方埋土は底面には入れられず、壁面にのみみられる。掘り方埋土の中で

の違いは、埋土の入れ方と突き固め方の違いによるものと考えられる。掘り方埋土の厚さは全体では0.10〜0.16m、

外側の掘り方埋土の厚さは0.02〜0.10m、内側の掘り方埋土の厚さは0.06mである。

礎石跡47

　張出部南東隅の礎石跡である。撹乱で北西側を壊されている。掘り方形状は不整円形で、残存規模は径0.93mで

ある。根固め形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.60m、短径は0.43mである。抜取痕は確認できなかった。根固

めは径20cm以内の円礫を詰め、根固石は外側に径10〜15cmの円礫が多く、内側に径５cm以内の円礫が多く詰めてい

る。掘り方には暗褐色シルトブロックを含み縞状となっており、厚さは0.11〜0.30mである。他の礎石跡に比べ根

固めが狭く、反対に掘り方埋土の幅が広くなっている。

礎石跡48

　主屋北西隅にある礎石跡とみられるもので、掘込み調査を行っている。当初は土坑と考えていたものである。Ｓ

Ｋ226で南側を壊されている。礎石跡24の西側に位置し、これを壊している。この遺構は他の多くの礎石跡と異なり、

掘り方形状は明らかな楕円形で、通常根固め周囲にみられる掘り方埋土が確認できない。残存する掘り方規模は長

径0.98m、短径0.66m、深さ0.12mである。堆積土は径10cm以内の円礫を含むⅢ層類似層であり、この層を掘削する

と中央が窪み、壁面や底面に径20cm以内の円礫を密に詰めていることから、堆積土を抜取り部分とした。

礎石跡49

　主屋内部の礎石跡で、礎石跡27と28のほぼ中間位置で検出した小規模な礎石跡とみられる。掘り方形状は楕円

形で、残存規模は長径0.27m、短径0.24mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土はオリーブ褐色、

にぶい黄褐色シルトブロックを多量に含んでいる。

礎石跡50

　張出部内部の礎石跡で、礎石跡32と33のほぼ中間位置で検出した小規模な礎石跡とみられる。畝状遺構上にあり、

この規模でも残存が他より良好なものとみられる。掘込み調査を行っている。プラン形状は楕円形で、残存規模は

長径0.34m、短径0.26m、深さ0.08mである。抜取痕とみられ、根固めや掘り方埋土は確認できず、堆積土には他の

礎石跡とは異なりブロック土が含まれないことから、礎石跡は本来根固め石や掘り方埋土を伴わず、礎石を地面に

直置きした礎石の抜取痕の可能性がある。

礎石跡51

　張出部内部の礎石跡で、礎石跡33と34のほぼ中間位置で検出した小規模な礎石跡とみられる。畝状遺構上にある。

プラン形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.33m、短径0.26mである。堆積土は径10cm以内の円礫を少量含むブロッ

ク土で、掘り方埋土としたが、周囲のⅣ層には円礫はあまり含まれていないため、根固石の可能性もある。

礎石跡52

　張出部内部の礎石跡で、礎石跡39の半間東側で検出した小規模な礎石跡とみられる。撹乱で南西側を壊されてい

る。プラン形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.32m、短径0.27mである。明瞭に抜取痕や根固めとみられるもの

は確認できなかった。掘り方埋土とみられるものには黄褐色、暗褐色シルトブロックと径10cm以内の円礫を微量含

んでいるが、円礫は根固石の一部の可能性もある。

礎石跡53

　張出部内部の礎石跡である。東側を六角塔基礎により壊されており、掘り方形状は半円形に残存する。残存する

掘り方規模は長径0.33m、短径0.19mである。抜取痕や根固めは確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色シルトブロッ
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クを多量に含んでいる。南北の柱筋を同じくする北側の礎石跡37、南側の礎石跡42・46と比較すると、本来小規模

な礎石跡とみられる。

礎石跡54

　張出部南辺の礎石跡である。礎石跡43と44のほぼ中間位置で検出した小規模な礎石跡で、壁位置にあたることか

ら間柱の可能性がある。掘り方形状は不整楕円形で、残存規模は長径0.37m、短径0.32mである。抜取痕や根固めは

確認できなかった。掘り方埋土は黄褐色シルトブロックと径５cm以内の円礫を少量含んでいる。周囲のⅣ層には円

礫はほとんど含まないことから、円礫は根固石の可能性もある。

礎石跡55

　張出部南辺の礎石跡である。礎石跡44の半間東側で検出した小規模な礎石跡で、礎石跡54同様に壁位置にあたる

ことから間柱の可能性がある。掘り方形状は楕円形で、残存規模は長径0.41m、短径0.37mである。根固め形状は不

整楕円形で、残存規模は長径0.27m、短径0.23mである。抜取痕は確認できなかった。根固めは径５cm以内の円礫を

詰め、根固石は密集せずにまばらに詰めている。掘り方埋土は黄褐色、暗褐色シルトブロックを多量に含み、厚さ

は0.03〜0.10mである。

［溝　跡］

　ＳＢ７では建物西辺と南辺で入隅となり、形状が鉤型に折れながらも、建物に沿い一連の溝となり繋がるＳＤ44

を確認しており、この溝跡は建物との位置関係や各所の構造から、一部水路機能を兼ねた雨落ち溝と考えられる。

北辺はＳＢ１とＳＢ６の双方との間にＳＤ６のみが１条配置されている。また建物東辺では南東側に位置するＳＸ

９の北端が建物に沿い溝状に１間程度延びているが、建物東辺全体に沿うようなものではない。

44号溝跡

位置と配置　溝跡は北側の主屋建物に沿った西辺部分と南側の張出建物に沿った南辺部分、さらにその間で建物

に沿い入隅状に屈曲した部分に分けられる。西辺部分の溝跡は北端でＳＤ６と接続し、南辺部分は東端でＳＸ９

北端部と接続し、また西部でＳＢ２東辺溝のＳＤ41が南側から合流している。さらに入隅部分では西側から途中

改修されるＳＤ48が南北に位置をずらし合流している。建物の各側柱列とその周辺溝跡との距離は、西辺が1.1〜

1.3m（３尺６寸〜４尺３寸程度）、南辺が0.9〜1.1m（３尺〜３尺６寸程度）である。これに対し北辺とＳＤ６の

間は2.2〜2.3m（７尺３寸〜７尺６寸程度）あり、他の建物と比較しても幅広く、反対に西及び南辺側が他より狭

くなっている。

構造と規模　ＳＤ44は城が機能している途中で溝位置や構造を変える大規模な改修を行っており、溝跡全体で構築

段階（ＳＤ44b）、改修された段階が２時期（ＳＤ44a・ＳＤ44a´）、そして廃城後の段階の計４時期に分けられる。

溝跡の確認長は主屋西辺8.4m、主屋南辺が3.4m、張出部西辺が4.7m、張出部南辺が９mであるが、b段階の建物寄り

の溝跡が東西２m、南北4.7m、総長6.7mあり、それ以後の段階の西側に離れた溝跡が南北5.5m、東西1.2m、総長6.7m

である。掘込みは西辺北端（１区）、西辺北側（２区）、西辺南端（３区)、改修後の入隅部北端（４区）、同南端（５

区)、南辺東端（６区）、構築段階の入隅部北東隅（７区）で行った。

　構築段階の基本構造は、壁面に北側のＳＤ６同様に一方を角礫による石組み、もう一方には木板を立てるか、も

しくは南側のＳＤ41同様に両壁を石組みとしたもので、底面は掘り方底面に埋土した上に円礫や角礫を敷いた構造

である。主屋部西辺の１・２区での東壁は、径20〜40cmの主に角礫による石組みで、部分的に５段以上で高さ50cm

程度残存している。これに対し西壁は痕跡からみて４cm程度の厚さの木板を壁際に立て並べ、その内側を杭で数箇

所押さえた構造であるが、廃城後の改修で上部が失われている。板痕跡は長さがわかるところで2.25mあり、一部

に板の切れ目や径６cm程度の杭痕跡がみられる。１区の溝底面には主に径10〜20cmの円礫をまばらに確認したのみ

であるが、２区では同様の円礫を密に敷いた間に径５cm以内の小礫を詰めた石敷きであり、両区の連続性から１区
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では後に礫を取り外された状態である可能性がある。掘り方幅は1.11〜1.36mで、石組みと板痕跡から推定される

溝幅は0.54mである。深さは0.47〜0.53mで、底面標高は１区で11.59〜11.64m、２区で11.64〜11.73mである。

　主屋南西隅部の３区では、１・２区同様に溝跡西辺にあるにも関わらず、東西の両壁面は径15〜35cmの主に角礫

による石組みで、３段以上の30cm程度が残存している。一部掘り込んだところ、底面には径５cm以内の小円礫が敷

かれていた。この地区での掘り方幅は1.12m、溝幅は0.46mである。深さは0.44mで、底面の標高は11.67mある。

　４区の北壁は３区と東側の７区から続く石組みで、主に径10〜40cmの角礫が３段程度、32cm程度が残存している。

これに対し南壁側は改修した溝が南側から接続することで側石が抜取られ、最下部の１段が残存しているにすぎな

い。底面は東側では主に径10〜30cmの円礫の平坦面を上に向け敷き詰めた敷石状となり、１〜３区の石敷きが小円

礫を用いるのに対し、やや大型の礫を丁寧に敷き詰めている。改修に伴い埋設された木樋痕跡を確認した西側は未

掘のため不明であるが、おそらくは同様の構造とみられる。掘り方幅は1.14〜1.40mで、溝幅は0.56mである。深さ

は0.41mで、底面標高は11.68mである。

　５区東端から６区までの南辺側は、主に５区北壁に径10〜50cmの角礫による石組みが２段以上の45cm程度が残存

しており、南壁は６区で僅かに石組みを確認したが、掘り方の埋土幅が50cm程度と広いことから、全体を通して石

組みがあったと考えられる。底面は主に径10〜30cmの角礫の平坦面を上に向け敷き詰めた敷石である。掘り方幅は

0.70〜1.32m、南北石組みによる推定溝幅は0.34mで、底面標高は５区が11.81〜11.84m、６区が12.10mであり、東

側が高くなっている。

　構築段階の入隅部となる７区の構造は、北壁は正面側の径が10〜50cmの角礫による石組みで、多いところで４段

の36cm程度が残存するが、１〜３区と比較して石材の控えが短い。また東壁は最下部のみ残存し、南壁及び西壁で

は側石のほとんどが抜取られている。東壁に残る石材の控えもまた北壁同様に短いものであるが、４区東から続く

南壁にはやや長い石材が組まれている。これら屈曲部では敷石が乱れ、また当初の石組み外側の掘り方埋土も失わ

れ、後に全体がブロック土により埋め戻されており、側石は埋め戻し前に別な場所への再利用のため、人為的に抜

取られたと考えられる。底面は東西溝部分が主に径10〜30cmの角礫を中心とする大型礫による敷石なのに対し、南

北溝部分は径10〜20cmのやや小振りの円礫による敷石である。これらは南北側が北側に向かい大き目の角礫へと変

化し、また東西側も東側が大きいものに徐々に変化しており、最も建物側に入った隅部分に大型の礫を敷いている。

掘り方幅は東西辺1.44m、南北辺1.17mあり、残存する石組みから推定される溝幅は東西溝が0.5m、南北溝が0.56mで、

深さは0.35〜0.38mで、底面標高は11.74〜11.76mとほぼ平坦である。

　このように７区を中心とした構築段階の入隅部分は、全体に溝幅が広い上、底面には大き目の石材による敷石が

敷かれ、かつ石組みの控えが短いなど、他所と比較して様相を異にしている。この事は建物内部の構造からもその

特殊性がわかるように、溝内ではあるが、何かしら別の用途も持った施設の可能性がある。

　溝は南辺溝をＳＤ41との接続部分より約３m西側へ延長したところで北側へ屈曲させ、構築段階の溝と合流させ、

同時に入隅部の構築段階の溝を一部解体し、埋め戻すことで大きく改修されている。この新たな溝と旧溝の分岐

部をみると、４区では旧溝の南壁石は最下部まで抜取られ、また５区では北側に新たに壁石を設置することで旧溝

側を塞いでいる。入隅部の埋め戻し土は６層に分かれ、最上部には黒色のブロック土である25層が埋められている。

主屋南辺側ではこの層の上部にさらに別なブロック土が埋め戻され、４区ではこれを掘り込んで木樋を埋設してい

る。

　溝の改修は位置的変化のみならず、構造上もなされている。ＳＢ７主屋部西辺全体と張出部西辺に新たに造られ

た溝跡の構造は、１区から５区の状況からこれまでの開口した溝ではなく、内部に木樋を埋設する構造に大きく変

化している。構築時に造った石組みや木板は基本的には抜き取られることは無く、そのままの状態で溝内に木樋を

設置し埋めたものとみられ、底面に敷かれていた石敷き上にブロック土を入れ、嵩上げしている。また新たに造ら

１　若林城期の遺構　（１）礎石建物跡




