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図版36　平成25年度出土遺物写真(４)

表３　遺物観察表(古銭・鉄砲玉)

図版35　平成25年度出土遺物(３)

ⅱ.古銭(寛永通寶)(図版35・36,表３)

　寛永通寶のみを図版35・36に示した。１次調査では10点出土しており、すべて近代以降の盛土層か

らの出土である。６・９・10は古寛永、１～４・７は新寛永である。｢古寛永｣は、寛永期から明暦期

(1624～55)頃に鋳造された寛永通寶のことで、太く大きな文字を有し、大型につくられている点に特

徴がある。｢新寛永｣は、元禄８年(1695)以降に鋳造されたもので、古寛永に比べて小型化し、文字も

行書風に細く、小さくなる(史跡弘前城跡三の丸庭園発掘調査団1984c)。

ⅲ.鉄砲玉(図版35・36,表３)

　図版35－11(図版36－11)に鉄砲玉を図示した。近代以降の盛土層からの出土である。火縄銃の玉で

あり、鉛製で灰黄色を呈する。表面が剥離しているため、完全な球体としては残っていない。同様の

遺物は、弘前城三の丸庭園・北の郭南西坂・本丸南馬出し石段(武者屯坂)から出土している(史跡弘

前城跡三の丸庭園発掘調査団1984c・弘前市教育委員会2012・弘前市都市環境部公園緑地課弘前城整

備活用推進室2014b)。
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番号 出土地 種類
法量(㎝)

材質 色調 備考
図版番号

長さ 幅 厚さ 図 写真

５ Ａ13 LⅠ 寛永通寶 2.4 2.4 0.1 銅 オリーブ灰(5GY6/1) 35 36

８ Ｂ14 LⅠ 寛永通寶 2.4 2.4 0.1 銅 暗緑灰(7.5GY4/1) 35 36

11 Ａ６ LⅠ 鉄砲玉 1.55 1.55 <1.50> 鉛 灰黄(2.5Y7/2) 35 36表面の剥離が目立つ(全体の50％)

１ Ａ５ LⅠ 寛永通寶 2.3 2.3 0.1 銅 暗オリーブ灰(5GY4/1) 35 36新寛永

７ Ｂ13 LⅠ 寛永通寶 2.3 2.3 0.1 銅 暗オリーブ灰(2.5GY4/1) 35 36新寛永

４ Ａ13 LⅠ 寛永通寶 2.2 0.1 銅 緑黒(5G2/1) 35 362.2 新寛永

３ Ｂ11 LⅠ 寛永通寶 2.3 2.3 0.1 銅 暗緑灰(5G3/1) 35 36新寛永

２ Ｂ10 LⅠ 寛永通寶 <2.2> <2.2> 0.1 銅 暗オリーブ灰(2.5GY4/1) 35 36新寛永

６ Ｂ13 LⅠ 寛永通寶 2.4 2.4 0.1 銅 暗オリーブ灰(5GY4/1) 35 36古寛永

９ Ｂ15 LⅠ 寛永通寶 2.3 <2.15> 0.1 銅 暗オリーブ灰(5GY4/1) 35 36古寛永

10 Ａ16 LⅠ 寛永通寶 2.4 2.4 0.1 銅 オリーブ灰(5GY6/1) 35 36古寛永

１

９８７

６５４３２

10 11

１

９８７６

５４３２

10 11
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第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
　平成26年度の動きを、以下にまとめる。なお、公開活用事業については別途第７章にまとめた。

４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りたので、６月26日より発掘作業を開始する。作

業内容は、１次調査で把握した近代以降の公園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および

盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐色粘質

土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、Ｂ12グ

リッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版47・58)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版44・47)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積す

る状況も確認(図版43)。

７月17日、６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、近代以降の盛土

ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層や｢盛土②｣、｢盛

土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよう指導があった。

取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり出し対策が議題の

中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよう指導があった。

後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工法を採用せざるを

えないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指導があった。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土

②中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄の石垣が手付かず

で残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、

元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付近までは、近代に

大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土は、慶長の築城期

よりも新しい時期の所産であろうという指導があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以降の遺物

については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指導があった。取材のため、

報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版108)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始(図版37)。報道機関来跡

(青森放送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了。

10月26日、現地説明会を開催(図版109)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりを３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心として確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官現地指導。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況を確認した。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版37)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える(図版38)。平成27年度

の天守曳屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のあ

る状況下での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。推進室内において、埋

め戻しを３月後半に行うとの結論を出す(３月10日、１グリッドより埋め戻し開始)。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す(図版38)。

２月26日、内濠浚渫工事開始。天守台の角部分の泥を除去する際、立会対応。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月９日、天守台平場の現況図作成開始。

３月19日、平成26年度第３回発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回修理委員会開催。
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図版37　平成26年度弘前城本丸発掘調査に係る動き(１)

第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22・23日および26日、発掘調査区内にある水飲み場・ベンチ等撤去と外灯電線付け替えに伴う工

事立会(図版35)。１次調査で設定してあるグリッドに従い、現代の盛土中の遺物を取り上げる。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月25日、弘前市教育委員会文化財課より、６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りた

旨連絡が入り、翌26日より発掘作業を開始する。作業内容は、１次調査で把握した近代以降の公

園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、

報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、Ａ・Ｂ９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐

色粘質土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、

Ｂ12グリッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版39)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版39)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積する状

況も確認(図版43)。

７月17日、Ａ・Ｂ６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、

近代以降の盛土ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層

や｢盛土②｣、｢盛土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよ

う指導があった。取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回弘前城跡本丸石垣修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり

出し対策が議題の中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよ

う指導があった。後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工

法を採用せざるをえないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指摘があっ

た。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土②

中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄期以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄期の石垣が手付

かずで残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄期以降の遺物が出土する

事実は、元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付

近までは、近代に大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土

は、慶長の築城期よりも新しい時期の所産という指摘があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以

降の遺物については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指示があった。取

材のため、報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版92)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始。報道機関来跡(青森放

送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了(図版35)。

10月26日、現地説明会を開催(図版93)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりをＡ・Ｂ３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心に確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、現地指導のため、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官来跡。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版35)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える。平成27年度の天守曳

屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のある状況下

での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。室内において、埋め戻しを３月

後半に行うとの結論を出す。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月19日、平成26年度第３回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回弘前城跡本丸石垣修理委員会開催。

外灯電線配管移設本丸水飲み場撤去

第１回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会
2014年８月21日

外灯電線配管移設現地協議

石垣レーダー探査
2014年10月23日

弘前城史料館(天守)展示品搬出準備
2014年11月26日

第２回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会
2014年10月15日

本丸井戸跡コンクリート撤去
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図版37　平成26年度弘前城本丸発掘調査に係る動き(１)

第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22・23日および26日、発掘調査区内にある水飲み場・ベンチ等撤去と外灯電線付け替えに伴う工

事立会(図版35)。１次調査で設定してあるグリッドに従い、現代の盛土中の遺物を取り上げる。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月25日、弘前市教育委員会文化財課より、６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りた

旨連絡が入り、翌26日より発掘作業を開始する。作業内容は、１次調査で把握した近代以降の公

園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、

報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、Ａ・Ｂ９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐

色粘質土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、

Ｂ12グリッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版39)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版39)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積する状

況も確認(図版43)。

７月17日、Ａ・Ｂ６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、

近代以降の盛土ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層

や｢盛土②｣、｢盛土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよ

う指導があった。取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回弘前城跡本丸石垣修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり

出し対策が議題の中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよ

う指導があった。後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工

法を採用せざるをえないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指摘があっ

た。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土②

中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄期以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄期の石垣が手付

かずで残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄期以降の遺物が出土する

事実は、元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付

近までは、近代に大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土

は、慶長の築城期よりも新しい時期の所産という指摘があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以

降の遺物については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指示があった。取

材のため、報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版92)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始。報道機関来跡(青森放

送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了(図版35)。

10月26日、現地説明会を開催(図版93)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりをＡ・Ｂ３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心に確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、現地指導のため、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官来跡。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版35)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える。平成27年度の天守曳

屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のある状況下

での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。室内において、埋め戻しを３月

後半に行うとの結論を出す。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月19日、平成26年度第３回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回弘前城跡本丸石垣修理委員会開催。

外灯電線配管移設本丸水飲み場撤去

第１回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会
2014年８月21日

外灯電線配管移設現地協議

石垣レーダー探査
2014年10月23日

弘前城史料館(天守)展示品搬出準備
2014年11月26日

第２回弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会
2014年10月15日

本丸井戸跡コンクリート撤去
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第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
　平成26年度の動きを、以下にまとめる。なお、公開活用事業については別途第７章にまとめた。

４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りたので、６月26日より発掘作業を開始する。作

業内容は、１次調査で把握した近代以降の公園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および

盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐色粘質

土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、Ｂ12グ

リッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版47・58)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版44・47)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積す

る状況も確認(図版43)。

７月17日、６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、近代以降の盛土

ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層や｢盛土②｣、｢盛

土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよう指導があった。

取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり出し対策が議題の

中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよう指導があった。

後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工法を採用せざるを

えないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指導があった。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土

②中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄の石垣が手付かず

で残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、

元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付近までは、近代に

大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土は、慶長の築城期

よりも新しい時期の所産であろうという指導があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以降の遺物

については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指導があった。取材のため、

報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版108)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始(図版37)。報道機関来跡

(青森放送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了。

10月26日、現地説明会を開催(図版109)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりを３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心として確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官現地指導。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況を確認した。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版37)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える(図版38)。平成27年度

の天守曳屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のあ

る状況下での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。推進室内において、埋

め戻しを３月後半に行うとの結論を出す(３月10日、１グリッドより埋め戻し開始)。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す(図版38)。

２月26日、内濠浚渫工事開始。天守台の角部分の泥を除去する際、立会対応。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月９日、天守台平場の現況図作成開始。

３月19日、平成26年度第３回発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回修理委員会開催。
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図版38　平成26年度弘前城本丸発掘調査に係る動き(２)

第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
　平成26年度の動きを、以下にまとめる。なお、公開活用事業については別途第７章にまとめた。

４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りたので、６月26日より発掘作業を開始する。作

業内容は、１次調査で把握した近代以降の公園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および

盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐色粘質

土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、Ｂ12グ

リッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版47・58)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版44・47)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積す

る状況も確認(図版43)。

７月17日、６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、近代以降の盛土

ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層や｢盛土②｣、｢盛

土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよう指導があった。

取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり出し対策が議題の

中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよう指導があった。

後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工法を採用せざるを

えないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指導があった。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土

②中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄の石垣が手付かず

で残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、

元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付近までは、近代に

大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土は、慶長の築城期

よりも新しい時期の所産であろうという指導があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以降の遺物

については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指導があった。取材のため、

報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版108)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始(図版37)。報道機関来跡

(青森放送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了。

10月26日、現地説明会を開催(図版109)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりを３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心として確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官現地指導。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況を確認した。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版37)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える(図版38)。平成27年度

の天守曳屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のあ

る状況下での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。推進室内において、埋

め戻しを３月後半に行うとの結論を出す(３月10日、１グリッドより埋め戻し開始)。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す(図版38)。

２月26日、内濠浚渫工事開始。天守台の角部分の泥を除去する際、立会対応。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月９日、天守台平場の現況図作成開始。

３月19日、平成26年度第３回発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回修理委員会開催。

弘前城二の丸の雪積
2014年12月７日

弘前城発掘調査整理室(弘前城四の丸)
2015年１月29日





図版40　本丸に所在する遺構・案内板(１)(番号は図版39に対応)
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図版38　平成26年度弘前城本丸発掘調査に係る動き(２)

第４章　平成26年度弘前城本丸発掘調査(２次)の成果

１．調査の方法
　平成25年度の１次調査に引き続き、グリッド法を用いた平面的な分層発掘を基本とした。１グリッ

ドの範囲は５ｍ×５ｍとし、グリッド名については、東西ラインにアルファベット(Ａ・Ｂ)を東から、

南北ラインに算用数字(１～16)を南から設定している。

　掘削についても、１次調査に続き手掘りによる分層発掘を進めた。近代以降の撹乱については、石

垣への影響を考慮の上で掘り下げを行い、下位の状況を確認することとした。近世以前の遺構の調査

については、基本的に最上面での平面形確認までに留めることとし、重複関係の確認等、調査上不可

欠な情報を得る必要がある場合にのみ、試掘坑設定や遺構半截等による土層堆積状況の確認を行う方

針とした。また、石垣裏込め及び盛土等の大型遺構については、石垣への影響を考慮の上、最小限度

の試掘坑を設定し、土層堆積状況の確認を行うこととした。

　検出遺構の記録には、写真撮影及び世界測地系座標に基づいた測量図作成という手段をとった。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。測量の際には、基準点として二の丸の２級基準点と本丸の３級基準点

を用いた。遺構平面図・土層断面図の実測は、光波測距儀と電子平板を用いて行った。

　近代以降の盛土からの出土遺物については、基本的にグリッド一括で取り上げることとしたが、必

要に応じて写真撮影の上、光波測距儀で出土位置を記録した。

　なお、調査に当たっては、適宜発掘調査委員会の指導を受けている。

２．調査の経過
　平成26年度の動きを、以下にまとめる。なお、公開活用事業については別途第７章にまとめた。

４月、文化財保護法第125条の規定に基づき、平成26年４月11日付け弘公園発第７号で青森県教育委

員会を通じ文化庁に史跡現状変更行為等許可申請(発掘調査)を提出する。

５月22日、公園緑地課のチーム桜守(樹木医)が、石垣沿いの２本のソメイヨシノの診察を行う(図版

３)。この２本は、明治36年(1903)に内山覚弥によって園内に植栽された1,000本の一部と推測さ

れる。南側のものは幹周238㎝、樹高9.1ｍ、北側のものは幹周292㎝、樹高6.7ｍである。２本に

ついて、根元が根株腐植菌に侵されている、根に根頭ガンシュ病が多数見られるという診察結果

があり、移植による保護が困難である旨判定を受ける。

６月16日、発掘調査の準備開始。発掘器材を二の丸の現場事務所に運搬・整理する。６月17日以降、

冬場の養生のため、発掘現場に敷き詰めていた土嚢の撤去作業を続ける。

６月20日付で文化庁の史跡現状変更行為等許可が下りたので、６月26日より発掘作業を開始する。作

業内容は、１次調査で把握した近代以降の公園整備に伴う盛土の除去と、近世の遺構検出および

盛土の掘り抜きが中心。26日、取材のため、報道機関が来跡(陸奥新報社・青森テレビ)。

６月27日、石垣沿いのソメイヨシノ２本を伐採する(図版３・４)。

６月30日、９グリッド南壁沿いにトレンチを入れたところ、１次調査で｢盛土①｣としていた褐色粘質

土からガラス片が出土した。これにより、｢盛土①｣は近代以降の盛土と判明した。また、Ｂ12グ

リッドにおいて、南北方向にのびる溝跡を確認した(図版47・58)。取材のため、報道機関来跡

(ＦＭアップルウェーブ・東奥日報社)。

７月２日、天守台石垣北面調査のため、トレンチを設定。取材のため、報道機関来跡(青森放送)。

７月３日、取材のため、報道機関来跡(ＮＨＫ)。

７月８日、台風８号に備え、発掘現場の養生を強化する。以後、この週は雨天が続いたため、発掘現

場での作業を中止とする。

７月11日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月15日、天守台石垣北面下のトレンチにおいて、天守台の根石と思われる平石を検出する。

７月16日、Ａ１グリッドとＢ１グリッドの境付近において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層が内

濠側に落ち込む状況を確認する(図版44・47)。後日、この落ち込み部分に人頭大の礫層が堆積す

る状況も確認(図版43)。

７月17日、６グリッドにおいて、｢盛土①｣が下層になるほど湿り気を増す状況を確認する。

７月24日、取材のため、報道機関来跡(読売新聞社)。

７月25日、青森県教育庁文化財保護課岡田課長・中村埋蔵文化財グループ総括主幹来跡。

７月29日、取材のため、報道機関来跡(弘前路地裏探偵団・青森朝日放送)。

８月14日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

８月18日、井戸枠(本丸井戸跡)内の黄褐色粘質土を半截。粘質土層の下に、人頭大礫層検出。

８月19・20日、弘前大学インターンシップ実習生１名受け入れ。

８月21日、平成26年度第１回発掘調査委員会開催(図版37)。｢盛土①｣については、近代以降の盛土

ということで結論。天守台から北に20ｍほどの範囲に広がる近代の白色粘質土層や｢盛土②｣、｢盛

土③｣についても分層を細分化し、それぞれの堆積範囲と新旧関係を把握するよう指導があった。

取材のため、報道機関来跡(青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。

８月25日、第10回修理委員会開催。石垣修理に係る新補石材の確保と、石垣すべり出し対策が議題の

中心となった。前者については、石の色目・強度にも着目して調査を進めるよう指導があった。

後者については、伝統的工法を基本として対策を検討することと、仮に現代工法を採用せざるを

えないのであれば、工法選択の理由を明確にすること、以上２点の指導があった。

８月28日、Ｂ３グリッド北西隅において、近代の石垣修理に伴う白色粘質土層の下に、礫を多く含む

黒色土が厚く堆積している状況を確認する。この黒色土も、近代の石垣修理に伴うものと判断。

９月４日、取材のため報道機関来跡(ＦＭアップルウェーブ)。

９月18日、文化庁文化財部参事官付(建造物担当)板場管理係長・村田研修生来跡。

９月24日以降、本丸発掘調査と並行して、弘前公園内の工事立会に対応する。

９月26日、Ｂ６グリッドにおいて｢盛土②｣としていた黒色土を、近代の石垣修理に伴う盛土と判断す

る。これまで｢盛土②｣と捉えていた黒色土は、近代のものと近世のものに分かれると想定。以降、

近代の修理に伴う黒色土を｢盛土②新｣、元禄の石垣築造に伴う盛土を｢盛土②古｣とし、それぞれ

の面的な広がりの把握に努める。後日、天守台から北に40ｍ付近(１～８グリッド)までは近代の

大規模な石垣修理の手が入っていると判明する。｢盛土②新｣は３～８グリッドの範囲で、｢盛土

②中｣は９～12グリッドで、｢盛土②古｣は12グリッド北端以北で広がりを確認した。

10月１日、Ａ11グリッドに位置する平成24年度試掘トレンチ４東端底面の掘り抜きに着手。試掘時に

掘り残していた｢盛土①｣を除去し、さらに｢盛土②｣も掘削する。この地点の｢盛土②｣の土質に、

新しい時期のものであるような印象をもつ。この土を｢盛土②中｣としたが、後日この地点から元

禄以降の遺物が出土した。Ａ11グリッドは、文献記録と石垣の観察から、元禄の石垣が手付かず

で残っていると推測されていた地点である。その背面盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、

元禄以降、文献に残されていない石垣修理があったことを示唆する。

10月９日、取材のため、報道機関来跡(陸奥新報社)。

10月14日、台風19号の影響により、発掘現場での作業を中止する。台風通過後、調査区内では部分的

に土層観察ベルトの崩落が見られたが、それ以外には大きな被害は見られなかった。

10月15日、平成26年度第２回発掘調査委員会開催(図版37)。天守台から北に40ｍ付近までは、近代に

大規模な石垣修理が行われていることを説明。また、天守台下に入り込む盛土は、慶長の築城期

よりも新しい時期の所産であろうという指導があった。｢盛土②中｣から出土した元禄以降の遺物

については、結論を急がず、さらに慎重に遺物の取り上げを行うよう指導があった。取材のため、

報道機関来跡(青森放送・青森テレビ・陸奥新報社)。

10月20日、現地説明会開催に先立ち、発掘現場を報道機関に公開(朝日新聞社・東奥日報社・陸奥新

報社・読売新聞社・青森朝日放送)(図版108)。

10月21日、会計検査院が検査のため来弘。本丸発掘現場視察。

10月22日、午後より東北大・佐藤源之教授らによる石垣のレーダー探査開始(図版37)。報道機関来跡

(青森放送・青森テレビ・ＮＨＫ・東奥日報社・陸奥新報社)。翌23日で終了。

10月26日、現地説明会を開催(図版109)。240名が発掘現場を見学する。

10月31日、｢盛土②新｣の広がりを３～８グリッドまで確認。

11月５日、｢盛土③｣検出面を中心として確認している柱穴は、すべて近代以降の撹乱と判断。

11月11日、盛土層の土壌サンプル採取。

11月13日、文化庁文化財部記念物課・山下文化財調査官現地指導。

11月17日、取材のため、報道機関来跡(青森テレビ)。

11月21日、Ｂ８グリッド北側土層断面ベルト以北では、｢盛土①｣への礫の混入が激減することを確認。

Ｂ１・２グリッド西端の橙色土は｢盛土③｣ではなく、近代の石垣修理に伴う盛土と判断。この盛

土が、天守台の下に入り込んでいる状況を確認した。

11月25日、記録作業を終えたグリッドから、冬場に備えて養生を開始。

　　　　　内濠では、埋め立て工事の前段階として水抜きが始まる(図版４)。

11月26日、弘前城史料館(弘前城天守内)からの史料搬出に備え、梱包作業が始まる(図版37)。

11月28日、調査区の養生を完了し、本年度の調査を終了する。以降、弘前公園北の郭・武徳殿休憩所

を冬期間の整理作業場として利用するため、器材運搬・整理を行う。

12月１日、内濠埋め立て工事開始(図版４)。

12月２日以降連日雪が降り続き、12月８日には弘前市内の積雪が40㎝を超える(図版38)。平成27年度

の天守曳屋工事に備え、12月中に１～３グリッドまでは埋め戻しを行う予定でいたが、積雪のあ

る状況下での埋め戻しは、かえって工事用足場に悪影響を与えると判断。推進室内において、埋

め戻しを３月後半に行うとの結論を出す(３月10日、１グリッドより埋め戻し開始)。

１月29日、弘前城四の丸に弘前城発掘調査整理室が完成。以降、整理作業の拠点を武徳殿から四の丸

へ移す(図版38)。

２月26日、内濠浚渫工事開始。天守台の角部分の泥を除去する際、立会対応。

２月27日、天守建物基礎調査実施。

３月９日、天守台平場の現況図作成開始。

３月19日、平成26年度第３回発掘調査委員会開催。

３月27日、第11回修理委員会開催。

弘前城二の丸の雪積
2014年12月７日

弘前城発掘調査整理室(弘前城四の丸)
2015年１月29日
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図版41　本丸に所在する遺構・案内板(２)(番号は図版39に対応)

本丸御殿玄関礎石

本丸御殿玄関礎石案内板

御金蔵跡案内板

天守案内板

本丸未申櫓跡案内板御日記蔵跡案内板

天守(北西から)

８

９ 10

11 12

13 14

弘前枝垂れ



- 52 -

図版41　本丸に所在する遺構・案内板(２)(番号は図版39に対応)
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図版42　本丸に所在する遺構・案内板(３)(番号は図版39に対応)
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鷹揚園記碑

大型石

皇太子殿下御手植松碑

ウラジロモミ案内板

シダレザクラ（弘前方式）案内板本丸戌亥櫓跡案内板

ウラジロモミ
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本丸未申櫓台出土の梵字石(金剛山最勝院境内)
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３．調査成果
　１次調査では近代以降の公園整備に伴う盛土を除去し、江戸時代のものと想定する盛土①～③を検

出した。この成果を受け、２次調査では盛土①～③面での遺構の有無を確認するとともに、盛土の掘

り下げを進め、出土遺物から盛土の年代観を特定することに主眼を置いて調査を進めた。

(１)遺構

ⅰ.近代の石垣崩壊・修理範囲について(図版47・48)

①礫を多量に含む白色粘質土層

　近代の石垣崩壊については、数枚の古写真(図版14)とともに｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－

③)が残されている。この図によると、当時天守台部分は上端で南側１間(約1.82ｍ)、北側２間半(約

4.55ｍ)の規模で崩落、天守台の北側に続く東面石垣は上端10間半(約19.09ｍ)の規模で崩落したとさ

れる。また、同図において、東面石垣の崩落範囲北側に隣接する上端６間(約10.91ｍ)部分には｢亀裂｣

との表記があり、南側10間半ほど大きなものではないにせよ、小規模な石垣の損傷があったことが窺

える。図版47下段に、石積みから推測した石垣の時期区分図を示した。本図は弘前城本丸石垣カルテ

から引用したもので、石工の石垣観察が反映されている(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。

　発掘調査では１～４グリッド、天守台から北へ約19ｍ付近までにおいて、人頭大円礫を多量に含む

白色粘質土層の広がりを確認した。この土は１次調査でも確認していたもので、２次調査においてそ

の範囲を面的に把握したことになる。１次調査成果で既述のとおり、この粘質土層中には崩れた築石

が混入していることから、近代の石垣修理に伴う盛土と考えられる。白色粘質土層の平面分布図と石

垣の時期区分図とを照らし合わせると(図版47)、粘質土層の広がりは石積みから推測した石垣崩壊範

囲とほぼ一致することが分かる。

　また、１グリッドの天守台北面石垣開き(図版43・44)の延長線上で、白色粘質土層の落ち込みを確

認している。詳細については、後述の礫層の項で触れる。

②黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　Ｂ１・２グリッド西端で検出した。天守台根石下に入り込む盛土である。褐色粘質土層であり、後

述する盛土③と連続するように調査区西端に分布するが(図版47上段)、盛土③に比べて黒褐色土塊の

混入が多い特徴がある(図版48)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣と、後述する礫層よりも古い。

版築の痕跡は見られない。

　発掘調査委員会において、黒褐色土塊の多く混入する雑な様相から、慶長の築城時の盛土(盛土③)

より新しい印象と指摘されている。また、崩れた築石のような大型の石を含む。後述する礫層よりも

古い。この盛土も、近代の石垣修理に伴うものと考えている。

③礫層

　１グリッドの天守台北面石垣開きの延長線上で、近代の石垣修理痕である白色粘質土層の落ち込み

を確認している(図版47上段)。その落ち込みを埋め立てるように、拳大～人頭大(径20㎝程度)の円礫

の堆積を確認した(図版43)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣および｢黒褐色土塊含む褐色粘質

土層｣よりも新しいことから、本礫層も近代の石垣修理に伴うものである可能性がある。また、天守

台根石の一部も、本礫層上にのる。

　天守台北面石垣の開きは当初、近代の石垣崩落範囲と近世の盛土の延長に当たるのではないかと予

想されていたが、実際には本礫層と｢礫を多量に含む白色粘質土層｣の境界が検出された。近代の石垣

崩壊・修理範囲の境界が天守台石垣の開きの原因となっているのではなく、近代における石垣修理方

法(盛土の仕方)の影響が大きいことが窺える。発掘調査委員会において、天守台石垣の開きの原因は

根石のズレにあるのではないかと指摘されているが、結論は天守台の発掘調査を待たなければなら

ない。

④　盛土①

　１次調査時、４～12グリッドに広がりを確認した褐色粘質土である。２次調査を経て、３～12グ

リッドの範囲に堆積していることが判明した(図版47)。Ａ３グリッドに設定したサブトレンチで、

上述の近代石垣修理に伴う｢白色粘質土層｣よりも新しいことを把握している(図版48)。１次調査時

には、元禄の石垣築き足しに伴う盛土と仮定していたが、２次調査で近代以降のガラス片の出土を

確認したため、近代以降の盛土と判断した。

　基本的に、調査区西側(本丸中央部側)から東側(石垣・内濠側)へ流れこむような堆積状況を示し

ており、東側ほど厚い堆積を見せる。また、調査区内においては、６グリッド付近(平成24年度試掘

トレンチ２付近)で最も厚く堆積する。

　８グリッド以南では拳大～人頭大の円礫を多量に含むが、以北ではほとんど礫を含まなくなる。

８グリッドは後述する｢盛土②新｣の北限付近であり、南側の礫を多く含む盛土①が｢盛土②新｣に伴

い、９グリッド以北の礫を含まない盛土①が｢盛土②中｣に伴う可能性も考えられる。｢盛土②新｣と  

｢盛土②中｣の境界は９グリッドにあると見込んでおり、盛土①も同じようにこの付近で細分できる

ものと考えられる。
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３．調査成果
　１次調査では近代以降の公園整備に伴う盛土を除去し、江戸時代のものと想定する盛土①～③を検

出した。この成果を受け、２次調査では盛土①～③面での遺構の有無を確認するとともに、盛土の掘

り下げを進め、出土遺物から盛土の年代観を特定することに主眼を置いて調査を進めた。

(１)遺構

ⅰ.近代の石垣崩壊・修理範囲について(図版47・48)

①礫を多量に含む白色粘質土層

　近代の石垣崩壊については、数枚の古写真(図版14)とともに｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－

③)が残されている。この図によると、当時天守台部分は上端で南側１間(約1.82ｍ)、北側２間半(約

4.55ｍ)の規模で崩落、天守台の北側に続く東面石垣は上端10間半(約19.09ｍ)の規模で崩落したとさ

れる。また、同図において、東面石垣の崩落範囲北側に隣接する上端６間(約10.91ｍ)部分には｢亀裂｣

との表記があり、南側10間半ほど大きなものではないにせよ、小規模な石垣の損傷があったことが窺

える。図版47下段に、石積みから推測した石垣の時期区分図を示した。本図は弘前城本丸石垣カルテ

から引用したもので、石工の石垣観察が反映されている(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。

　発掘調査では１～４グリッド、天守台から北へ約19ｍ付近までにおいて、人頭大円礫を多量に含む

白色粘質土層の広がりを確認した。この土は１次調査でも確認していたもので、２次調査においてそ

の範囲を面的に把握したことになる。１次調査成果で既述のとおり、この粘質土層中には崩れた築石

が混入していることから、近代の石垣修理に伴う盛土と考えられる。白色粘質土層の平面分布図と石

垣の時期区分図とを照らし合わせると(図版47)、粘質土層の広がりは石積みから推測した石垣崩壊範

囲とほぼ一致することが分かる。

　また、１グリッドの天守台北面石垣開き(図版43・44)の延長線上で、白色粘質土層の落ち込みを確

認している。詳細については、後述の礫層の項で触れる。

②黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　Ｂ１・２グリッド西端で検出した。天守台根石下に入り込む盛土である。褐色粘質土層であり、後

述する盛土③と連続するように調査区西端に分布するが(図版47上段)、盛土③に比べて黒褐色土塊の

混入が多い特徴がある(図版48)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣と、後述する礫層よりも古い。

版築の痕跡は見られない。

　発掘調査委員会において、黒褐色土塊の多く混入する雑な様相から、慶長の築城時の盛土(盛土③)

より新しい印象と指摘されている。また、崩れた築石のような大型の石を含む。後述する礫層よりも

古い。この盛土も、近代の石垣修理に伴うものと考えている。

③礫層

　１グリッドの天守台北面石垣開きの延長線上で、近代の石垣修理痕である白色粘質土層の落ち込み

を確認している(図版47上段)。その落ち込みを埋め立てるように、拳大～人頭大(径20㎝程度)の円礫

の堆積を確認した(図版43)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣および｢黒褐色土塊含む褐色粘質

土層｣よりも新しいことから、本礫層も近代の石垣修理に伴うものである可能性がある。また、天守

台根石の一部も、本礫層上にのる。

　天守台北面石垣の開きは当初、近代の石垣崩落範囲と近世の盛土の延長に当たるのではないかと予

想されていたが、実際には本礫層と｢礫を多量に含む白色粘質土層｣の境界が検出された。近代の石垣

崩壊・修理範囲の境界が天守台石垣の開きの原因となっているのではなく、近代における石垣修理方

法(盛土の仕方)の影響が大きいことが窺える。発掘調査委員会において、天守台石垣の開きの原因は

根石のズレにあるのではないかと指摘されているが、結論は天守台の発掘調査を待たなければなら

ない。

④　盛土①

　１次調査時、４～12グリッドに広がりを確認した褐色粘質土である。２次調査を経て、３～12グ

リッドの範囲に堆積していることが判明した(図版47)。Ａ３グリッドに設定したサブトレンチで、

上述の近代石垣修理に伴う｢白色粘質土層｣よりも新しいことを把握している(図版48)。１次調査時

には、元禄の石垣築き足しに伴う盛土と仮定していたが、２次調査で近代以降のガラス片の出土を

確認したため、近代以降の盛土と判断した。

　基本的に、調査区西側(本丸中央部側)から東側(石垣・内濠側)へ流れこむような堆積状況を示し

ており、東側ほど厚い堆積を見せる。また、調査区内においては、６グリッド付近(平成24年度試掘

トレンチ２付近)で最も厚く堆積する。

　８グリッド以南では拳大～人頭大の円礫を多量に含むが、以北ではほとんど礫を含まなくなる。

８グリッドは後述する｢盛土②新｣の北限付近であり、南側の礫を多く含む盛土①が｢盛土②新｣に伴

い、９グリッド以北の礫を含まない盛土①が｢盛土②中｣に伴う可能性も考えられる。｢盛土②新｣と  

｢盛土②中｣の境界は９グリッドにあると見込んでおり、盛土①も同じようにこの付近で細分できる

ものと考えられる。
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３．調査成果
　１次調査では近代以降の公園整備に伴う盛土を除去し、江戸時代のものと想定する盛土①～③を検

出した。この成果を受け、２次調査では盛土①～③面での遺構の有無を確認するとともに、盛土の掘

り下げを進め、出土遺物から盛土の年代観を特定することに主眼を置いて調査を進めた。

(１)遺構

ⅰ.近代の石垣崩壊・修理範囲について(図版47・48)

①礫を多量に含む白色粘質土層

　近代の石垣崩壊については、数枚の古写真(図版14)とともに｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－

③)が残されている。この図によると、当時天守台部分は上端で南側１間(約1.82ｍ)、北側２間半(約

4.55ｍ)の規模で崩落、天守台の北側に続く東面石垣は上端10間半(約19.09ｍ)の規模で崩落したとさ

れる。また、同図において、東面石垣の崩落範囲北側に隣接する上端６間(約10.91ｍ)部分には｢亀裂｣

との表記があり、南側10間半ほど大きなものではないにせよ、小規模な石垣の損傷があったことが窺

える。図版47下段に、石積みから推測した石垣の時期区分図を示した。本図は弘前城本丸石垣カルテ

から引用したもので、石工の石垣観察が反映されている(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。

　発掘調査では１～４グリッド、天守台から北へ約19ｍ付近までにおいて、人頭大円礫を多量に含む

白色粘質土層の広がりを確認した。この土は１次調査でも確認していたもので、２次調査においてそ

の範囲を面的に把握したことになる。１次調査成果で既述のとおり、この粘質土層中には崩れた築石

が混入していることから、近代の石垣修理に伴う盛土と考えられる。白色粘質土層の平面分布図と石

垣の時期区分図とを照らし合わせると(図版47)、粘質土層の広がりは石積みから推測した石垣崩壊範

囲とほぼ一致することが分かる。

　また、１グリッドの天守台北面石垣開き(図版43・44)の延長線上で、白色粘質土層の落ち込みを確

認している。詳細については、後述の礫層の項で触れる。

②黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　Ｂ１・２グリッド西端で検出した。天守台根石下に入り込む盛土である。褐色粘質土層であり、後

述する盛土③と連続するように調査区西端に分布するが(図版47上段)、盛土③に比べて黒褐色土塊の

混入が多い特徴がある(図版48)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣と、後述する礫層よりも古い。

版築の痕跡は見られない。

　発掘調査委員会において、黒褐色土塊の多く混入する雑な様相から、慶長の築城時の盛土(盛土③)

より新しい印象と指摘されている。また、崩れた築石のような大型の石を含む。後述する礫層よりも

古い。この盛土も、近代の石垣修理に伴うものと考えている。

③礫層

　１グリッドの天守台北面石垣開きの延長線上で、近代の石垣修理痕である白色粘質土層の落ち込み

を確認している(図版47上段)。その落ち込みを埋め立てるように、拳大～人頭大(径20㎝程度)の円礫

の堆積を確認した(図版43)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣および｢黒褐色土塊含む褐色粘質

土層｣よりも新しいことから、本礫層も近代の石垣修理に伴うものである可能性がある。また、天守

台根石の一部も、本礫層上にのる。

　天守台北面石垣の開きは当初、近代の石垣崩落範囲と近世の盛土の延長に当たるのではないかと予

想されていたが、実際には本礫層と｢礫を多量に含む白色粘質土層｣の境界が検出された。近代の石垣

崩壊・修理範囲の境界が天守台石垣の開きの原因となっているのではなく、近代における石垣修理方

法(盛土の仕方)の影響が大きいことが窺える。発掘調査委員会において、天守台石垣の開きの原因は

根石のズレにあるのではないかと指摘されているが、結論は天守台の発掘調査を待たなければなら

ない。

④　盛土①

　１次調査時、４～12グリッドに広がりを確認した褐色粘質土である。２次調査を経て、３～12グ

リッドの範囲に堆積していることが判明した(図版47)。Ａ３グリッドに設定したサブトレンチで、

上述の近代石垣修理に伴う｢白色粘質土層｣よりも新しいことを把握している(図版48)。１次調査時

には、元禄の石垣築き足しに伴う盛土と仮定していたが、２次調査で近代以降のガラス片の出土を

確認したため、近代以降の盛土と判断した。

　基本的に、調査区西側(本丸中央部側)から東側(石垣・内濠側)へ流れこむような堆積状況を示し

ており、東側ほど厚い堆積を見せる。また、調査区内においては、６グリッド付近(平成24年度試掘

トレンチ２付近)で最も厚く堆積する。

　８グリッド以南では拳大～人頭大の円礫を多量に含むが、以北ではほとんど礫を含まなくなる。

８グリッドは後述する｢盛土②新｣の北限付近であり、南側の礫を多く含む盛土①が｢盛土②新｣に伴

い、９グリッド以北の礫を含まない盛土①が｢盛土②中｣に伴う可能性も考えられる。｢盛土②新｣と  

｢盛土②中｣の境界は９グリッドにあると見込んでおり、盛土①も同じようにこの付近で細分できる

ものと考えられる。
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図版46　本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切

図版45　明治４～６年(1871～73)頃の本丸

弘前市立弘前図書館所蔵。

明治６年(1873)の廃城令で、本丸御殿と武芸所

が取り壊される前の写真。天守の西側・北側に

多聞櫓風の土塀が残り、奥に本丸御殿の屋根も

見える。

本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切
昭和32年(1957)

本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切・銅製楔　昭和33年(1958)

３．調査成果
　１次調査では近代以降の公園整備に伴う盛土を除去し、江戸時代のものと想定する盛土①～③を検

出した。この成果を受け、２次調査では盛土①～③面での遺構の有無を確認するとともに、盛土の掘

り下げを進め、出土遺物から盛土の年代観を特定することに主眼を置いて調査を進めた。

(１)遺構

ⅰ.近代の石垣崩壊・修理範囲について(図版47・48)

①礫を多量に含む白色粘質土層

　近代の石垣崩壊については、数枚の古写真(図版14)とともに｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－

③)が残されている。この図によると、当時天守台部分は上端で南側１間(約1.82ｍ)、北側２間半(約

4.55ｍ)の規模で崩落、天守台の北側に続く東面石垣は上端10間半(約19.09ｍ)の規模で崩落したとさ

れる。また、同図において、東面石垣の崩落範囲北側に隣接する上端６間(約10.91ｍ)部分には｢亀裂｣

との表記があり、南側10間半ほど大きなものではないにせよ、小規模な石垣の損傷があったことが窺

える。図版47下段に、石積みから推測した石垣の時期区分図を示した。本図は弘前城本丸石垣カルテ

から引用したもので、石工の石垣観察が反映されている(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。

　発掘調査では１～４グリッド、天守台から北へ約19ｍ付近までにおいて、人頭大円礫を多量に含む

白色粘質土層の広がりを確認した。この土は１次調査でも確認していたもので、２次調査においてそ

の範囲を面的に把握したことになる。１次調査成果で既述のとおり、この粘質土層中には崩れた築石

が混入していることから、近代の石垣修理に伴う盛土と考えられる。白色粘質土層の平面分布図と石

垣の時期区分図とを照らし合わせると(図版47)、粘質土層の広がりは石積みから推測した石垣崩壊範

囲とほぼ一致することが分かる。

　また、１グリッドの天守台北面石垣開き(図版43・44)の延長線上で、白色粘質土層の落ち込みを確

認している。詳細については、後述の礫層の項で触れる。

②黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　Ｂ１・２グリッド西端で検出した。天守台根石下に入り込む盛土である。褐色粘質土層であり、後

述する盛土③と連続するように調査区西端に分布するが(図版47上段)、盛土③に比べて黒褐色土塊の

混入が多い特徴がある(図版48)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣と、後述する礫層よりも古い。

版築の痕跡は見られない。

　発掘調査委員会において、黒褐色土塊の多く混入する雑な様相から、慶長の築城時の盛土(盛土③)

より新しい印象と指摘されている。また、崩れた築石のような大型の石を含む。後述する礫層よりも

古い。この盛土も、近代の石垣修理に伴うものと考えている。

③礫層

　１グリッドの天守台北面石垣開きの延長線上で、近代の石垣修理痕である白色粘質土層の落ち込み

を確認している(図版47上段)。その落ち込みを埋め立てるように、拳大～人頭大(径20㎝程度)の円礫

の堆積を確認した(図版43)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣および｢黒褐色土塊含む褐色粘質

土層｣よりも新しいことから、本礫層も近代の石垣修理に伴うものである可能性がある。また、天守

台根石の一部も、本礫層上にのる。

　天守台北面石垣の開きは当初、近代の石垣崩落範囲と近世の盛土の延長に当たるのではないかと予

想されていたが、実際には本礫層と｢礫を多量に含む白色粘質土層｣の境界が検出された。近代の石垣

崩壊・修理範囲の境界が天守台石垣の開きの原因となっているのではなく、近代における石垣修理方

法(盛土の仕方)の影響が大きいことが窺える。発掘調査委員会において、天守台石垣の開きの原因は

根石のズレにあるのではないかと指摘されているが、結論は天守台の発掘調査を待たなければなら

ない。

④　盛土①

　１次調査時、４～12グリッドに広がりを確認した褐色粘質土である。２次調査を経て、３～12グ

リッドの範囲に堆積していることが判明した(図版47)。Ａ３グリッドに設定したサブトレンチで、

上述の近代石垣修理に伴う｢白色粘質土層｣よりも新しいことを把握している(図版48)。１次調査時

には、元禄の石垣築き足しに伴う盛土と仮定していたが、２次調査で近代以降のガラス片の出土を

確認したため、近代以降の盛土と判断した。

　基本的に、調査区西側(本丸中央部側)から東側(石垣・内濠側)へ流れこむような堆積状況を示し

ており、東側ほど厚い堆積を見せる。また、調査区内においては、６グリッド付近(平成24年度試掘

トレンチ２付近)で最も厚く堆積する。

　８グリッド以南では拳大～人頭大の円礫を多量に含むが、以北ではほとんど礫を含まなくなる。

８グリッドは後述する｢盛土②新｣の北限付近であり、南側の礫を多く含む盛土①が｢盛土②新｣に伴

い、９グリッド以北の礫を含まない盛土①が｢盛土②中｣に伴う可能性も考えられる。｢盛土②新｣と  

｢盛土②中｣の境界は９グリッドにあると見込んでおり、盛土①も同じようにこの付近で細分できる

ものと考えられる。



千切を入れた穴千切を入れた穴

礫の詰めこまれた
くぼみ
礫の詰めこまれた
くぼみ

石積みから推測した石垣の時期　弘前城本丸東面石垣(石垣カルテ(公益財団法人文化財建造物保存技術協会2011ｃ)より引用)

溝跡
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図版48　平成26年度弘前城本丸発掘調査土層断面図
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１　明褐色粘質土(7.5YR5/6)　こぶし大円礫微量含む　コンクリート塊含む　試掘トレンチ排土

２　灰黄褐色土(10YR4/2)　３㎝大円礫微量含む　鉄線に伴う撹乱

３　黒褐色土　(10YR3/2)　こぶし大円礫微量含む　黄褐色土塊多量含む、鉄線に伴う撹乱

４　暗褐色土　(10YR3/3)　３㎝大～こぶし大円礫少量含む、コンクリート塊含む

５　黒褐色土　(10YR3/2)　黄褐色粘質土塊少量含む　１㎝大～こぶし大礫微量含む　炭化物粒微量含む

６　黄褐色粘質土(10YR5/6)　こぶし大円礫微量含む　炭化物粒微量含む

７　暗褐色土　(10YR3/3)　１㎝大～こぶし大円礫少量含む　黄褐色土粒微量含む　盛土①

８　黒褐色土　(10YR2/2)　こぶし大円礫微量含む　黄褐色粘質土塊微量含む　炭化物粒微量含む　盛土②中

９　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色粘質土塊少量含む　５層に酷似(盛土①(６層)中の混入土か)

10　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色土塊少量含む

11　黒色土　(10YR1.7/1)　黄褐色土塊少量含む　炭化物粒微量含む

12　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色土塊少量含む(10層と同じ)

※10～12層は版築の痕跡

Ａ-Ａ′

１　黒褐色土　(10YR3/2)　小礫微量含む　黄褐色粘質土粒微量含む　針金含む、近現代のピット

２　明黄褐色粘質土(10YR6/6)　こぶし大～人頭大礫多量含む　近代の石垣修理に係る盛土

３　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色粘土塊多量含む　近代の石垣修理に係る盛土　天守台下にも続く土

４　暗褐色土　(10YR3/3)　３㎝大礫微量含む　黄褐色土塊少量含む　炭化物粒微量含む　近代の石垣修理に係る盛土

５　明黄褐色粘質土(10YR6/6)　黒褐色土塊微量含む

６　暗褐色土(10YR3/3)と黄褐色粘質土(10YR5/6)の混層　縞状に堆積(版築)　しまりかたい　築城期の盛土層

Ｄ-Ｄ′

１　黄褐色粘質土(10YR5/6)と黒色土(10YR1.7/1)の混層

２　明黄褐色粘質土(10YR6/6)　こぶし大礫少量含む

３　にぶい黄褐色粘質土(10YR4/3)　人頭大礫多量含む

４　にぶい黄橙色粘質土(10YR6/4)　こぶし大礫微量含む

５　黒褐色土　(10YR2/3)　こぶし大礫少量含む　炭化物粒微量含む

６　明黄褐色粘質土(10YR7/6)　盛土③

※１～５層は近代の石垣修理に係る盛土

Ｂ-Ｂ′

１　明黄褐色粘質土(10YR6/6)　こぶし大～人頭大礫多量含む

２　明黄褐色粘質土(10YR6/8)　暗褐色土塊微量含む

３　黒色土　　(10YR2/1)

４　にぶい黄褐色粘質土(10YR5/4)　黒色土塊少量含む

５　にぶい黄褐色土(10YR4/3)　こぶし大礫微量含む　黄褐色粘質土塊多量含む

６　黒色土　　(10YR2/1)　黄褐色粘質土塊を筋状に含む

※すべて近代の石垣修理に係る盛土

Ｆ-Ｆ′

１　にぶい黄褐色土(10YR5/4)　黄褐色粘質土塊層　こぶし大礫微量含む　炭化物粒微量含む　盛土①

２　にぶい黄褐色土(10YR5/4)　黄褐色粘質土塊層　こぶし大～人頭大礫多量含む　炭化物塊微量含む　盛土①

３　にぶい黄褐色土(10YR5/4)　黄褐色粘質土塊層　こぶし大礫微量含む　炭化物粒微量含む　盛土①

４　黒色土　　(10YR2/1)　こぶし大礫少量含む　黄褐色粘質土塊微量含む　炭化物塊少量含む、盛土②新

５　にぶい黄褐色粘質土(10YR4/3)と黒褐色土(10YR2/2)の混層　こぶし大礫少量含む　盛土②新

６　黒色土　(10YR1.7/1)　こぶし大礫微量含む　木材含む　炭化物塊微量含む　盛土②新

７　明黄褐色粘質土(10YR6/6)　盛土③

※１～３層は盛土①

※４～６層は盛土②新

Ｇ-Ｇ′

１　灰黄褐色土　(10YR4/2)　擬木柵に伴う盛土

２　黒褐色土　(10YR3/2)　３㎝大礫少量含む　芝生に伴う盛土

３　黒褐色土　(10YR3/1)　コンクリート塊含む　こぶし大～人頭大礫多量含む　黄褐色粘質土塊微量含む　昭和30年代の排水溝に伴う盛土

４　黒褐色土　(10YR3/2)　３㎝大～こぶし大礫少量含む　黄褐色粘質土塊少量含む　昭和30年代の排水溝に伴う盛土

５　暗褐色土　(10YR3/3)　３㎝大～こぶし大礫微量含む　上層ににぶい黄褐色粘質土層が薄く堆積　昭和30年代の排水溝に伴う盛土

６　浅黄色粘質土　(2.5Y7/4)　昭和30年代の排水溝に伴う盛土

７　黒褐色土　(10YR2/3)　コンクリート塊含む　３㎝大～こぶし大礫多量含む　黄褐色粘質土塊少量含む　昭和30年代の排水溝に伴う盛土

８　黒褐色土　(10YR3/2)　３㎝大礫多量含む　下層に褐色粘質土層が薄く堆積

９　にぶい黄褐色土(10YR4/3)　３㎝大～こぶし大礫多量含む　炭化物塊微量含む

10　明黄褐色粘質土(10YR6/8)　こぶし大礫微量含む　盛土①　裏込石上にのる

11　にぶい黄褐色土(10YR4/3)　こぶし大礫少量含む　黄褐色土塊微量含む　盛土②中

12　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色粘質土塊少量含む　こぶし大礫微量含む　盛土②中

13　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色粘質土塊多量含む　こぶし大円礫微量含む

14　黒褐色土　(10YR2/2)　黄褐色粘質土塊少量含む

15　褐色粘質土(10YR4/6)　１㎝大礫微量含む　盛土③

Ｅ-Ｅ′

１　黒褐色土　(10YR2/2)　１㎝大～人頭大円礫少量含む　黄褐色土塊微量含む　芝生の盛土

２　明黄褐色砂質土(10YR6/6)と黒褐色土(10YR2/2)の混層　放水銃配管に伴う撹乱　コンクリート塊含む

３　暗褐色土　(10YR3/3)　１㎝大～人頭大円礫少量含む

４　黄橙色粘質土(10YR7/8)と黒褐色土(10YR2/2)の混層　１㎝大～こぶし大円礫少量含む　ガラス片含む、昭和30年代の排水溝に伴う盛土

５　褐色粘質土(10YR4/4)と人頭大円礫多量含むにぶい黄橙色粘質土との混層　盛土①

６　暗褐色土　(10YR3/4)　こぶし大礫微量含む　黄褐色粘質土塊多量含む　盛土①

７　黄橙色粘質土(10YR7/8)　こぶし大～人頭大円礫少量含む

※５～６層は盛土①

※７層は近代の石垣修理に係る盛土 

Ｊ-Ｊ′

１　黒褐色土　(10YR3/2)　こぶし大～人頭大円礫・角礫多量含む　撹乱

２　灰黄褐色土(10YR4/2)　黄褐色粘質土塊微量含む　コンクリート塊含む(昭和30年代の排水溝に伴う盛土)　ガラス片含む　炭化物粒微量含む

３　黄褐色粘質土(10YR5/6)　昭和30年代の排水溝に伴う盛土　

４　３㎝大礫多量含む黒褐色土(10YR2/2)と黄褐色粘質土(10YR5/6)の混層

５　暗褐色土　(10YR3/3)　３㎝大礫微量含む

６　黒褐色土　(10YR2/2)

７　礫層(園路縁石下礫層)

８　にぶい黄褐色土(10YR4/3)　炭化物粒微量含む　白色粘質土塊微量含む

９　黄褐色粘質土(10YR5/6)　盛土②古上に貼られている粘質土

10　黒褐色土　(10YR3/2)　黄褐色・白色粘質土塊少量含む　礫微量含む　盛土②古

11　浅黄色粘質土(2.5Y7/4)

12　褐色粘質土(10YR4/6)　炭化物塊少量含む

13　黄褐色粘質土(10YR5/6)　盛土③

14　灰白色粘質土　(5Y8/1)　盛土④

Ｉ-Ｉ′

１　黒褐色砂質土(10YR3/2)　こぶし大礫少量含む

２　黒色土　(10YR1.7/1)　黄褐色粘質土塊少量含む

３　黒褐色土　(10YR3/2)　黄褐色粘質土塊少量含む　炭化物粒微量含む　

１㎝大礫微量含む

４　黒色土　　(10YR2/1)　黄褐色粘質土塊少量含む　１㎝大～こぶし大礫

微量含む　17世紀後半の陶磁器出土(図版49-1)

５　褐色土　　(10YR4/4)　３㎝大礫微量含む

Ｃ-Ｃ′

１　黒色土　　(10YR2/1)　黄褐色土塊少量含む、黄褐色土層にパックされる　近代の石垣修理に係る盛土

２　にぶい黄橙色粘質土(10YR7/4)　近代の石垣修理に係る盛土

３　黒色土(10YR1.7/1)と明黄褐色粘質土(10YR7/6)の混層　版築がみられる　築城期の盛土層
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図版46　本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切

図版45　明治４～６年(1871～73)頃の本丸

弘前市立弘前図書館所蔵。

明治６年(1873)の廃城令で、本丸御殿と武芸所

が取り壊される前の写真。天守の西側・北側に

多聞櫓風の土塀が残り、奥に本丸御殿の屋根も

見える。

本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切
昭和32年(1957)

本丸未申櫓台石垣修理　銅製千切・銅製楔　昭和33年(1958)

３．調査成果
　１次調査では近代以降の公園整備に伴う盛土を除去し、江戸時代のものと想定する盛土①～③を検

出した。この成果を受け、２次調査では盛土①～③面での遺構の有無を確認するとともに、盛土の掘

り下げを進め、出土遺物から盛土の年代観を特定することに主眼を置いて調査を進めた。

(１)遺構

ⅰ.近代の石垣崩壊・修理範囲について(図版47・48)

①礫を多量に含む白色粘質土層

　近代の石垣崩壊については、数枚の古写真(図版14)とともに｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－

③)が残されている。この図によると、当時天守台部分は上端で南側１間(約1.82ｍ)、北側２間半(約

4.55ｍ)の規模で崩落、天守台の北側に続く東面石垣は上端10間半(約19.09ｍ)の規模で崩落したとさ

れる。また、同図において、東面石垣の崩落範囲北側に隣接する上端６間(約10.91ｍ)部分には｢亀裂｣

との表記があり、南側10間半ほど大きなものではないにせよ、小規模な石垣の損傷があったことが窺

える。図版47下段に、石積みから推測した石垣の時期区分図を示した。本図は弘前城本丸石垣カルテ

から引用したもので、石工の石垣観察が反映されている(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。

　発掘調査では１～４グリッド、天守台から北へ約19ｍ付近までにおいて、人頭大円礫を多量に含む

白色粘質土層の広がりを確認した。この土は１次調査でも確認していたもので、２次調査においてそ

の範囲を面的に把握したことになる。１次調査成果で既述のとおり、この粘質土層中には崩れた築石

が混入していることから、近代の石垣修理に伴う盛土と考えられる。白色粘質土層の平面分布図と石

垣の時期区分図とを照らし合わせると(図版47)、粘質土層の広がりは石積みから推測した石垣崩壊範

囲とほぼ一致することが分かる。

　また、１グリッドの天守台北面石垣開き(図版43・44)の延長線上で、白色粘質土層の落ち込みを確

認している。詳細については、後述の礫層の項で触れる。

②黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　Ｂ１・２グリッド西端で検出した。天守台根石下に入り込む盛土である。褐色粘質土層であり、後

述する盛土③と連続するように調査区西端に分布するが(図版47上段)、盛土③に比べて黒褐色土塊の

混入が多い特徴がある(図版48)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣と、後述する礫層よりも古い。

版築の痕跡は見られない。

　発掘調査委員会において、黒褐色土塊の多く混入する雑な様相から、慶長の築城時の盛土(盛土③)

より新しい印象と指摘されている。また、崩れた築石のような大型の石を含む。後述する礫層よりも

古い。この盛土も、近代の石垣修理に伴うものと考えている。

③礫層

　１グリッドの天守台北面石垣開きの延長線上で、近代の石垣修理痕である白色粘質土層の落ち込み

を確認している(図版47上段)。その落ち込みを埋め立てるように、拳大～人頭大(径20㎝程度)の円礫

の堆積を確認した(図版43)。上述の｢礫を多量に含む白色粘質土層｣および｢黒褐色土塊含む褐色粘質

土層｣よりも新しいことから、本礫層も近代の石垣修理に伴うものである可能性がある。また、天守

台根石の一部も、本礫層上にのる。

　天守台北面石垣の開きは当初、近代の石垣崩落範囲と近世の盛土の延長に当たるのではないかと予

想されていたが、実際には本礫層と｢礫を多量に含む白色粘質土層｣の境界が検出された。近代の石垣

崩壊・修理範囲の境界が天守台石垣の開きの原因となっているのではなく、近代における石垣修理方

法(盛土の仕方)の影響が大きいことが窺える。発掘調査委員会において、天守台石垣の開きの原因は

根石のズレにあるのではないかと指摘されているが、結論は天守台の発掘調査を待たなければなら

ない。

④　盛土①

　１次調査時、４～12グリッドに広がりを確認した褐色粘質土である。２次調査を経て、３～12グ

リッドの範囲に堆積していることが判明した(図版47)。Ａ３グリッドに設定したサブトレンチで、

上述の近代石垣修理に伴う｢白色粘質土層｣よりも新しいことを把握している(図版48)。１次調査時

には、元禄の石垣築き足しに伴う盛土と仮定していたが、２次調査で近代以降のガラス片の出土を

確認したため、近代以降の盛土と判断した。

　基本的に、調査区西側(本丸中央部側)から東側(石垣・内濠側)へ流れこむような堆積状況を示し

ており、東側ほど厚い堆積を見せる。また、調査区内においては、６グリッド付近(平成24年度試掘

トレンチ２付近)で最も厚く堆積する。

　８グリッド以南では拳大～人頭大の円礫を多量に含むが、以北ではほとんど礫を含まなくなる。

８グリッドは後述する｢盛土②新｣の北限付近であり、南側の礫を多く含む盛土①が｢盛土②新｣に伴

い、９グリッド以北の礫を含まない盛土①が｢盛土②中｣に伴う可能性も考えられる。｢盛土②新｣と  

｢盛土②中｣の境界は９グリッドにあると見込んでおり、盛土①も同じようにこの付近で細分できる

ものと考えられる。
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　また、８グリッドの盛土①より、矢穴のある石材が出土している。大きさは小さく、石垣の築石

とは考えにくいが、９グリッド以北の盛土には、今のところこのような石材の混入は見られない。

⑤　盛土②新

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。３～８グリッドまで堆積を確認してい

る。天守から北に30ｍ地点、平成24年度試掘トレンチ２において｢盛土②｣の黒色土を深掘りしたと

ころ、盛土②検出面から深さ約２ｍ地点で近代以降のガラス片の出土を確認した。これを受けて、

この付近の黒色土を近代以降の盛土と判断し、呼称を｢盛土②新｣と改めた。この盛土には、木材の

混入なども見られる(図版52)。この盛土の堆積は、検出面から２ｍ以上の深さまで続いており、か

なり厚いものと推測される(図版47・48)。近代以降の盛土が２ｍよりも深く入り込む工事は何かと

考えると、石垣修理である可能性が高い。

　平成24年度試掘トレンチ２付近の石垣は、｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)で｢亀裂｣と表

記される上端６間(約10.91ｍ)部分に相当する。石垣の損傷は、天守台に隣接する上端10間半(約

19.09ｍ)より小規模だったものと思われるが、その地点においても厚さ２ｍ以上の近代の盛土が確

認されたことになる。近代の石垣修理は、天守台から北に40ｍ付近までという広範囲で、大規模に

行われたものと推測される。

【まとめ】

　発掘調査前の地表面から最大250㎝の深度まで掘削したところ、天守台から北に40ｍの範囲(１～

８グリッド)において、近代以降の盛土が厚く堆積している状況を確認した。これは、近代の石垣修

理の痕跡である可能性が高い。近代の石垣修理に係る盛土の新旧関係は、以下のとおりである。

　(新) 盛土①

　　 　礫層

　 ↓　礫を多量に含む白色粘質土層

　(古) 黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　｢盛土②新｣の新旧関係については、盛土①より古いことは明確であるが、白色粘質土層との関係

については保留としておく。

ⅱ.その他の盛土

①　盛土②中

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。９～12グリッドの範囲に堆積を確認し

ている(図版47上段)。｢盛土②新｣との境界は９グリッド中にあるものと見込んでいるが、平面形に

おいては現段階では明確でない。新旧関係について明確な点は、後述する｢盛土②古｣より新しく、｢盛

土①(礫を含まない)｣より古いということである。

　本盛土の堆積範囲を含む調査区北側は、過去の修理の記録がないことと石積みの観察から、元禄

に築かれた石垣が残存していると思われていた地点である(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。11グリッドに平成24年度試掘トレンチ４が位置しており、石垣沿いのトレンチ(Ａ11グリッド)

底面に露出する黒色土を深掘りしたところ、元禄以降の遺物が出土した。そのうちの１点を、図版

49－２に示している。本盛土から出土する遺物は、現段階で近世の範疇に収まっており、土質も南

側の｢盛土②新｣とは異なることから、本盛土を｢盛土②中｣と改称した。また、Ａ12グリッドに設定

したサブトレンチの北端において、本盛土と後述する｢盛土②古｣の境を確認している。

 本盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、文献記録に残らない小規模な石垣修理があった可能

性を示唆するものである。本盛土堆積範囲の石垣に蛇口(排水口)が見られることから、それに関連

した修理が想定される。また、平成24年度に試掘トレンチ４で確認された｢元禄の裏込｣は、この｢盛

土②中｣上に構築されているものであり、今後の調査成果によっては｢元禄の裏込｣ではないと判断さ

れる可能性もある。

　なお、Ａ10グリッドの天端石には｢千切(チキリ)｣のはめ込まれていた痕跡があるものの(図版

47)、実際には｢千切｣は確認されなかった。｢千切｣とは、天端石の結合に用いる金属板であり、昭和

32年(1957)の本丸未申櫓台石垣修理の際には出土状況の記録が残されている(図版46)。

②　盛土②古

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。１次調査で15・16グリッドに確認して

いた、版築の痕跡が認められる盛土層である。２次調査において、12・Ｂ14・15・16グリッドに堆

積が広がることを確認した(図版47)。13・Ａ14グリッドにおいては、まだ撹乱を除去しきれていな

いため、 ｢盛土②古｣を確認できていないが、おそらく撹乱の下に検出されるものと考えている。

　出土遺物の一部を図版49－１・３に示した。本盛土からの遺物は17世紀以前に収まるものであり、

本盛土が元禄の石垣築き足しに伴うものと想定している。

③　盛土③

　１次調査においてに調査区西端に検出していた、橙色の盛土層である。版築の痕跡が見られ、調

査区南端のＢ１・２グリッドにおいては黒色土層も筋状に含む(図版48)。慶長16年(1611)の弘前城

築城時の盛土層と想定している。少量の遺物が出土しているが、縄文土器が中心であり、盛土の時

期を特定するような遺物は得られていない。

　近世の絵図によると、本丸東面石垣中央部分の長さ約70ｍは、元禄に石垣が積み足されるまで土

の斜面になっていた(図版８)。盛土③も、内濠方向へ急勾配に落ち込む法面を形成している。この

法面が、近世の絵図に残る天端である可能性もある。一方で、特に調査区南端においては、盛土③

の斜面がほぼ垂直に落ちるような箇所もあり、元禄期の石垣積み足しや、近代の石垣崩壊・修理工

事の際に盛土が切土されている部分もあると考えられる。

④　盛土④

　北側の調査区境(16グリッド北端)付近において、｢盛土②古｣の下に白色粘質土層を確認し、これ

を｢盛土④｣とした。盛土③との新旧関係は不明である。

　本丸東面北端の石垣は慶長16年(1611)築城時に完成しており、現在でもこの部分には野面石の石

垣が認められる。盛土④は、この石垣に伴う盛土と想定される。
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図版49　平成26年度　盛土②中・古　出土陶磁器

０ 10㎝

(S≒1/3)
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１　碗　Ｂ15南西隅トレンチ(４層)
　　　　盛土②古
　　　　肥前
　　　　17世紀後半

２　皿　Ａ11(Ｈ24年試掘トレンチ４底面)
　　　　盛土②中
　　　　波佐見
　　　　18世紀
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とは考えにくいが、９グリッド以北の盛土には、今のところこのような石材の混入は見られない。
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る。天守から北に30ｍ地点、平成24年度試掘トレンチ２において｢盛土②｣の黒色土を深掘りしたと

ころ、盛土②検出面から深さ約２ｍ地点で近代以降のガラス片の出土を確認した。これを受けて、

この付近の黒色土を近代以降の盛土と判断し、呼称を｢盛土②新｣と改めた。この盛土には、木材の
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なり厚いものと推測される(図版47・48)。近代以降の盛土が２ｍよりも深く入り込む工事は何かと

考えると、石垣修理である可能性が高い。
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19.09ｍ)より小規模だったものと思われるが、その地点においても厚さ２ｍ以上の近代の盛土が確

認されたことになる。近代の石垣修理は、天守台から北に40ｍ付近までという広範囲で、大規模に

行われたものと推測される。
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８グリッド)において、近代以降の盛土が厚く堆積している状況を確認した。これは、近代の石垣修

理の痕跡である可能性が高い。近代の石垣修理に係る盛土の新旧関係は、以下のとおりである。

　(新) 盛土①
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おいては現段階では明確でない。新旧関係について明確な点は、後述する｢盛土②古｣より新しく、｢盛
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　本盛土の堆積範囲を含む調査区北側は、過去の修理の記録がないことと石積みの観察から、元禄

に築かれた石垣が残存していると思われていた地点である(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。11グリッドに平成24年度試掘トレンチ４が位置しており、石垣沿いのトレンチ(Ａ11グリッド)

底面に露出する黒色土を深掘りしたところ、元禄以降の遺物が出土した。そのうちの１点を、図版
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した修理が想定される。また、平成24年度に試掘トレンチ４で確認された｢元禄の裏込｣は、この｢盛

土②中｣上に構築されているものであり、今後の調査成果によっては｢元禄の裏込｣ではないと判断さ
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　なお、Ａ10グリッドの天端石には｢千切(チキリ)｣のはめ込まれていた痕跡があるものの(図版

47)、実際には｢千切｣は確認されなかった。｢千切｣とは、天端石の結合に用いる金属板であり、昭和

32年(1957)の本丸未申櫓台石垣修理の際には出土状況の記録が残されている(図版46)。

②　盛土②古

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。１次調査で15・16グリッドに確認して

いた、版築の痕跡が認められる盛土層である。２次調査において、12・Ｂ14・15・16グリッドに堆

積が広がることを確認した(図版47)。13・Ａ14グリッドにおいては、まだ撹乱を除去しきれていな

いため、 ｢盛土②古｣を確認できていないが、おそらく撹乱の下に検出されるものと考えている。

　出土遺物の一部を図版49－１・３に示した。本盛土からの遺物は17世紀以前に収まるものであり、

本盛土が元禄の石垣築き足しに伴うものと想定している。

③　盛土③

　１次調査においてに調査区西端に検出していた、橙色の盛土層である。版築の痕跡が見られ、調

査区南端のＢ１・２グリッドにおいては黒色土層も筋状に含む(図版48)。慶長16年(1611)の弘前城

築城時の盛土層と想定している。少量の遺物が出土しているが、縄文土器が中心であり、盛土の時

期を特定するような遺物は得られていない。

　近世の絵図によると、本丸東面石垣中央部分の長さ約70ｍは、元禄に石垣が積み足されるまで土

の斜面になっていた(図版８)。盛土③も、内濠方向へ急勾配に落ち込む法面を形成している。この

法面が、近世の絵図に残る天端である可能性もある。一方で、特に調査区南端においては、盛土③

の斜面がほぼ垂直に落ちるような箇所もあり、元禄期の石垣積み足しや、近代の石垣崩壊・修理工

事の際に盛土が切土されている部分もあると考えられる。

④　盛土④

　北側の調査区境(16グリッド北端)付近において、｢盛土②古｣の下に白色粘質土層を確認し、これ

を｢盛土④｣とした。盛土③との新旧関係は不明である。

　本丸東面北端の石垣は慶長16年(1611)築城時に完成しており、現在でもこの部分には野面石の石

垣が認められる。盛土④は、この石垣に伴う盛土と想定される。



図版50　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(１)

- 63 -

Ｂ１グリッド天守台下に入り込む盛土(西から)Ｂ１グリッド土層断面(西から)

Ｂ１グリッド天守台根石(北西から)

１グリッド全景(北西から)

Ａ１グリッド天守台下礫層(北西から) Ｂ１グリッド土層断面(北東から)

Ａ１グリッド南東隅白色粘土の落ち込み(西から)

１グリッド北壁土層断面(南西から)
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図版49　平成26年度　盛土②中・古　出土陶磁器

０ 10㎝

(S≒1/3)

１

２

３

３　大皿　Ｂ13
　　　　　盛土②古
　　　　　古九谷様式
　　　　　17世紀半ば

１　碗　Ｂ15南西隅トレンチ(４層)
　　　　盛土②古
　　　　肥前
　　　　17世紀後半

２　皿　Ａ11(Ｈ24年試掘トレンチ４底面)
　　　　盛土②中
　　　　波佐見
　　　　18世紀

　また、８グリッドの盛土①より、矢穴のある石材が出土している。大きさは小さく、石垣の築石

とは考えにくいが、９グリッド以北の盛土には、今のところこのような石材の混入は見られない。

⑤　盛土②新

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。３～８グリッドまで堆積を確認してい

る。天守から北に30ｍ地点、平成24年度試掘トレンチ２において｢盛土②｣の黒色土を深掘りしたと

ころ、盛土②検出面から深さ約２ｍ地点で近代以降のガラス片の出土を確認した。これを受けて、

この付近の黒色土を近代以降の盛土と判断し、呼称を｢盛土②新｣と改めた。この盛土には、木材の

混入なども見られる(図版52)。この盛土の堆積は、検出面から２ｍ以上の深さまで続いており、か

なり厚いものと推測される(図版47・48)。近代以降の盛土が２ｍよりも深く入り込む工事は何かと

考えると、石垣修理である可能性が高い。

　平成24年度試掘トレンチ２付近の石垣は、｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)で｢亀裂｣と表

記される上端６間(約10.91ｍ)部分に相当する。石垣の損傷は、天守台に隣接する上端10間半(約

19.09ｍ)より小規模だったものと思われるが、その地点においても厚さ２ｍ以上の近代の盛土が確

認されたことになる。近代の石垣修理は、天守台から北に40ｍ付近までという広範囲で、大規模に

行われたものと推測される。

【まとめ】

　発掘調査前の地表面から最大250㎝の深度まで掘削したところ、天守台から北に40ｍの範囲(１～

８グリッド)において、近代以降の盛土が厚く堆積している状況を確認した。これは、近代の石垣修

理の痕跡である可能性が高い。近代の石垣修理に係る盛土の新旧関係は、以下のとおりである。

　(新) 盛土①

　　 　礫層

　 ↓　礫を多量に含む白色粘質土層

　(古) 黒褐色土塊含む褐色粘質土層

　｢盛土②新｣の新旧関係については、盛土①より古いことは明確であるが、白色粘質土層との関係

については保留としておく。

ⅱ.その他の盛土

①　盛土②中

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。９～12グリッドの範囲に堆積を確認し

ている(図版47上段)。｢盛土②新｣との境界は９グリッド中にあるものと見込んでいるが、平面形に

おいては現段階では明確でない。新旧関係について明確な点は、後述する｢盛土②古｣より新しく、｢盛

土①(礫を含まない)｣より古いということである。

　本盛土の堆積範囲を含む調査区北側は、過去の修理の記録がないことと石積みの観察から、元禄

に築かれた石垣が残存していると思われていた地点である(公益財団法人文化財建造物保存技術協会

2011c)。11グリッドに平成24年度試掘トレンチ４が位置しており、石垣沿いのトレンチ(Ａ11グリッド)

底面に露出する黒色土を深掘りしたところ、元禄以降の遺物が出土した。そのうちの１点を、図版

49－２に示している。本盛土から出土する遺物は、現段階で近世の範疇に収まっており、土質も南

側の｢盛土②新｣とは異なることから、本盛土を｢盛土②中｣と改称した。また、Ａ12グリッドに設定

したサブトレンチの北端において、本盛土と後述する｢盛土②古｣の境を確認している。

 本盛土から元禄以降の遺物が出土する事実は、文献記録に残らない小規模な石垣修理があった可能

性を示唆するものである。本盛土堆積範囲の石垣に蛇口(排水口)が見られることから、それに関連

した修理が想定される。また、平成24年度に試掘トレンチ４で確認された｢元禄の裏込｣は、この｢盛

土②中｣上に構築されているものであり、今後の調査成果によっては｢元禄の裏込｣ではないと判断さ

れる可能性もある。

　なお、Ａ10グリッドの天端石には｢千切(チキリ)｣のはめ込まれていた痕跡があるものの(図版

47)、実際には｢千切｣は確認されなかった。｢千切｣とは、天端石の結合に用いる金属板であり、昭和

32年(1957)の本丸未申櫓台石垣修理の際には出土状況の記録が残されている(図版46)。

②　盛土②古

　１次調査で｢盛土②｣としていた土を細分したものである。１次調査で15・16グリッドに確認して

いた、版築の痕跡が認められる盛土層である。２次調査において、12・Ｂ14・15・16グリッドに堆

積が広がることを確認した(図版47)。13・Ａ14グリッドにおいては、まだ撹乱を除去しきれていな

いため、 ｢盛土②古｣を確認できていないが、おそらく撹乱の下に検出されるものと考えている。

　出土遺物の一部を図版49－１・３に示した。本盛土からの遺物は17世紀以前に収まるものであり、

本盛土が元禄の石垣築き足しに伴うものと想定している。

③　盛土③

　１次調査においてに調査区西端に検出していた、橙色の盛土層である。版築の痕跡が見られ、調

査区南端のＢ１・２グリッドにおいては黒色土層も筋状に含む(図版48)。慶長16年(1611)の弘前城

築城時の盛土層と想定している。少量の遺物が出土しているが、縄文土器が中心であり、盛土の時

期を特定するような遺物は得られていない。

　近世の絵図によると、本丸東面石垣中央部分の長さ約70ｍは、元禄に石垣が積み足されるまで土

の斜面になっていた(図版８)。盛土③も、内濠方向へ急勾配に落ち込む法面を形成している。この

法面が、近世の絵図に残る天端である可能性もある。一方で、特に調査区南端においては、盛土③

の斜面がほぼ垂直に落ちるような箇所もあり、元禄期の石垣積み足しや、近代の石垣崩壊・修理工

事の際に盛土が切土されている部分もあると考えられる。

④　盛土④

　北側の調査区境(16グリッド北端)付近において、｢盛土②古｣の下に白色粘質土層を確認し、これ

を｢盛土④｣とした。盛土③との新旧関係は不明である。

　本丸東面北端の石垣は慶長16年(1611)築城時に完成しており、現在でもこの部分には野面石の石

垣が認められる。盛土④は、この石垣に伴う盛土と想定される。
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図版51　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(２)

Ｂ２グリッド土層断面(南から)試掘トレンチ１南壁土層断面(北西から)

Ｂ２グリッド土層断面(北西から)

２グリッド全景(西から)

３・４グリッド全景(南西から) Ｂ３グリッド土層断面(西から)

Ｂ２グリッド近代修理盛土築石混入状況(北西か
ら)

Ａ２グリッド北壁土層断面(南から)
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図版51　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(２)

Ｂ２グリッド土層断面(南から)試掘トレンチ１南壁土層断面(北西から)

Ｂ２グリッド土層断面(北西から)

２グリッド全景(西から)

３・４グリッド全景(南西から) Ｂ３グリッド土層断面(西から)

Ｂ２グリッド近代修理盛土築石混入状況(北西か
ら)

Ａ２グリッド北壁土層断面(南から)

図版52　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(３)
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Ａ５グリッド裏込石検出(西から)４グリッド北壁土層断面(南西から)

５グリッド北壁土層断面(南西から)

Ａ３グリッド南北トレンチ東壁土層断面(南西か
ら)

試掘トレンチ２南壁盛土②新　木材混入状況(北
から)

試掘トレンチ２北壁土層断面(南西から)

試掘トレンチ２南壁土層断面(北西から)

４グリッド全景(西から)
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図版53　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(４)

Ｂ８グリッド北壁土層断面(南西から)８グリッド全景(西から)

９グリッド全景(西から)

７グリッド全景(西から)

Ａ９グリッド南壁土層断面(北西から) Ａ９グリッド南東隅裏込石検出(南西から)

９グリッド南壁断面(北西から)

７グリッド北壁土層断面(南西から)
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図版53　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(４)

Ｂ８グリッド北壁土層断面(南西から)８グリッド全景(西から)

９グリッド全景(西から)

７グリッド全景(西から)

Ａ９グリッド南壁土層断面(北西から) Ａ９グリッド南東隅裏込石検出(南西から)

９グリッド南壁断面(北西から)

７グリッド北壁土層断面(南西から)
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図版54　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(５)

11グリッド全景(西から)試掘トレンチ４(Ａ11グリッド)北壁土層断面(南
西から)

11グリッド北壁土層断面(南西から)

試掘トレンチ４東端掘削前盛土①(西から)

Ｂ３・４グリッド盛土③斜面(東から) 試掘トレンチ２盛土③斜面(北西から)

試掘トレンチ１盛土③斜面(北東から)

試掘トレンチ４東端掘削後(南西から)
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図版55　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(６)

Ｂ14北壁土層断面(南西から)Ａ12グリッド南北トレンチ北壁土層断面(南西か
ら)

Ｂ15グリッド東西トレンチ南壁土層断面(北東か
ら)

12グリッド北壁土層断面(南西から)

16グリッド北壁土層断面(南西から) Ａ16北壁土層断面(南から)

15・16グリッド全景(西から)

Ａ12グリッド南北トレンチ東壁土層断面(北西か
ら)
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図版55　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(６)

Ｂ14北壁土層断面(南西から)Ａ12グリッド南北トレンチ北壁土層断面(南西か
ら)

Ｂ15グリッド東西トレンチ南壁土層断面(北東か
ら)

12グリッド北壁土層断面(南西から)

16グリッド北壁土層断面(南西から) Ａ16北壁土層断面(南から)

15・16グリッド全景(西から)

Ａ12グリッド南北トレンチ東壁土層断面(北西か
ら)

図版56　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(盛土)(７)
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Ｂ16グリッド全景
(南西から)

Ｂ16グリッド北西隅白色粘土
(北から)

Ｂ16グリッド北西隅白色粘土
(南西から)
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【まとめ】

　ⅱで取り上げた盛土は、主に調査区北側に堆積する。新旧関係を、下記のとおりまとめる。

　 (新)盛土①(礫を含まない)

　　↓　盛土②中

　　↓　盛土②古

　 (古)盛土③・盛土④

　｢盛土②中｣は、元禄以降の石垣修理に伴う盛土となる可能性がある。現段階では｢盛土②古｣を元

禄の石垣築造に伴う盛土、｢盛土③・④｣を慶長の築城期の盛土と想定している。

ⅲ.天守台石垣根石ほか(図版43・50)

　既述のとおり、天守台根石は、近代の石垣修理に伴う礫層と盛土層上に据えられている。根石と

２石目の間に、コンクリートによる補強が見られる。根石は灰黄色(2.5Y7/2)を呈し、粒子の小さい

石質で黒色粒をわずかに含む。他の築石と同じく、安山岩と推測される。粗く加工された切石で、

中には２㎝四方の網目状の加工痕が認められるものもある。また、地中に埋没していた２石目に、

矢穴のある石を確認した。矢穴の幅は８㎝で、矢穴間の距離は３㎝である。

ⅳ.近世遺構の有無

①柱穴

　１次調査では柱穴列、時期不明の溝、土坑、柱穴、杭穴らしいプランが検出されていた(図版

27)。２次調査では、それらに最低限の試掘坑を設定して近世の遺構であるのかどうかを確認し、近

代以降の撹乱と判明した場合には、記録を残した上で完掘するという方針で調査を進めた。

　結果的に、１次調査で｢黒色土堆積範囲｣として捉えられた平面プランは、すべて撹乱あるいは盛

土層の一部と判明している。また、明治時代初期の古写真には、本丸東面石垣沿いに土塀がのびる

様子が残されているが(図版45)、この土塀の痕跡も確認することはできなかった。近代の石垣修理

が深く入る調査区南側では、土塀の痕跡は完全に消滅しているものと考えられる。なお、調査区北

側の｢盛土②中｣・｢盛土②古｣上にも土塀の痕跡は見られないことから、近代以降の公園整備による

削平の過程で消滅したものと考えられる。

②本丸井戸跡(図版47・57)

　発掘調査区内に位置する石製の井戸枠は近世のものと伝わっており、井戸穴の部分をコンクリー

トでふさがれた状態で、長らく本丸井戸跡の遺構表示として利用されてきた。

 本丸井戸は近世の絵図にも記録されており(図版12・13)、それによると、井戸枠は現在も絵図とほ

ぼ同じ位置にあることが分かる。また、昭和初年(1926)に撮影された井戸の古写真が残っており(図

版57最上段右)、当時は覆屋を伴った状態であったことから、この頃まで井戸としての機能を保って

いた可能性がある。

　本井戸枠については、１次調査を経ても他地点に井戸跡らしい平面形が確認されなかったことか

ら、近世からの原位置を保っている可能性が高いと推測していた。

 平成26年５月22日、井戸穴をふさいでいたコンクリートを撤去したところ(図版37)、その下に明黄

褐色粘質土(10YR6/8)の堆積を確認した。井戸穴をふさぐコンクリートは、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時に施されたものと思われていたが、井戸枠内部・下部の状況については全く情報が伝わっ

ていなかったため、下部に空洞が残ることも想定してヘルメット・安全帯を着用の上精査を行っ

た。

　明黄褐色粘質土を半截したところ、約20㎝下で人頭大の円礫層を確認した。以下、井戸枠内には

人頭大礫が詰められており、ジュースの缶やガムの包紙といった現代ゴミの混入も見られた。礫層

の下にはコンクリート板があり、たたくと音が響くことから、下に空洞の続く可能性がある。ま

た、井戸枠外側の掘削を進めたところ、井戸枠下にコンクリート塊の入り込む状況が確認された。

　以上のことから、本井戸枠は現代に入ってから動かされており、井戸枠下で何らかの工事が行わ

れた後、再び元の位置に戻されたものと判断される。動かされた時期は、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時である可能性が高い。

　平成27年度以降、井戸枠を撤去して下部の調査を行う予定である。現段階では、井戸枠側面に銘

が確認されていないため、井戸枠を近世のものとする積極的な根拠はない。井戸枠の石材は、発掘

調査委員会の柴委員の目視により、凝灰岩又はデイサイトと推定される。

③溝跡(図版47・58)

　Ｂ12・ＡＢ13グリッドにかけて、溝跡１条を検出した。この溝跡は、１次調査時にＢ13グリッド

で確認されていた瓦列の下に検出したものである。瓦列は、井戸跡を囲むような状態でＬ字に検出

されていたため、発掘調査委員会により当初井戸覆屋の雨落ちとなる可能性が指摘されていた。

　Ｂ13グリッドで瓦列の記録を取り、瓦の取り上げを行ったところ、下の溝跡は井戸跡を囲むよう

に分岐するものの、南側にまっすぐ伸びると判明した。瓦列はＢ12グリッドまでは続かなかったが、

Ｂ12グリッドの盛土①を除去したところ、溝跡の続きが検出された。この時点で、本溝跡が井戸の

覆屋跡となる可能性は低いと判断した。

　溝跡は、Ｂ13グリッドにおいては箱形の掘形をみせるが、Ｂ12グリッドでは南に向かうほど深さ

を増し、薬研状の掘形を呈するようになる。黄褐色粘質土を貼りつけて壁面・底面を構築しており、

丁寧なつくりである。盛土②古よりも上層に構築されている。Ｂ12グリッドの溝跡延長線上に２点

の切石が検出されており、本溝跡に関係する可能性もある。本溝跡を検出した付近の石垣に蛇口(排

水口)が確認されることから、排水に関わる遺構の可能性も考えられる。蛇口につながる排水溝の調

査事例としては、盛岡城跡などがあげられる(盛岡市教育委員会1986・1987)。

　図版59に、昭和53年(1978)弘前城本丸未申櫓台東方石垣修理において撮影された、蛇口周辺の記

録写真を示した。弘前城本丸石垣の蛇口構造に関する記録はこの写真のみであるが、残念ながら本丸

平場部分で検出された排水溝の記録はない。ただ、本溝跡が石垣の蛇口に続くものであるならば、今

後石垣解体の過程で写真のような施設が検出される可能性はある。

ⅴ.小結

　２次調査では、調査区南側の１～８グリッドにかけて大規模な近代石垣修理の痕跡が確認された。

この範囲は、明治時代の｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)に残された｢崩十間半｣・｢亀裂六間｣

の範囲とほぼ一致する。

　調査区北側９～16グリッドの石垣は元禄に築かれた部分に相当し、元禄以降に修理されたという

記録がないため、元禄の状態を現代まで保っているものと思われていた。だが、９～12グリッドに

広がる｢盛土②中｣から元禄以降の遺物が出土しており、記録にない修理が行われている可能性が浮

上している。また、平成24年度に確認していた｢元禄の裏込｣が、実は元禄以降のものとなる可能性

も出てきた。

　近世の痕跡と考えられるものは、慶長の築城期の盛土と仮定する｢盛土③・④｣、元禄の石垣築き

足し時の盛土と仮定する｢盛土②古｣がある。建物跡は、近代以降の公園整備により壊されたものと

みられ、確認されなかった。平成27年度以降に調査予定の、石垣の蛇口となる可能性のあるＢ12・

13グリッドの溝跡や、井戸枠下に残された本丸井戸の痕跡が注目される。

　なお、今回の調査区からは縄文土器・土師器等、近世以前の遺物も一定量出土しているが、それ

らの時期に該当する遺構は検出されていない。調査区内に堆積する土層は、現段階では近世以降の

人為的な盛土層のみであり、自然堆積土の確認には至っていない。

　平成27年度の３次調査は、調査区北側の精査が中心となる。｢盛土②中｣・｢盛土②古｣の年代観の

把握と、Ｂ12・13グリッドに伸びる溝跡の実態把握が主な課題となろう。

(２)遺物

　平成26年度の２次調査では、青果コンテナで44箱分の遺物が出土した。内訳は縄文土器３箱、平

安時代土師器ほか１箱、近世陶磁器ほか３箱、近世瓦ほか34箱、石器・石製品１箱、金属製品１箱、

土製品・ガラス製品１箱である。

　弘前城出土の縄文土器には、今までに前期から晩期のものが確認されている(弘前市教育委員会

1998a・2012)。本丸出土の縄文土器には細片が多いが、時期的には晩期が中心となる。石鏃などの

剥片石器も出土している。
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【まとめ】

　ⅱで取り上げた盛土は、主に調査区北側に堆積する。新旧関係を、下記のとおりまとめる。

　 (新)盛土①(礫を含まない)

　　↓　盛土②中

　　↓　盛土②古

　 (古)盛土③・盛土④

　｢盛土②中｣は、元禄以降の石垣修理に伴う盛土となる可能性がある。現段階では｢盛土②古｣を元

禄の石垣築造に伴う盛土、｢盛土③・④｣を慶長の築城期の盛土と想定している。

ⅲ.天守台石垣根石ほか(図版43・50)

　既述のとおり、天守台根石は、近代の石垣修理に伴う礫層と盛土層上に据えられている。根石と

２石目の間に、コンクリートによる補強が見られる。根石は灰黄色(2.5Y7/2)を呈し、粒子の小さい

石質で黒色粒をわずかに含む。他の築石と同じく、安山岩と推測される。粗く加工された切石で、

中には２㎝四方の網目状の加工痕が認められるものもある。また、地中に埋没していた２石目に、

矢穴のある石を確認した。矢穴の幅は８㎝で、矢穴間の距離は３㎝である。

ⅳ.近世遺構の有無

①柱穴

　１次調査では柱穴列、時期不明の溝、土坑、柱穴、杭穴らしいプランが検出されていた(図版

27)。２次調査では、それらに最低限の試掘坑を設定して近世の遺構であるのかどうかを確認し、近

代以降の撹乱と判明した場合には、記録を残した上で完掘するという方針で調査を進めた。

　結果的に、１次調査で｢黒色土堆積範囲｣として捉えられた平面プランは、すべて撹乱あるいは盛

土層の一部と判明している。また、明治時代初期の古写真には、本丸東面石垣沿いに土塀がのびる

様子が残されているが(図版45)、この土塀の痕跡も確認することはできなかった。近代の石垣修理

が深く入る調査区南側では、土塀の痕跡は完全に消滅しているものと考えられる。なお、調査区北

側の｢盛土②中｣・｢盛土②古｣上にも土塀の痕跡は見られないことから、近代以降の公園整備による

削平の過程で消滅したものと考えられる。

②本丸井戸跡(図版47・57)

　発掘調査区内に位置する石製の井戸枠は近世のものと伝わっており、井戸穴の部分をコンクリー

トでふさがれた状態で、長らく本丸井戸跡の遺構表示として利用されてきた。

 本丸井戸は近世の絵図にも記録されており(図版12・13)、それによると、井戸枠は現在も絵図とほ

ぼ同じ位置にあることが分かる。また、昭和初年(1926)に撮影された井戸の古写真が残っており(図

版57最上段右)、当時は覆屋を伴った状態であったことから、この頃まで井戸としての機能を保って

いた可能性がある。

　本井戸枠については、１次調査を経ても他地点に井戸跡らしい平面形が確認されなかったことか

ら、近世からの原位置を保っている可能性が高いと推測していた。

 平成26年５月22日、井戸穴をふさいでいたコンクリートを撤去したところ(図版37)、その下に明黄

褐色粘質土(10YR6/8)の堆積を確認した。井戸穴をふさぐコンクリートは、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時に施されたものと思われていたが、井戸枠内部・下部の状況については全く情報が伝わっ

ていなかったため、下部に空洞が残ることも想定してヘルメット・安全帯を着用の上精査を行っ

た。

　明黄褐色粘質土を半截したところ、約20㎝下で人頭大の円礫層を確認した。以下、井戸枠内には

人頭大礫が詰められており、ジュースの缶やガムの包紙といった現代ゴミの混入も見られた。礫層

の下にはコンクリート板があり、たたくと音が響くことから、下に空洞の続く可能性がある。ま

た、井戸枠外側の掘削を進めたところ、井戸枠下にコンクリート塊の入り込む状況が確認された。

　以上のことから、本井戸枠は現代に入ってから動かされており、井戸枠下で何らかの工事が行わ

れた後、再び元の位置に戻されたものと判断される。動かされた時期は、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時である可能性が高い。

　平成27年度以降、井戸枠を撤去して下部の調査を行う予定である。現段階では、井戸枠側面に銘

が確認されていないため、井戸枠を近世のものとする積極的な根拠はない。井戸枠の石材は、発掘

調査委員会の柴委員の目視により、凝灰岩又はデイサイトと推定される。

③溝跡(図版47・58)

　Ｂ12・ＡＢ13グリッドにかけて、溝跡１条を検出した。この溝跡は、１次調査時にＢ13グリッド

で確認されていた瓦列の下に検出したものである。瓦列は、井戸跡を囲むような状態でＬ字に検出

されていたため、発掘調査委員会により当初井戸覆屋の雨落ちとなる可能性が指摘されていた。

　Ｂ13グリッドで瓦列の記録を取り、瓦の取り上げを行ったところ、下の溝跡は井戸跡を囲むよう

に分岐するものの、南側にまっすぐ伸びると判明した。瓦列はＢ12グリッドまでは続かなかったが、

Ｂ12グリッドの盛土①を除去したところ、溝跡の続きが検出された。この時点で、本溝跡が井戸の

覆屋跡となる可能性は低いと判断した。

　溝跡は、Ｂ13グリッドにおいては箱形の掘形をみせるが、Ｂ12グリッドでは南に向かうほど深さ

を増し、薬研状の掘形を呈するようになる。黄褐色粘質土を貼りつけて壁面・底面を構築しており、

丁寧なつくりである。盛土②古よりも上層に構築されている。Ｂ12グリッドの溝跡延長線上に２点

の切石が検出されており、本溝跡に関係する可能性もある。本溝跡を検出した付近の石垣に蛇口(排

水口)が確認されることから、排水に関わる遺構の可能性も考えられる。蛇口につながる排水溝の調

査事例としては、盛岡城跡などがあげられる(盛岡市教育委員会1986・1987)。

　図版59に、昭和53年(1978)弘前城本丸未申櫓台東方石垣修理において撮影された、蛇口周辺の記

録写真を示した。弘前城本丸石垣の蛇口構造に関する記録はこの写真のみであるが、残念ながら本丸

平場部分で検出された排水溝の記録はない。ただ、本溝跡が石垣の蛇口に続くものであるならば、今

後石垣解体の過程で写真のような施設が検出される可能性はある。

ⅴ.小結

　２次調査では、調査区南側の１～８グリッドにかけて大規模な近代石垣修理の痕跡が確認された。

この範囲は、明治時代の｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)に残された｢崩十間半｣・｢亀裂六間｣

の範囲とほぼ一致する。

　調査区北側９～16グリッドの石垣は元禄に築かれた部分に相当し、元禄以降に修理されたという

記録がないため、元禄の状態を現代まで保っているものと思われていた。だが、９～12グリッドに

広がる｢盛土②中｣から元禄以降の遺物が出土しており、記録にない修理が行われている可能性が浮

上している。また、平成24年度に確認していた｢元禄の裏込｣が、実は元禄以降のものとなる可能性

も出てきた。

　近世の痕跡と考えられるものは、慶長の築城期の盛土と仮定する｢盛土③・④｣、元禄の石垣築き

足し時の盛土と仮定する｢盛土②古｣がある。建物跡は、近代以降の公園整備により壊されたものと

みられ、確認されなかった。平成27年度以降に調査予定の、石垣の蛇口となる可能性のあるＢ12・

13グリッドの溝跡や、井戸枠下に残された本丸井戸の痕跡が注目される。

　なお、今回の調査区からは縄文土器・土師器等、近世以前の遺物も一定量出土しているが、それ

らの時期に該当する遺構は検出されていない。調査区内に堆積する土層は、現段階では近世以降の

人為的な盛土層のみであり、自然堆積土の確認には至っていない。

　平成27年度の３次調査は、調査区北側の精査が中心となる。｢盛土②中｣・｢盛土②古｣の年代観の

把握と、Ｂ12・13グリッドに伸びる溝跡の実態把握が主な課題となろう。

(２)遺物

　平成26年度の２次調査では、青果コンテナで44箱分の遺物が出土した。内訳は縄文土器３箱、平

安時代土師器ほか１箱、近世陶磁器ほか３箱、近世瓦ほか34箱、石器・石製品１箱、金属製品１箱、

土製品・ガラス製品１箱である。

　弘前城出土の縄文土器には、今までに前期から晩期のものが確認されている(弘前市教育委員会

1998a・2012)。本丸出土の縄文土器には細片が多いが、時期的には晩期が中心となる。石鏃などの

剥片石器も出土している。
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図版57　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(本丸井戸跡)

井戸枠内粘土層半截(西から)

井戸枠内礫層検出(西から)

調査前の本丸井戸跡(南西から)

井戸枠内礫撤去状況(西から)

井戸枠下コンクリート塊検出(南から)

昭和初年(1926)の本丸井戸跡
(山上笙介1981より)

【まとめ】

　ⅱで取り上げた盛土は、主に調査区北側に堆積する。新旧関係を、下記のとおりまとめる。

　 (新)盛土①(礫を含まない)

　　↓　盛土②中

　　↓　盛土②古

　 (古)盛土③・盛土④

　｢盛土②中｣は、元禄以降の石垣修理に伴う盛土となる可能性がある。現段階では｢盛土②古｣を元

禄の石垣築造に伴う盛土、｢盛土③・④｣を慶長の築城期の盛土と想定している。

ⅲ.天守台石垣根石ほか(図版43・50)

　既述のとおり、天守台根石は、近代の石垣修理に伴う礫層と盛土層上に据えられている。根石と

２石目の間に、コンクリートによる補強が見られる。根石は灰黄色(2.5Y7/2)を呈し、粒子の小さい

石質で黒色粒をわずかに含む。他の築石と同じく、安山岩と推測される。粗く加工された切石で、

中には２㎝四方の網目状の加工痕が認められるものもある。また、地中に埋没していた２石目に、

矢穴のある石を確認した。矢穴の幅は８㎝で、矢穴間の距離は３㎝である。

ⅳ.近世遺構の有無

①柱穴

　１次調査では柱穴列、時期不明の溝、土坑、柱穴、杭穴らしいプランが検出されていた(図版

27)。２次調査では、それらに最低限の試掘坑を設定して近世の遺構であるのかどうかを確認し、近

代以降の撹乱と判明した場合には、記録を残した上で完掘するという方針で調査を進めた。

　結果的に、１次調査で｢黒色土堆積範囲｣として捉えられた平面プランは、すべて撹乱あるいは盛

土層の一部と判明している。また、明治時代初期の古写真には、本丸東面石垣沿いに土塀がのびる

様子が残されているが(図版45)、この土塀の痕跡も確認することはできなかった。近代の石垣修理

が深く入る調査区南側では、土塀の痕跡は完全に消滅しているものと考えられる。なお、調査区北

側の｢盛土②中｣・｢盛土②古｣上にも土塀の痕跡は見られないことから、近代以降の公園整備による

削平の過程で消滅したものと考えられる。

②本丸井戸跡(図版47・57)

　発掘調査区内に位置する石製の井戸枠は近世のものと伝わっており、井戸穴の部分をコンクリー

トでふさがれた状態で、長らく本丸井戸跡の遺構表示として利用されてきた。

 本丸井戸は近世の絵図にも記録されており(図版12・13)、それによると、井戸枠は現在も絵図とほ

ぼ同じ位置にあることが分かる。また、昭和初年(1926)に撮影された井戸の古写真が残っており(図

版57最上段右)、当時は覆屋を伴った状態であったことから、この頃まで井戸としての機能を保って

いた可能性がある。

　本井戸枠については、１次調査を経ても他地点に井戸跡らしい平面形が確認されなかったことか

ら、近世からの原位置を保っている可能性が高いと推測していた。

 平成26年５月22日、井戸穴をふさいでいたコンクリートを撤去したところ(図版37)、その下に明黄

褐色粘質土(10YR6/8)の堆積を確認した。井戸穴をふさぐコンクリートは、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時に施されたものと思われていたが、井戸枠内部・下部の状況については全く情報が伝わっ

ていなかったため、下部に空洞が残ることも想定してヘルメット・安全帯を着用の上精査を行っ

た。

　明黄褐色粘質土を半截したところ、約20㎝下で人頭大の円礫層を確認した。以下、井戸枠内には

人頭大礫が詰められており、ジュースの缶やガムの包紙といった現代ゴミの混入も見られた。礫層

の下にはコンクリート板があり、たたくと音が響くことから、下に空洞の続く可能性がある。ま

た、井戸枠外側の掘削を進めたところ、井戸枠下にコンクリート塊の入り込む状況が確認された。

　以上のことから、本井戸枠は現代に入ってから動かされており、井戸枠下で何らかの工事が行わ

れた後、再び元の位置に戻されたものと判断される。動かされた時期は、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時である可能性が高い。

　平成27年度以降、井戸枠を撤去して下部の調査を行う予定である。現段階では、井戸枠側面に銘

が確認されていないため、井戸枠を近世のものとする積極的な根拠はない。井戸枠の石材は、発掘

調査委員会の柴委員の目視により、凝灰岩又はデイサイトと推定される。

③溝跡(図版47・58)

　Ｂ12・ＡＢ13グリッドにかけて、溝跡１条を検出した。この溝跡は、１次調査時にＢ13グリッド

で確認されていた瓦列の下に検出したものである。瓦列は、井戸跡を囲むような状態でＬ字に検出

されていたため、発掘調査委員会により当初井戸覆屋の雨落ちとなる可能性が指摘されていた。

　Ｂ13グリッドで瓦列の記録を取り、瓦の取り上げを行ったところ、下の溝跡は井戸跡を囲むよう

に分岐するものの、南側にまっすぐ伸びると判明した。瓦列はＢ12グリッドまでは続かなかったが、

Ｂ12グリッドの盛土①を除去したところ、溝跡の続きが検出された。この時点で、本溝跡が井戸の

覆屋跡となる可能性は低いと判断した。

　溝跡は、Ｂ13グリッドにおいては箱形の掘形をみせるが、Ｂ12グリッドでは南に向かうほど深さ

を増し、薬研状の掘形を呈するようになる。黄褐色粘質土を貼りつけて壁面・底面を構築しており、

丁寧なつくりである。盛土②古よりも上層に構築されている。Ｂ12グリッドの溝跡延長線上に２点

の切石が検出されており、本溝跡に関係する可能性もある。本溝跡を検出した付近の石垣に蛇口(排

水口)が確認されることから、排水に関わる遺構の可能性も考えられる。蛇口につながる排水溝の調

査事例としては、盛岡城跡などがあげられる(盛岡市教育委員会1986・1987)。

　図版59に、昭和53年(1978)弘前城本丸未申櫓台東方石垣修理において撮影された、蛇口周辺の記

録写真を示した。弘前城本丸石垣の蛇口構造に関する記録はこの写真のみであるが、残念ながら本丸

平場部分で検出された排水溝の記録はない。ただ、本溝跡が石垣の蛇口に続くものであるならば、今

後石垣解体の過程で写真のような施設が検出される可能性はある。

ⅴ.小結

　２次調査では、調査区南側の１～８グリッドにかけて大規模な近代石垣修理の痕跡が確認された。

この範囲は、明治時代の｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)に残された｢崩十間半｣・｢亀裂六間｣

の範囲とほぼ一致する。

　調査区北側９～16グリッドの石垣は元禄に築かれた部分に相当し、元禄以降に修理されたという

記録がないため、元禄の状態を現代まで保っているものと思われていた。だが、９～12グリッドに

広がる｢盛土②中｣から元禄以降の遺物が出土しており、記録にない修理が行われている可能性が浮

上している。また、平成24年度に確認していた｢元禄の裏込｣が、実は元禄以降のものとなる可能性

も出てきた。

　近世の痕跡と考えられるものは、慶長の築城期の盛土と仮定する｢盛土③・④｣、元禄の石垣築き

足し時の盛土と仮定する｢盛土②古｣がある。建物跡は、近代以降の公園整備により壊されたものと

みられ、確認されなかった。平成27年度以降に調査予定の、石垣の蛇口となる可能性のあるＢ12・

13グリッドの溝跡や、井戸枠下に残された本丸井戸の痕跡が注目される。

　なお、今回の調査区からは縄文土器・土師器等、近世以前の遺物も一定量出土しているが、それ

らの時期に該当する遺構は検出されていない。調査区内に堆積する土層は、現段階では近世以降の

人為的な盛土層のみであり、自然堆積土の確認には至っていない。

　平成27年度の３次調査は、調査区北側の精査が中心となる。｢盛土②中｣・｢盛土②古｣の年代観の

把握と、Ｂ12・13グリッドに伸びる溝跡の実態把握が主な課題となろう。

(２)遺物

　平成26年度の２次調査では、青果コンテナで44箱分の遺物が出土した。内訳は縄文土器３箱、平

安時代土師器ほか１箱、近世陶磁器ほか３箱、近世瓦ほか34箱、石器・石製品１箱、金属製品１箱、

土製品・ガラス製品１箱である。

　弘前城出土の縄文土器には、今までに前期から晩期のものが確認されている(弘前市教育委員会

1998a・2012)。本丸出土の縄文土器には細片が多いが、時期的には晩期が中心となる。石鏃などの

剥片石器も出土している。
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【まとめ】

　ⅱで取り上げた盛土は、主に調査区北側に堆積する。新旧関係を、下記のとおりまとめる。

　 (新)盛土①(礫を含まない)

　　↓　盛土②中

　　↓　盛土②古

　 (古)盛土③・盛土④

　｢盛土②中｣は、元禄以降の石垣修理に伴う盛土となる可能性がある。現段階では｢盛土②古｣を元

禄の石垣築造に伴う盛土、｢盛土③・④｣を慶長の築城期の盛土と想定している。

ⅲ.天守台石垣根石ほか(図版43・50)

　既述のとおり、天守台根石は、近代の石垣修理に伴う礫層と盛土層上に据えられている。根石と

２石目の間に、コンクリートによる補強が見られる。根石は灰黄色(2.5Y7/2)を呈し、粒子の小さい

石質で黒色粒をわずかに含む。他の築石と同じく、安山岩と推測される。粗く加工された切石で、

中には２㎝四方の網目状の加工痕が認められるものもある。また、地中に埋没していた２石目に、

矢穴のある石を確認した。矢穴の幅は８㎝で、矢穴間の距離は３㎝である。

ⅳ.近世遺構の有無

①柱穴

　１次調査では柱穴列、時期不明の溝、土坑、柱穴、杭穴らしいプランが検出されていた(図版

27)。２次調査では、それらに最低限の試掘坑を設定して近世の遺構であるのかどうかを確認し、近

代以降の撹乱と判明した場合には、記録を残した上で完掘するという方針で調査を進めた。

　結果的に、１次調査で｢黒色土堆積範囲｣として捉えられた平面プランは、すべて撹乱あるいは盛

土層の一部と判明している。また、明治時代初期の古写真には、本丸東面石垣沿いに土塀がのびる

様子が残されているが(図版45)、この土塀の痕跡も確認することはできなかった。近代の石垣修理

が深く入る調査区南側では、土塀の痕跡は完全に消滅しているものと考えられる。なお、調査区北

側の｢盛土②中｣・｢盛土②古｣上にも土塀の痕跡は見られないことから、近代以降の公園整備による

削平の過程で消滅したものと考えられる。

②本丸井戸跡(図版47・57)

　発掘調査区内に位置する石製の井戸枠は近世のものと伝わっており、井戸穴の部分をコンクリー

トでふさがれた状態で、長らく本丸井戸跡の遺構表示として利用されてきた。

 本丸井戸は近世の絵図にも記録されており(図版12・13)、それによると、井戸枠は現在も絵図とほ

ぼ同じ位置にあることが分かる。また、昭和初年(1926)に撮影された井戸の古写真が残っており(図

版57最上段右)、当時は覆屋を伴った状態であったことから、この頃まで井戸としての機能を保って

いた可能性がある。

　本井戸枠については、１次調査を経ても他地点に井戸跡らしい平面形が確認されなかったことか

ら、近世からの原位置を保っている可能性が高いと推測していた。

 平成26年５月22日、井戸穴をふさいでいたコンクリートを撤去したところ(図版37)、その下に明黄

褐色粘質土(10YR6/8)の堆積を確認した。井戸穴をふさぐコンクリートは、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時に施されたものと思われていたが、井戸枠内部・下部の状況については全く情報が伝わっ

ていなかったため、下部に空洞が残ることも想定してヘルメット・安全帯を着用の上精査を行っ

た。

　明黄褐色粘質土を半截したところ、約20㎝下で人頭大の円礫層を確認した。以下、井戸枠内には

人頭大礫が詰められており、ジュースの缶やガムの包紙といった現代ゴミの混入も見られた。礫層

の下にはコンクリート板があり、たたくと音が響くことから、下に空洞の続く可能性がある。ま

た、井戸枠外側の掘削を進めたところ、井戸枠下にコンクリート塊の入り込む状況が確認された。

　以上のことから、本井戸枠は現代に入ってから動かされており、井戸枠下で何らかの工事が行わ

れた後、再び元の位置に戻されたものと判断される。動かされた時期は、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時である可能性が高い。

　平成27年度以降、井戸枠を撤去して下部の調査を行う予定である。現段階では、井戸枠側面に銘

が確認されていないため、井戸枠を近世のものとする積極的な根拠はない。井戸枠の石材は、発掘

調査委員会の柴委員の目視により、凝灰岩又はデイサイトと推定される。

③溝跡(図版47・58)

　Ｂ12・ＡＢ13グリッドにかけて、溝跡１条を検出した。この溝跡は、１次調査時にＢ13グリッド

で確認されていた瓦列の下に検出したものである。瓦列は、井戸跡を囲むような状態でＬ字に検出

されていたため、発掘調査委員会により当初井戸覆屋の雨落ちとなる可能性が指摘されていた。

　Ｂ13グリッドで瓦列の記録を取り、瓦の取り上げを行ったところ、下の溝跡は井戸跡を囲むよう

に分岐するものの、南側にまっすぐ伸びると判明した。瓦列はＢ12グリッドまでは続かなかったが、

Ｂ12グリッドの盛土①を除去したところ、溝跡の続きが検出された。この時点で、本溝跡が井戸の

覆屋跡となる可能性は低いと判断した。

　溝跡は、Ｂ13グリッドにおいては箱形の掘形をみせるが、Ｂ12グリッドでは南に向かうほど深さ

を増し、薬研状の掘形を呈するようになる。黄褐色粘質土を貼りつけて壁面・底面を構築しており、

丁寧なつくりである。盛土②古よりも上層に構築されている。Ｂ12グリッドの溝跡延長線上に２点

の切石が検出されており、本溝跡に関係する可能性もある。本溝跡を検出した付近の石垣に蛇口(排

水口)が確認されることから、排水に関わる遺構の可能性も考えられる。蛇口につながる排水溝の調

査事例としては、盛岡城跡などがあげられる(盛岡市教育委員会1986・1987)。

　図版59に、昭和53年(1978)弘前城本丸未申櫓台東方石垣修理において撮影された、蛇口周辺の記

録写真を示した。弘前城本丸石垣の蛇口構造に関する記録はこの写真のみであるが、残念ながら本丸

平場部分で検出された排水溝の記録はない。ただ、本溝跡が石垣の蛇口に続くものであるならば、今

後石垣解体の過程で写真のような施設が検出される可能性はある。

ⅴ.小結

　２次調査では、調査区南側の１～８グリッドにかけて大規模な近代石垣修理の痕跡が確認された。

この範囲は、明治時代の｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)に残された｢崩十間半｣・｢亀裂六間｣

の範囲とほぼ一致する。

　調査区北側９～16グリッドの石垣は元禄に築かれた部分に相当し、元禄以降に修理されたという

記録がないため、元禄の状態を現代まで保っているものと思われていた。だが、９～12グリッドに

広がる｢盛土②中｣から元禄以降の遺物が出土しており、記録にない修理が行われている可能性が浮

上している。また、平成24年度に確認していた｢元禄の裏込｣が、実は元禄以降のものとなる可能性

も出てきた。

　近世の痕跡と考えられるものは、慶長の築城期の盛土と仮定する｢盛土③・④｣、元禄の石垣築き

足し時の盛土と仮定する｢盛土②古｣がある。建物跡は、近代以降の公園整備により壊されたものと

みられ、確認されなかった。平成27年度以降に調査予定の、石垣の蛇口となる可能性のあるＢ12・

13グリッドの溝跡や、井戸枠下に残された本丸井戸の痕跡が注目される。

　なお、今回の調査区からは縄文土器・土師器等、近世以前の遺物も一定量出土しているが、それ

らの時期に該当する遺構は検出されていない。調査区内に堆積する土層は、現段階では近世以降の

人為的な盛土層のみであり、自然堆積土の確認には至っていない。

　平成27年度の３次調査は、調査区北側の精査が中心となる。｢盛土②中｣・｢盛土②古｣の年代観の

把握と、Ｂ12・13グリッドに伸びる溝跡の実態把握が主な課題となろう。

(２)遺物

　平成26年度の２次調査では、青果コンテナで44箱分の遺物が出土した。内訳は縄文土器３箱、平

安時代土師器ほか１箱、近世陶磁器ほか３箱、近世瓦ほか34箱、石器・石製品１箱、金属製品１箱、

土製品・ガラス製品１箱である。

　弘前城出土の縄文土器には、今までに前期から晩期のものが確認されている(弘前市教育委員会

1998a・2012)。本丸出土の縄文土器には細片が多いが、時期的には晩期が中心となる。石鏃などの

剥片石器も出土している。
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【まとめ】

　ⅱで取り上げた盛土は、主に調査区北側に堆積する。新旧関係を、下記のとおりまとめる。

　 (新)盛土①(礫を含まない)

　　↓　盛土②中

　　↓　盛土②古

　 (古)盛土③・盛土④

　｢盛土②中｣は、元禄以降の石垣修理に伴う盛土となる可能性がある。現段階では｢盛土②古｣を元

禄の石垣築造に伴う盛土、｢盛土③・④｣を慶長の築城期の盛土と想定している。

ⅲ.天守台石垣根石ほか(図版43・50)

　既述のとおり、天守台根石は、近代の石垣修理に伴う礫層と盛土層上に据えられている。根石と

２石目の間に、コンクリートによる補強が見られる。根石は灰黄色(2.5Y7/2)を呈し、粒子の小さい

石質で黒色粒をわずかに含む。他の築石と同じく、安山岩と推測される。粗く加工された切石で、

中には２㎝四方の網目状の加工痕が認められるものもある。また、地中に埋没していた２石目に、

矢穴のある石を確認した。矢穴の幅は８㎝で、矢穴間の距離は３㎝である。

ⅳ.近世遺構の有無

①柱穴

　１次調査では柱穴列、時期不明の溝、土坑、柱穴、杭穴らしいプランが検出されていた(図版

27)。２次調査では、それらに最低限の試掘坑を設定して近世の遺構であるのかどうかを確認し、近

代以降の撹乱と判明した場合には、記録を残した上で完掘するという方針で調査を進めた。

　結果的に、１次調査で｢黒色土堆積範囲｣として捉えられた平面プランは、すべて撹乱あるいは盛

土層の一部と判明している。また、明治時代初期の古写真には、本丸東面石垣沿いに土塀がのびる

様子が残されているが(図版45)、この土塀の痕跡も確認することはできなかった。近代の石垣修理

が深く入る調査区南側では、土塀の痕跡は完全に消滅しているものと考えられる。なお、調査区北

側の｢盛土②中｣・｢盛土②古｣上にも土塀の痕跡は見られないことから、近代以降の公園整備による

削平の過程で消滅したものと考えられる。

②本丸井戸跡(図版47・57)

　発掘調査区内に位置する石製の井戸枠は近世のものと伝わっており、井戸穴の部分をコンクリー

トでふさがれた状態で、長らく本丸井戸跡の遺構表示として利用されてきた。

 本丸井戸は近世の絵図にも記録されており(図版12・13)、それによると、井戸枠は現在も絵図とほ

ぼ同じ位置にあることが分かる。また、昭和初年(1926)に撮影された井戸の古写真が残っており(図

版57最上段右)、当時は覆屋を伴った状態であったことから、この頃まで井戸としての機能を保って

いた可能性がある。

　本井戸枠については、１次調査を経ても他地点に井戸跡らしい平面形が確認されなかったことか

ら、近世からの原位置を保っている可能性が高いと推測していた。

 平成26年５月22日、井戸穴をふさいでいたコンクリートを撤去したところ(図版37)、その下に明黄

褐色粘質土(10YR6/8)の堆積を確認した。井戸穴をふさぐコンクリートは、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時に施されたものと思われていたが、井戸枠内部・下部の状況については全く情報が伝わっ

ていなかったため、下部に空洞が残ることも想定してヘルメット・安全帯を着用の上精査を行っ

た。

　明黄褐色粘質土を半截したところ、約20㎝下で人頭大の円礫層を確認した。以下、井戸枠内には

人頭大礫が詰められており、ジュースの缶やガムの包紙といった現代ゴミの混入も見られた。礫層

の下にはコンクリート板があり、たたくと音が響くことから、下に空洞の続く可能性がある。ま

た、井戸枠外側の掘削を進めたところ、井戸枠下にコンクリート塊の入り込む状況が確認された。

　以上のことから、本井戸枠は現代に入ってから動かされており、井戸枠下で何らかの工事が行わ

れた後、再び元の位置に戻されたものと判断される。動かされた時期は、昭和34年(1959)の本丸整

備事業時である可能性が高い。

　平成27年度以降、井戸枠を撤去して下部の調査を行う予定である。現段階では、井戸枠側面に銘

が確認されていないため、井戸枠を近世のものとする積極的な根拠はない。井戸枠の石材は、発掘

調査委員会の柴委員の目視により、凝灰岩又はデイサイトと推定される。

③溝跡(図版47・58)

　Ｂ12・ＡＢ13グリッドにかけて、溝跡１条を検出した。この溝跡は、１次調査時にＢ13グリッド

で確認されていた瓦列の下に検出したものである。瓦列は、井戸跡を囲むような状態でＬ字に検出

されていたため、発掘調査委員会により当初井戸覆屋の雨落ちとなる可能性が指摘されていた。

　Ｂ13グリッドで瓦列の記録を取り、瓦の取り上げを行ったところ、下の溝跡は井戸跡を囲むよう

に分岐するものの、南側にまっすぐ伸びると判明した。瓦列はＢ12グリッドまでは続かなかったが、

Ｂ12グリッドの盛土①を除去したところ、溝跡の続きが検出された。この時点で、本溝跡が井戸の

覆屋跡となる可能性は低いと判断した。

　溝跡は、Ｂ13グリッドにおいては箱形の掘形をみせるが、Ｂ12グリッドでは南に向かうほど深さ

を増し、薬研状の掘形を呈するようになる。黄褐色粘質土を貼りつけて壁面・底面を構築しており、

丁寧なつくりである。盛土②古よりも上層に構築されている。Ｂ12グリッドの溝跡延長線上に２点

の切石が検出されており、本溝跡に関係する可能性もある。本溝跡を検出した付近の石垣に蛇口(排

水口)が確認されることから、排水に関わる遺構の可能性も考えられる。蛇口につながる排水溝の調

査事例としては、盛岡城跡などがあげられる(盛岡市教育委員会1986・1987)。

　図版59に、昭和53年(1978)弘前城本丸未申櫓台東方石垣修理において撮影された、蛇口周辺の記

録写真を示した。弘前城本丸石垣の蛇口構造に関する記録はこの写真のみであるが、残念ながら本丸

平場部分で検出された排水溝の記録はない。ただ、本溝跡が石垣の蛇口に続くものであるならば、今

後石垣解体の過程で写真のような施設が検出される可能性はある。

ⅴ.小結

　２次調査では、調査区南側の１～８グリッドにかけて大規模な近代石垣修理の痕跡が確認された。

この範囲は、明治時代の｢本丸天守閣石垣崩壊の図｣(図版１－③)に残された｢崩十間半｣・｢亀裂六間｣

の範囲とほぼ一致する。

　調査区北側９～16グリッドの石垣は元禄に築かれた部分に相当し、元禄以降に修理されたという

記録がないため、元禄の状態を現代まで保っているものと思われていた。だが、９～12グリッドに

広がる｢盛土②中｣から元禄以降の遺物が出土しており、記録にない修理が行われている可能性が浮

上している。また、平成24年度に確認していた｢元禄の裏込｣が、実は元禄以降のものとなる可能性

も出てきた。

　近世の痕跡と考えられるものは、慶長の築城期の盛土と仮定する｢盛土③・④｣、元禄の石垣築き

足し時の盛土と仮定する｢盛土②古｣がある。建物跡は、近代以降の公園整備により壊されたものと

みられ、確認されなかった。平成27年度以降に調査予定の、石垣の蛇口となる可能性のあるＢ12・

13グリッドの溝跡や、井戸枠下に残された本丸井戸の痕跡が注目される。

　なお、今回の調査区からは縄文土器・土師器等、近世以前の遺物も一定量出土しているが、それ

らの時期に該当する遺構は検出されていない。調査区内に堆積する土層は、現段階では近世以降の

人為的な盛土層のみであり、自然堆積土の確認には至っていない。

　平成27年度の３次調査は、調査区北側の精査が中心となる。｢盛土②中｣・｢盛土②古｣の年代観の

把握と、Ｂ12・13グリッドに伸びる溝跡の実態把握が主な課題となろう。

(２)遺物

　平成26年度の２次調査では、青果コンテナで44箱分の遺物が出土した。内訳は縄文土器３箱、平

安時代土師器ほか１箱、近世陶磁器ほか３箱、近世瓦ほか34箱、石器・石製品１箱、金属製品１箱、

土製品・ガラス製品１箱である。

　弘前城出土の縄文土器には、今までに前期から晩期のものが確認されている(弘前市教育委員会

1998a・2012)。本丸出土の縄文土器には細片が多いが、時期的には晩期が中心となる。石鏃などの

剥片石器も出土している。
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図版58　平成26年度弘前城本丸発掘調査成果(Ｂ12・ＡＢ13グリッド溝跡)

Ｂ12グリッド溝跡断面 南側(南から)Ｂ12グリッド溝跡断面 北側(南から)

13グリッド全景(南西から) Ｂ13グリッド溝跡の検出(南から)

Ｂ13グリッド瓦列の検出(南東から) Ｂ13グリッド瓦列の検出(北から)

　平安時代の土師器には把手付土器が含まれており、10世紀後半～11世紀の時期が想定される(弘前

市教育委員会2001・2014)。また、わずかではあるが、中国産青磁片など中世の遺物も出土している。

　近世の遺物としては、１次調査に引き続き瓦が大きな割合を占める。ほかには陶磁器・かわら

け・寛永通寶等がある。

　出土層位は、近代石垣修理に伴う白色粘質土層・盛土①・盛土②新・盛土②中・盛土②古・盛土

③が中心となる。盛土②古・盛土③については、まだ掘削が部分的なこともあり、遺物量はわずか

である。

　出土遺物による各盛土の年代観については、既に述べたとおりである。個々の出土遺物の詳細に

ついては、次年度以降に報告することとしたい。
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図版59　本丸未申櫓台東方石垣修理　蛇口周辺記録写真(昭和53年)
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図版59　本丸未申櫓台東方石垣修理　蛇口周辺記録写真(昭和53年)
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４．弘前城跡本丸石垣出土炭化材の年代測定

パリノ・サーヴェイ株式会社

(１)平成25年度

はじめに

 弘前城跡本丸東面の石垣修理事業に伴う発掘調査では、元禄期の石垣積み増しに伴う可能性がある

盛土層が検出されている。今回の分析調査では、この盛土層から出土した炭化材を用いて、放射性炭

素年代測定を実施し、その年代に関わる基礎資料を作成する。

１.試料

　試料は、本丸東面に設定された発掘調査区のうち、Ｂ８グリッドで確認された盛土②(平成25年度

１次調査の時点)の黒色土中から出土した、炭化材１点である。

２.分析方法

　試料に土壌や根等の目的物と異なる年代を持つものが付着している場合、これらをピンセット、超

音波洗浄等により物理的に除去する。その後HClによる炭酸塩等酸可溶成分の除去、NaOHによる腐植

酸等アルカリ可溶成分の除去、HClによりアルカリ処理時に生成した炭酸塩等酸可溶成分を除去する

(酸・アルカリ・酸処理)。なお、AAA処理でのHClによる酸処理では、通常1mol/l(１M)を用いる。ア

ルカリ処理でのNaOHは、通常0.001Mから１Mまで徐々に濃度を上げながら処理を行うが、今回の試料

では１に達しなかった。

　試料をバイコール管に入れ、１gの酸化銅(Ⅱ)と銀箔(硫化物を除去するため)を加えて、管内を真

空にして封じきり、500℃(30分)850℃(２時間)で加熱する。液体窒素と液体窒素＋エタノールの温度

差を利用し、真空ラインにてCO2を精製する。真空ラインにてバイコール管に精製したCO2と鉄・水素

を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを650℃で10時間以上加熱し、グラファイトを生

成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径１mmの孔にプレスして、タンデム加速器の

イオン源に装着し、測定する。

　測定機器は、3MV小型タンデム加速器をベースとした14C-AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を使

用する。AMS測定時に、標準試料である米国国立標準局(NIST)から提供されるシュウ酸(HOX-Ⅱ)とバ

ックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中同時に13C/12Cの測定も行うため、この値を用いて

δ13Cを算出する。

　放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1,950年を基点とした

年代(BP)であり、誤差は標準偏差(One　Sigma；68%)に相当する年代である。なお、暦年較正は、

RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.0(Copyright 1986-2013 M Stuiver and PJ Reimer)を

用い、誤差として標準偏差(One Sigma)を用いる。

　暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された年代値に対し、過去の

宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び半減期の違い(14Cの半減期

5,730±40年)を較正することである。暦年較正に関しては、本来10年単位で表すのが通例であるが、

将来的に暦年較正プログラムや暦年較正曲線の改正があった場合の再計算や再検討に対応するため、

１年単位で表している。

　暦年較正結果は、測定誤差σ、2σ(σは統計的に真の値が68%、2σは真の値が95%の確率で存在す

る範囲)双方の値を示す。また、表中の相対比とは、σ、2σの範囲をそれぞれ1とした場合、その範

囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。
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表４　放射性炭素年代測定結果

３.結果

　放射性炭素年代測定結果および暦年較正結果を表４に示す。同位体効果の補正を行った測定結果

(補正年代)は、240±20BPである。また、測定誤差を１σで計算した暦年較正結果はcalAD1,646-1,795

である。

 なお、本試料については、測定前に分割した破片を用いて樹種同定を実施した。その結果、落葉広

葉樹のブナ属に同定された。

４.考察

　弘前城は慶長16年(1611)にほぼ完成したが、その時点で本丸東面の石垣は未完成であり、その後元

禄７年(1694)に石垣築造に再度着手し、同12年(1699)に完成したとされる。平成26年度の２次調査を

経て、本試料は盛土②新か盛土②中に含まれていた炭化物であると判断される。

　盛土から出土した炭化材の年代測定結果は、補正年代が240±20BPで、測定誤差を1σで計算した暦

年較正結果はcalAD1,646-1,795である。この結果より、この炭化材試料は石垣が未完成であった慶長

年間より新しく、石垣築造の再着手から完成に至ったとされる元禄年間が収まる年代幅に相当すると

いえる。

　今後、この炭化材に伴う遺物の年代観や盛り土との層序関係等も含めて、この年代測定結果の検討

が進められることが望まれる。

第５章　石切丁場跡の調査(石垣カルテ追加調査)

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した修理委

員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている(表６)。修理委員会では、

実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受けており、近

世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石垣カルテの追加調

査として石切丁場跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員

会文化財保護課(当時)により平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、｢津軽一統志｣や｢藩庁日記｣の記録から、慶長16年(1611)弘前城築城時

に石材を採取した長勝寺南西の石森、元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に

使用された兼平などが知られる。文献には、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されてい

るが、現在遺跡として痕跡をとどめているのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は板

状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用いら

れてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のものが

混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は６

㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残されて

いるため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係　　※教育長名・担当課名は平成23・24年度当時のもの。

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在、都市環境部公園緑地課弘前城整備活用推進室主査

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(測量補助)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに現地踏査を行っている

(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、弘前城跡本丸石垣修理委員会の北垣聰一郎委員の現

地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　上述のとおり、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている。遺跡は現在神明宮境内となってい

るが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前には｢如来堂｣と称されていたとされ、｢如来瀬｣

の地名の由来にもなっている。境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由

緒の古さをうかがわせる。｢新撰陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記

されている。現在、神明宮境内を管理しているのは、地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢弘前藩庁日記｣には、牛車やソリを用いて石材を運搬したとの記録

が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７に示す。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一

環で踏査を行った際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のも

のよりも若干新しいような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度

以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山の分布を確認することができたが、その一方で新補

石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残さ

れている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年(1719)

の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのことから、

本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　ただ、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確と

なったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後は

埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていく必要があろう。

１)年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用した。

２)BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。

３)付記した誤差は、測定誤差σ(測定値の68％が入る範囲)を年代値に換算した値。

４)暦年の計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV6.0(Copyright 1986-2010 M Stuiver and PJ Reimer)を使用した。

５)暦年の計算には、補正年代に()で暦年較正用年代として示した、一桁目を丸める前の値を使用している。

６)年代値は、1桁目を丸めるのが慣例だが、暦年較正曲線や暦年較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやすいように、暦年較正用年代

値は1桁目を丸めていない。

７)統計的に真の値が入る確率はσは68.3%、2σは95.4%である。

８)相対比は、σ、2σのそれぞれを1とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。
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第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。

(２)平成26年度

はじめに

　弘前城跡(青森県弘前市に所在)は、南から派生する丘陵地の北端部(標高約46ｍ)に位置し、東に土

淵川、西に岩木川、北に大久保堰、また南には慶長18年(1613)から造成された南溜池が認められる。

城郭は本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の郭、西の郭の６郭から構成された梯郭式平山城である。

今回、弘前城本丸東面で石垣修理工事が計画され、それに伴い本丸平場の発掘調査が実施された。本

報告は、その石垣修理に伴う調査で検出された炭化材について実施した放射性炭素年代測定の結果で

ある。

１.試料

　試料は、元禄８年築造石垣遺存範囲と推定されている本丸東端発掘調査区Ａ11グリッドにおいて、

｢盛土②中｣とされた盛土の検出面より10㎝下層で出土した炭化材１点である。炭化材は、分割状の破

片で、12～13年分の年輪が認められる。炭化材を観察した範囲では樹皮は認められず、残存する中で

の最外年輪は早材部のみで晩材部を欠く。残存する中での最外年輪を含む６～７年分を採取して測定

試料とした。

２.分析方法

　試料中の土壌や根などをメスやピンセットを用いて取り除いた後、HClによる炭酸塩等酸可溶成分

の除去、NaOHによる腐植酸等アルカリ可溶成分の除去、HClによりアルカリ処理時に生成した炭酸塩

等の酸可溶成分の除去を行う(酸・アルカリ・酸処理)。

　試料をバイコール管に入れ、１gの酸化銅(Ⅱ)と銀箔(硫化物を除去するため)を加えて、管内を真

空にして封じきり、500℃(30分)850℃(２時間)で加熱する。液体窒素と液体窒素＋エタノールの温度

差を利用し、真空ラインにてCO2を精製する。真空ラインにてバイコール管に精製したCO2と鉄・水素

を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを650℃で10時間以上加熱し、グラファイトを生

成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径１mmの孔にプレスして、タンデム加速器の

イオン源に装着し、測定する。

　測定機器は、3MV小型タンデム加速器をベースとした14C-AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を使

用する。AMS測定時に、標準試料である米国国立標準局(NIST)から提供されるシュウ酸(HOX-Ⅱ)とバ

ックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中同時に13C/12Cの測定も行うため、この値を用いて

δ13Cを算出する。

　放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1,950年を基点とした

年代(BP)であり、誤差は標準偏差(One Sigma;68%)に相当する年代である。暦年較正は、RADIOCARBON 

CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.1.0.(Copyright 1986-2014 M Stuiver and PJ Reimer)を用い、誤

差として標準偏差(One Sigma)を用いる。

　暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された年代値に対し、過去の

宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び半減期の違い(14Cの半減期

5,730±40年)を較正することである。暦年較正は、CALIB 7.1.0.のマニュアルにしたがい、１年単位

まで表された同位体効果の補正を行った年代値および北半球の大気中炭素に由来する較正曲線を用い

る。

　暦年較正結果はσ・２σ(σは統計的に真の値が68.2%の確率で存在する範囲、２σは真の値が

95.4%の確率で存在する範囲)の値を示す。また、表中の相対比は、σ・２σの範囲をそれぞれ１とし

た場合、その範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。なお、較正された暦年代

は、将来的に暦年較正曲線等の改正があった場合の再計算、再検討に対応するため、１年単位で表さ

れた値も併記する。

３.結果および考察

　年代測定結果および暦年較正結果を表５に示す。炭化材の同位体効果による補正を行った測定結果

(補正年代)は、2,050±20BP、補正年代に基づく暦年較正結果は、測定誤差１σでみると

calBC105-3(calBP 2,054-1,952)である。

　炭化材の年代測定結果は、弘前城よりも遥かに古い弥生時代の年代を示している。一方、炭化材は

広葉樹のブナ属に同定された。ブナ属には、本地域の山地にみられる落葉広葉樹林の主要な構成種で

あるブナが含まれる。ブナは、大木になる種類であり、大きなものでは樹齢700年とも言われる個体

がある(大澤,2006)。仮にブナの巨木を用いたことによる古木効果を考慮したとしても、今回の測定

結果は弘前城の年代範囲を大きく超えている。以上のことから、裏込めに用いられた土壌が周辺丘陵

地の堆積物などを含めた様々な場所から採取されたと推定され、今回検出された炭化材も古い時期の

ものが混入したと考えられる。この点は、元禄８年に築造された石垣を考える上で貴重な情報となり

うるであろう。

引用文献

大澤一登(編),2006, 橅・楢・栗.日本の原点シリーズ木の文化5,新建新聞社,134p.
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第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。

(２)平成26年度

はじめに

　弘前城跡(青森県弘前市に所在)は、南から派生する丘陵地の北端部(標高約46ｍ)に位置し、東に土

淵川、西に岩木川、北に大久保堰、また南には慶長18年(1613)から造成された南溜池が認められる。

城郭は本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の郭、西の郭の６郭から構成された梯郭式平山城である。

今回、弘前城本丸東面で石垣修理工事が計画され、それに伴い本丸平場の発掘調査が実施された。本

報告は、その石垣修理に伴う調査で検出された炭化材について実施した放射性炭素年代測定の結果で

ある。

１.試料

　試料は、元禄８年築造石垣遺存範囲と推定されている本丸東端発掘調査区Ａ11グリッドにおいて、

｢盛土②中｣とされた盛土の検出面より10㎝下層で出土した炭化材１点である。炭化材は、分割状の破

片で、12～13年分の年輪が認められる。炭化材を観察した範囲では樹皮は認められず、残存する中で

の最外年輪は早材部のみで晩材部を欠く。残存する中での最外年輪を含む６～７年分を採取して測定

試料とした。

２.分析方法

　試料中の土壌や根などをメスやピンセットを用いて取り除いた後、HClによる炭酸塩等酸可溶成分

の除去、NaOHによる腐植酸等アルカリ可溶成分の除去、HClによりアルカリ処理時に生成した炭酸塩

等の酸可溶成分の除去を行う(酸・アルカリ・酸処理)。

　試料をバイコール管に入れ、１gの酸化銅(Ⅱ)と銀箔(硫化物を除去するため)を加えて、管内を真

空にして封じきり、500℃(30分)850℃(２時間)で加熱する。液体窒素と液体窒素＋エタノールの温度

差を利用し、真空ラインにてCO2を精製する。真空ラインにてバイコール管に精製したCO2と鉄・水素

を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを650℃で10時間以上加熱し、グラファイトを生

成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径１mmの孔にプレスして、タンデム加速器の

イオン源に装着し、測定する。

　測定機器は、3MV小型タンデム加速器をベースとした14C-AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を使

用する。AMS測定時に、標準試料である米国国立標準局(NIST)から提供されるシュウ酸(HOX-Ⅱ)とバ

ックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中同時に13C/12Cの測定も行うため、この値を用いて

δ13Cを算出する。

　放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1,950年を基点とした

年代(BP)であり、誤差は標準偏差(One Sigma;68%)に相当する年代である。暦年較正は、RADIOCARBON 

CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.1.0.(Copyright 1986-2014 M Stuiver and PJ Reimer)を用い、誤

差として標準偏差(One Sigma)を用いる。

　暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された年代値に対し、過去の

宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び半減期の違い(14Cの半減期

5,730±40年)を較正することである。暦年較正は、CALIB 7.1.0.のマニュアルにしたがい、１年単位

まで表された同位体効果の補正を行った年代値および北半球の大気中炭素に由来する較正曲線を用い

る。

　暦年較正結果はσ・２σ(σは統計的に真の値が68.2%の確率で存在する範囲、２σは真の値が

95.4%の確率で存在する範囲)の値を示す。また、表中の相対比は、σ・２σの範囲をそれぞれ１とし

た場合、その範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。なお、較正された暦年代

は、将来的に暦年較正曲線等の改正があった場合の再計算、再検討に対応するため、１年単位で表さ

れた値も併記する。

３.結果および考察

　年代測定結果および暦年較正結果を表５に示す。炭化材の同位体効果による補正を行った測定結果

(補正年代)は、2,050±20BP、補正年代に基づく暦年較正結果は、測定誤差１σでみると

calBC105-3(calBP 2,054-1,952)である。

　炭化材の年代測定結果は、弘前城よりも遥かに古い弥生時代の年代を示している。一方、炭化材は

広葉樹のブナ属に同定された。ブナ属には、本地域の山地にみられる落葉広葉樹林の主要な構成種で

あるブナが含まれる。ブナは、大木になる種類であり、大きなものでは樹齢700年とも言われる個体

がある(大澤,2006)。仮にブナの巨木を用いたことによる古木効果を考慮したとしても、今回の測定

結果は弘前城の年代範囲を大きく超えている。以上のことから、裏込めに用いられた土壌が周辺丘陵

地の堆積物などを含めた様々な場所から採取されたと推定され、今回検出された炭化材も古い時期の

ものが混入したと考えられる。この点は、元禄８年に築造された石垣を考える上で貴重な情報となり

うるであろう。

引用文献

大澤一登(編),2006, 橅・楢・栗.日本の原点シリーズ木の文化5,新建新聞社,134p.
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表５　放射性炭素年代測定結果

第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。

(２)平成26年度

はじめに

　弘前城跡(青森県弘前市に所在)は、南から派生する丘陵地の北端部(標高約46ｍ)に位置し、東に土

淵川、西に岩木川、北に大久保堰、また南には慶長18年(1613)から造成された南溜池が認められる。

城郭は本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の郭、西の郭の６郭から構成された梯郭式平山城である。

今回、弘前城本丸東面で石垣修理工事が計画され、それに伴い本丸平場の発掘調査が実施された。本

報告は、その石垣修理に伴う調査で検出された炭化材について実施した放射性炭素年代測定の結果で

ある。

１.試料

　試料は、元禄８年築造石垣遺存範囲と推定されている本丸東端発掘調査区Ａ11グリッドにおいて、

｢盛土②中｣とされた盛土の検出面より10㎝下層で出土した炭化材１点である。炭化材は、分割状の破

片で、12～13年分の年輪が認められる。炭化材を観察した範囲では樹皮は認められず、残存する中で

の最外年輪は早材部のみで晩材部を欠く。残存する中での最外年輪を含む６～７年分を採取して測定

試料とした。

２.分析方法

　試料中の土壌や根などをメスやピンセットを用いて取り除いた後、HClによる炭酸塩等酸可溶成分

の除去、NaOHによる腐植酸等アルカリ可溶成分の除去、HClによりアルカリ処理時に生成した炭酸塩

等の酸可溶成分の除去を行う(酸・アルカリ・酸処理)。

　試料をバイコール管に入れ、１gの酸化銅(Ⅱ)と銀箔(硫化物を除去するため)を加えて、管内を真

空にして封じきり、500℃(30分)850℃(２時間)で加熱する。液体窒素と液体窒素＋エタノールの温度

差を利用し、真空ラインにてCO2を精製する。真空ラインにてバイコール管に精製したCO2と鉄・水素

を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部のみを650℃で10時間以上加熱し、グラファイトを生

成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料を内径１mmの孔にプレスして、タンデム加速器の

イオン源に装着し、測定する。

　測定機器は、3MV小型タンデム加速器をベースとした14C-AMS専用装置(NEC Pelletron 9SDH-2)を使

用する。AMS測定時に、標準試料である米国国立標準局(NIST)から提供されるシュウ酸(HOX-Ⅱ)とバ

ックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中同時に13C/12Cの測定も行うため、この値を用いて

δ13Cを算出する。

　放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1,950年を基点とした

年代(BP)であり、誤差は標準偏差(One Sigma;68%)に相当する年代である。暦年較正は、RADIOCARBON 

CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.1.0.(Copyright 1986-2014 M Stuiver and PJ Reimer)を用い、誤

差として標準偏差(One Sigma)を用いる。

　暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568年として算出された年代値に対し、過去の

宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び半減期の違い(14Cの半減期

5,730±40年)を較正することである。暦年較正は、CALIB 7.1.0.のマニュアルにしたがい、１年単位

まで表された同位体効果の補正を行った年代値および北半球の大気中炭素に由来する較正曲線を用い

る。

　暦年較正結果はσ・２σ(σは統計的に真の値が68.2%の確率で存在する範囲、２σは真の値が

95.4%の確率で存在する範囲)の値を示す。また、表中の相対比は、σ・２σの範囲をそれぞれ１とし

た場合、その範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したものである。なお、較正された暦年代

は、将来的に暦年較正曲線等の改正があった場合の再計算、再検討に対応するため、１年単位で表さ

れた値も併記する。

３.結果および考察

　年代測定結果および暦年較正結果を表５に示す。炭化材の同位体効果による補正を行った測定結果

(補正年代)は、2,050±20BP、補正年代に基づく暦年較正結果は、測定誤差１σでみると

calBC105-3(calBP 2,054-1,952)である。

　炭化材の年代測定結果は、弘前城よりも遥かに古い弥生時代の年代を示している。一方、炭化材は

広葉樹のブナ属に同定された。ブナ属には、本地域の山地にみられる落葉広葉樹林の主要な構成種で

あるブナが含まれる。ブナは、大木になる種類であり、大きなものでは樹齢700年とも言われる個体

がある(大澤,2006)。仮にブナの巨木を用いたことによる古木効果を考慮したとしても、今回の測定

結果は弘前城の年代範囲を大きく超えている。以上のことから、裏込めに用いられた土壌が周辺丘陵

地の堆積物などを含めた様々な場所から採取されたと推定され、今回検出された炭化材も古い時期の

ものが混入したと考えられる。この点は、元禄８年に築造された石垣を考える上で貴重な情報となり

うるであろう。
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大澤一登(編),2006, 橅・楢・栗.日本の原点シリーズ木の文化5,新建新聞社,134p.

１)試料は炭化材で、前処理として酸処理－アルカリ処理－酸処理(AAA処理)を実施している。

２)年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用した。

３)BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。

４)付記した誤差は、測定誤差σ(測定値の68％が入る範囲)を年代値に換算した値。

５)暦年の計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.0(Copyright 1986-2010 M Stuiver and PJ Reimer)を使用した。

６)暦年の計算には、補正年代に()で暦年較正用年代として示した、一桁目を丸める前の値を使用している。
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第５章　石切丁場跡の調査(石垣カルテ追加調査)

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した修理委

員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている(表６)。修理委員会では、

実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受けており、近

世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石垣カルテの追加調

査として石切丁場跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員

会文化財保護課(当時)により平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、｢津軽一統志｣や｢藩庁日記｣の記録から、慶長16年(1611)弘前城築城時

に石材を採取した長勝寺南西の石森、元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に

使用された兼平などが知られる。文献には、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されてい

るが、現在遺跡として痕跡をとどめているのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は板

状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用いら

れてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のものが

混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は６

㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残されて

いるため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係　　※教育長名・担当課名は平成23・24年度当時のもの。

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在、都市環境部公園緑地課弘前城整備活用推進室主査

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(測量補助)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに現地踏査を行っている

(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、弘前城跡本丸石垣修理委員会の北垣聰一郎委員の現

地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　上述のとおり、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている。遺跡は現在神明宮境内となってい

るが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前には｢如来堂｣と称されていたとされ、｢如来瀬｣

の地名の由来にもなっている。境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由

緒の古さをうかがわせる。｢新撰陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記

されている。現在、神明宮境内を管理しているのは、地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢弘前藩庁日記｣には、牛車やソリを用いて石材を運搬したとの記録

が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７に示す。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一

環で踏査を行った際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のも

のよりも若干新しいような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度

以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山の分布を確認することができたが、その一方で新補

石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残さ

れている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年(1719)

の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのことから、

本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　ただ、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確と

なったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後は

埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていく必要があろう。
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　上述のとおり、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている。遺跡は現在神明宮境内となってい

るが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前には｢如来堂｣と称されていたとされ、｢如来瀬｣

の地名の由来にもなっている。境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由

緒の古さをうかがわせる。｢新撰陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記

されている。現在、神明宮境内を管理しているのは、地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢弘前藩庁日記｣には、牛車やソリを用いて石材を運搬したとの記録

が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７に示す。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一

環で踏査を行った際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のも

のよりも若干新しいような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度

以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山の分布を確認することができたが、その一方で新補

石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残さ

れている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年(1719)

の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのことから、

本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　ただ、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確と

なったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後は

埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていく必要があろう。
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表６　弘前城跡本丸石垣修理委員会の経過

第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。

回  開催年月日 会議内容 指導事項

第１回 平成20年12月24日

委員への辞令交付 石切丁場跡の調査。

組織会(委員長選出、副委員長指名) 新補石材確保の場所や方法の検討。

弘前城跡本丸石垣の概要説明

第２回 平成22年２月12日
本丸石垣の変位調査の報告 本丸地質調査箇所の追加。

石切丁場跡の現状報告

第３回 平成22年11月29日 本丸石垣の石切丁場跡現地視察 石曳き道等の文献調査。

第４回 平成23年５月25日
本丸地質調査解析結果の報告 地質調査結果と石垣カルテとの整合性を図ること。

石垣カルテ作成状況の経過報告

第５回 平成23年８月22日

石垣カルテの作成結果報告 ３次元計測の追加実施。

石切丁場跡の調査状況経過報告

石垣修理に係る基礎調査のまとめ

石垣修理方針の決定

第６回 平成24年１月31日

石切丁場跡の調査状況報告 詳細断面図の提示により、石垣修理範囲を決定すること。

本丸石垣修理範囲の提示

本丸石垣修理事業計画について

第７回 平成24年８月23日

本丸石垣修理範囲の決定 曳屋時の仮設配管は、露出配管とすること。

天守曳屋基本計画の報告 発掘調査箇所の追加。

本丸発掘現場の視察

第８回 平成25年７月４日

委員への辞令交付 新補石材供給地の調査。

石切丁場跡調査報告 文献にある石材供給地の再調査。

本丸石垣試掘調査報告 石材供給地から弘前城以外への供給状況調査。

石垣修理範囲の追加

発掘調査計画の説明

修理基本計画の基本方針

第９回 平成26年３月25日

発掘調査状況報告 新補石材調査の顕微鏡写真を用い、安山岩の分類を提示すること。

新補石材調査結果報告 地滑り対策工法については、伝統工法にちかい形を採用すること。

地滑り対策工法案の提示

第10回 平成26年８月25日

本丸発掘調査状況報告 新補石材については材質だけでなく、色調にも留意して探すこと。

新補石材の採取予定地 基本的に伝統工法を使用する方針とすること。

地滑り対策工法の修正 現代工法の導入には十分な理由が必要。
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第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。
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協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。
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図版60　如来瀬石切丁場跡(１)

表７　如来瀬石切丁場跡石材計測表

第５章　石切丁場跡の調査

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した弘前城

跡本丸石垣修理委員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている。修理委

員会では、実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受け

ており、近世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石切丁場

跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員会文化財保護課に

より平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、慶長16年(1611)弘前城築城時に石材を採取した長勝寺南西の石森、元

禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如

来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に使用された兼平などが知られる。文献に

は、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されているが、現在遺跡として痕跡をとどめてい

るのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は、

板状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用い

られてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のもの

が混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は

６㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残され

ているため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(地形測量)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　　　　　　　　※担当課名・役職等は平成23・24年度当時のもの。

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに如来瀬・兼平石切丁場

跡の現地踏査を行っている(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、修理委員会の北垣聰一郎

委員の現地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　｢藩庁日記｣より、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている(公益財団法人文化財建造物保存技術

協会2011a)。遺跡は現在神明宮境内となっているが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前

には｢如来堂｣と称されていたとされ(長谷川・福井1982)、｢如来瀬｣の地名の由来にもなっている。

境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由緒の古さをうかがわせる。｢新撰

陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記されている。現在、神明宮境内を

管理しているのは地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢藩庁日記｣には、牛車やソリで石材を運搬したとの記録が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７・図版60～68に示す。図版61においては、石材の分布集中

域ごとに便宜的に区分けを行っている。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一環で踏査を行っ

た際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のものよりも若干新し

いような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山岩の分布を確認することができたが、その一方で新

補石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残

されている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年

(1719)の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのこ

とから、本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　同時に、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確

となったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後

は兼平石切丁場跡とともに埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていくものとする。

石材№ 区(図版61) 状態 長軸(㎝) 短軸(㎝) 厚さ(㎝) 矢穴　列/数 矢穴幅(㎝) 石質 備考

１a １区 割石 144 76 69 ３/12 11～14 輝石安山岩 １bと同一個体

１b １区 割石 66 37 30 １/３ 12 輝石安山岩 １aと同一個体

２ １区 割石 148 127 55 ２/６ 12～14 輝石安山岩

３ １区 割石 332 304 90 16/68 12～16 輝石安山岩

４ １区 割石 209 98 92 １/４ ９～14 輝石安山岩

５ ２区 割石 105 99 51 ３/８ 12 輝石安山岩

６ ２区 割石 102 50 49 ２/12 ９～12 輝石安山岩

７ ２区 割石 69 64 44 ２/６ 10～12 輝石安山岩

８ １区 割石 205 118 75 ４/18 - 輝石安山岩

９ ３区 割石 - - - - - 輝石安山岩

10 ３区 割石 - - - /３ - 輝石安山岩

11 ３区 割石 - - - - - 輝石安山岩

12 ３区 割石 - - - - - 輝石安山岩

13 ３区 割石 - - - /３ - 輝石安山岩

14 ３区 割石 - - - - - 輝石安山岩

15 ３区 割石 105 84 17 １/12 11 輝石安山岩

16 ３区 割石 - - - ２/６ - 輝石安山岩

17 ３区 割石 42 31 ８ １/４ 11 輝石安山岩

27 １区 割石 169 137 101 ２/４ - 輝石安山岩

28 １区 割石 91 85 53 １/２ - 輝石安山岩

29 １区 割石 100 60 29 １/１ - 輝石安山岩

石切丁場跡中央斜面(２区周辺)(西から)　2011年８月撮影

石切丁場跡中央斜面(２区周辺)(南から)　2011年８月撮影

如来瀬石切丁場跡(南から)　2011年８月16日撮影

２区石材確認状況(石材№37周辺)(南から) 2011年12月８
日撮影
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図版61　如来瀬石切丁場跡平面図

第５章　石切丁場跡の調査(石垣カルテ追加調査)

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した修理委

員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている(表６)。修理委員会では、

実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受けており、近

世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石垣カルテの追加調

査として石切丁場跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員

会文化財保護課(当時)により平成23・24年度に実施されている。

　弘前藩の石切丁場としては、｢津軽一統志｣や｢藩庁日記｣の記録から、慶長16年(1611)弘前城築城時

に石材を採取した長勝寺南西の石森、元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築に使用された如来瀬、慶長の築城時や享保19年(1734)の本丸西側石垣修理に

使用された兼平などが知られる。文献には、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されてい

るが、現在遺跡として痕跡をとどめているのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市

教育委員会2013)。兼平石切丁場跡は、弘前市兼平字石山添に所在する。この土地で採れる石材は板

状節理をなす輝石安山岩であり、古来より｢兼平石｣と呼ばれて板碑・石塔婆・石橋・庭石等に用いら

れてきた。調査では、矢穴を有する石材を64点確認しており、時期的には近世のものと近代のものが

混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は６

㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残されて

いるため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係　　※教育長名・担当課名は平成23・24年度当時のもの。

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在、都市環境部公園緑地課弘前城整備活用推進室主査

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(測量補助)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに現地踏査を行っている

(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、弘前城跡本丸石垣修理委員会の北垣聰一郎委員の現

地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　上述のとおり、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている。遺跡は現在神明宮境内となってい

るが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前には｢如来堂｣と称されていたとされ、｢如来瀬｣

の地名の由来にもなっている。境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由

緒の古さをうかがわせる。｢新撰陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記

されている。現在、神明宮境内を管理しているのは、地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢弘前藩庁日記｣には、牛車やソリを用いて石材を運搬したとの記録

が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７に示す。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一

環で踏査を行った際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のも

のよりも若干新しいような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度

以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山の分布を確認することができたが、その一方で新補

石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残さ

れている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年(1719)

の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのことから、

本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　ただ、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確と

なったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後は

埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていく必要があろう。
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図版61　如来瀬石切丁場跡平面図

第５章　石切丁場跡の調査(石垣カルテ追加調査)

１．調査の経緯
　今回の修理対象となる弘前城本丸東面石垣には、風化が進みヒビ・割れ等破損の目立つ築石が相当

数確認されており、かねてより新補石材確保の必要性が指摘されていた。平成20年に発足した修理委

員会においても、新補石材の問題は第１回会議から議題に挙げられている(表６)。修理委員会では、

実際の石垣石材と材質の近い岩木山麓産から石材を入手するのが望ましいとの指摘を受けており、近

世と同じ場所から新補石材を採取することが可能なのかどうかを判断するため、石垣カルテの追加調

査として石切丁場跡の石材確認調査を実施することになった。石切丁場跡の調査は、弘前市教育委員

会文化財保護課(当時)により平成23・24年度に実施されている。
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使用された兼平などが知られる。文献には、石切丁場としてこれらを含めた複数の地名が残されてい

るが、現在遺跡として痕跡をとどめているのは兼平と如来瀬の２ヶ所のみである。

　平成24年度に実施した兼平石切丁場跡の調査成果については、平成24年度に報告済である(弘前市
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混在している。近世の矢穴は幅８～10㎝で、丸みを帯びた形状をしている。一方、近代の矢穴幅は６

㎝前後と小さく、形状は台形を呈する。基本的には、板状剥離の激しい石材が石切丁場跡に残されて

いるため、ここでの新補石材確保は難しいという結論が出ている。

２．如来瀬石切丁場跡の調査
(１)調査要綱

　如来瀬石切丁場跡の調査は平成23年８～12月、平成24年４～５月・10月に実施した。各年度の調査

内容は、平成23年度が石材確認調査、平成24年度が追加記録作業である。以下に詳細を記す。

　【調査遺跡名・所在地】

　　如来瀬石切丁場跡　弘前市大字如来瀬字山田・字大森前地内(神明宮境内)

　【調査の目的】

　　史跡津軽氏城跡弘前城跡弘前城本丸石垣修理のための資料として石切丁場跡の調査を行い、産出

石材及び石材の採取時期を把握する。

　【調査内容】

①露出している石材ごとに番号付けを行い、位置図に記録する。また、簡易な地形測量や石材採

掘坑の範囲の図化を行う。

②石材の大きさや形状、石質、石材の状態、加工痕(矢穴の数・大きさ)について適宜記録する。

③岩石鑑定用のサンプルを採取する。

　【調査機関】　弘前市教育委員会　教育長　佐藤　紘昭

　　　　　　　　(担当課)文化財保護課埋蔵文化財係　　※教育長名・担当課名は平成23・24年度当時のもの。

　【調査組織】　(事務局)　　　小野　俊彦(文化財保護課長)

　　　　　　　　　　　　　　　三上　敏彦(　　 〃　 課長補佐)

　　　　　　　　　　　　　　　成田　正彦(　　 〃　　 埋蔵文化財係長)

　　　　　　　　(調査担当)　　岡本　康嗣(文化財保護課埋蔵文化財係主査)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在、都市環境部公園緑地課弘前城整備活用推進室主査

　　　　　　　　　　　　　　　石郷岡幹人(文化財保護課埋蔵文化財係埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　桑田　純也(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(測量補助)　　岩井　浩介(　　 〃　　　　　〃　　 主事)

　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　幸博(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　　　　　　　　相馬　　誠(　　 〃　　　　　〃　　 埋蔵文化財嘱託員)

　　　　　　　　(作業従事者)　佐藤　一歩

　　　　　　　　(協力機関)　　弘前市商工観光部公園緑地課・如来瀬町会

　なお、平成23年４月15日に、弘前城本丸石垣カルテ作成業務の一環で、元文化庁技官・五味盛重

氏や公益財団法人文化財建造物保存技術協会(以下、文健協)関係者とともに現地踏査を行っている

(図版83・97)。また、平成24年８月22日には、弘前城跡本丸石垣修理委員会の北垣聰一郎委員の現

地指導を受けている。

(２)如来瀬石切丁場跡について

　上述のとおり、本石切丁場跡は元禄７～12年(1694～99)の本丸東面石垣普請や、享保４年(1719)

の本丸戌亥櫓台石垣修築の際の石材供給源として知られている。遺跡は現在神明宮境内となってい

るが、この神社は明治４年(1871)の神仏分離令以前には｢如来堂｣と称されていたとされ、｢如来瀬｣

の地名の由来にもなっている。境内に応安７年(1374)・永和２年(1376)銘の板碑が残っており、由

緒の古さをうかがわせる。｢新撰陸奥国誌｣に、寛永６年(1629)修験仙明坊が別当となったことが記

されている。現在、神明宮境内を管理しているのは、地元・如来瀬町会である。

　本石切丁場跡から弘前城への石材運搬経路については、鳥井野付近で岩木川を渡り、下湯口から常

盤坂を上るルートが想定される。｢弘前藩庁日記｣には、牛車やソリを用いて石材を運搬したとの記録

が残る。

(３)調査の方法と調査成果

　石材の記録に当たっては、まず石材の形状や加工痕が明確になるようにクリーニングを行った。記

録写真の撮影には、基本的に35㎜白黒フィルム及びカラーリバーサルフィルムを用いた。また、デジ

タルカメラでの撮影も行った。石材の平面分布図作成には、光波測距儀と電子平板を用いた。

　地形測量に当たっては、本石切丁場跡の南西約400ｍの地点で実施されていた岩木川頭首工工事に

伴う基準点を利用した。その基準点は、県道岩崎・西目屋・弘前線上に設置されていたもので、TT

２・TT３と呼称され、国家座標値及び標高が明確なものである。この２点を基準とし、測量対象範囲

内に基準点P.01～20を設定した。

　調査では、150ｍほどの範囲に矢穴のある石材を約50点確認している。中には、３ｍを超えるよう

な大型の石材もある。成果については、表７に示す。なお、平成23年４月に石垣カルテ作成業務の一

環で踏査を行った際、文建協の石工より、本石切丁場跡の石材に見られる矢穴には、弘前城石垣のも

のよりも若干新しいような印象を受けるという指摘があった。この点の検証については、平成27年度

以降の課題としたい。

(４)如来瀬石切丁場跡の範囲について　―石切丁場跡周辺の踏査結果を踏まえて―

　石切丁場跡周辺部については、現況地形及び標高の測量作業と並行して踏査を行い、地形観察及び

石材の露頭状況の確認を行っている。

　石切丁場跡北東側斜面では、斜面中腹を東から北西へと走る市道如来瀬・石山線を境に上下で状況

がやや異なる。市道下の斜面は標高55～80ｍであり、緩やかな平坦面が複数面形成されているが、最

下面の平坦面を畑及びリンゴ畑として利用している以外は基本的に荒蕪地である。市道上の斜面は標

高70～110ｍで、幅４～５ｍ前後のつづら折りの坂路が形成され、市道に接続する。この坂路に接し

て平坦面が形成されているが、現況は荒蕪地である。なお、この坂路は、後述する石切丁場跡北西側

平坦面に接続している。

　石切丁場跡南西側には北西から南東へと谷が走り、谷の右岸は比高15～20ｍの急崖となっているが、

その尾根西側の斜面にはリンゴ畑及び植林が見られる。標高110～120ｍの斜面上部と、標高60～75ｍ

の斜面下部には平坦面が形成され、リンゴの作付けが行われているが、標高90～110ｍの斜面中部は

スギ林となっている。なお、斜面中部と下部の間、標高75～90ｍ付近には平担面が見られるものの、

現況は荒蕪地である。

　石切丁場跡北西側は標高110～116ｍ前後で、比較的広い平坦面が形成されており、現況は荒蕪地で

ある。

　石切丁場跡周辺部においては、各地点で人為的に形成された地形が広がっているものの、石材の分

布は散発的で矢穴を有する石材も確認されない。よって、石切丁場跡としての遺存範囲は神明宮境内

を中心とした長軸(南東－北西)約170ｍ、短軸約80ｍの範囲に留まるものと思われる。

(５)まとめ

　如来瀬石切丁場跡では、矢穴を有する輝石安山の分布を確認することができたが、その一方で新補

石材の供給源となるような大きな石塊は見られなかった。また、北垣委員より、本石切丁場跡に残さ

れている石材は、石質の問題で石割に失敗したものであろうとの指摘を頂いている。享保４年(1719)

の時点で、本石切丁場では良好な石材が採り尽くされてしまったものと思われる。これらのことから、

本石切丁場跡からの新補石材の採取は困難と考える。

　ただ、今回の調査を通して、本遺跡が弘前城に石垣石材を供給した石切丁場跡であることが明確と

なったのは大きな成果である。本遺跡は、弘前市の歴史を考える上で重要なものであるので、今後は

埋蔵文化財包蔵地として登録し、保護を図っていく必要があろう。
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図版62　如来瀬石切丁場跡(２)
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石材№１-ａ(１区)(南から)　2011年８月16日撮影

石材№１-ａ(１区)(東から)　2011年８月16日撮影

石材№１-ａ+ｂ(１区)(西から)　2011年８月16日撮影

石材№１-ｂ(１区)(南から)　2011年８月16日撮影

石材№１-ａ(１区)(北から)　2011年８月16日撮影

石材№１-ａ(１区)(南から)　2011年８月16日撮影

石材№２(１区)(東から)　2011年８月16日撮影

石材№９・№10(３区)東側水路付近での石材検出状況(西から)
2011年10月31日撮影
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図版63　如来瀬石切丁場跡(３)

石材№２(１区)(南東から)　2011年11月２日撮影

石材№２(１区)(東から)　2011年11月２日撮影石材№２(１区)(北から)　2011年８月16日撮影

石材№２(１区)(北東から)　2011年11月14日撮影

石材№２(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影

石材№３(１区)(南から)　2011年８月19日撮影 石材№３(１区)(北から)　2011年８月19日撮影

石材№３(１区)検出作業(西から)　2011年８月16日撮影
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図版63　如来瀬石切丁場跡(３)

石材№２(１区)(南東から)　2011年11月２日撮影

石材№２(１区)(東から)　2011年11月２日撮影石材№２(１区)(北から)　2011年８月16日撮影

石材№２(１区)(北東から)　2011年11月14日撮影

石材№２(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影

石材№３(１区)(南から)　2011年８月19日撮影 石材№３(１区)(北から)　2011年８月19日撮影

石材№３(１区)検出作業(西から)　2011年８月16日撮影
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図版64　如来瀬石切丁場跡(４)

石材№３(１区)(南から)　2011年８月16日撮影石材№３(１区)(西から)　2011年８月19日撮影

石材№３(１区)(東から)　2011年８月19日撮影

石材№４(１区)(南から)　2011年８月19日撮影

石材№４(１区)(西から)　2011年11月７日撮影

石材№４(１区)(南西から)　2011年11月10日撮影

石材№４(１区)(南東から)　2011年11月10日撮影

石材№４(１区)(北東から)　2011年11月10日撮影
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図版65　如来瀬石切丁場跡(５)

石材№５(２区)(東から)　2011年８月16日撮影 石材№５(２区)(北東から)　2011年８月16日撮影

石材№６(２区)(北東から)　2011年12月８日撮影 石材№７(２区)(南東から)　2011年12月６日撮影

石材№８(１区)(西から)　2011年11月18日撮影石材№８(１区)(南東から)　2011年11月18日撮影

石材№８(１区)(東から)　2011年11月18日撮影 石材№９・№10(３区)(南から)　2011年10月26日撮影
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図版65　如来瀬石切丁場跡(５)

石材№５(２区)(東から)　2011年８月16日撮影 石材№５(２区)(北東から)　2011年８月16日撮影

石材№６(２区)(北東から)　2011年12月８日撮影 石材№７(２区)(南東から)　2011年12月６日撮影

石材№８(１区)(西から)　2011年11月18日撮影石材№８(１区)(南東から)　2011年11月18日撮影

石材№８(１区)(東から)　2011年11月18日撮影 石材№９・№10(３区)(南から)　2011年10月26日撮影

図版66　如来瀬石切丁場跡(６)
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石材№10(３区)(西から)　2011年10月26日撮影

石材№11(３区)(東から)　2011年10月24日撮影石材№11(３区)　北東から　2011年10月24日撮影

石材№12(３区)　南西から　2011年10月24日撮影 石材№13(３区)(南西から)　2011年10月24日撮影

石材№14(３区)　南西から　2011年10月24日撮影 石材№15(３区)(南東から)　2011年12月14日撮影

石材№10(３区)(南西から)　2011年10月26日撮影



図版67　如来瀬石切丁場跡(７)
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石材№16(３区)(東から)　2011年12月14日撮影石材№15(３区)(南から)　2011年12月14日撮影

石材№17(３区)(南東から)　2011年12月14日撮影 石材№18(３区)(南東から)　2011年12月14日撮影

石材№30(１区)(南から)　2011年11月７日撮影

石材№27(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影 石材№28(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影

石材№29(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影



図版67　如来瀬石切丁場跡(７)

- 90 -

石材№16(３区)(東から)　2011年12月14日撮影石材№15(３区)(南から)　2011年12月14日撮影

石材№17(３区)(南東から)　2011年12月14日撮影 石材№18(３区)(南東から)　2011年12月14日撮影

石材№30(１区)(南から)　2011年11月７日撮影

石材№27(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影 石材№28(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影

石材№29(１区)(南東から)　2011年11月14日撮影

図版68　如来瀬石切丁場跡(８)
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石材№31(１区)(南西から)　2011年11月２日撮影 石材№32(１区)(南西から)　2011年11月２日撮影

石材№33(２区)(東から)　2011年12月８日撮影 石材№34(２区)(西から)　2011年12月８日撮影

石材№35(２区)(北西から)　2011年12月８日撮影 石材№36(２区)(南から)　2011年12月８日撮影

石材№37(２区)(南西から)　2011年12月６日撮影 石材№38(２区)(南から)　2011年12月６日撮影


