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（４）№４『白老陣屋図』 

№１『白老之圖』同様に三好監物旧蔵資料で、安政２(1855)年冬に作成され、№２『白老元陣

屋下絵』と同様の枡目で区画が見られる。 

川と門、周辺景観の命名を主目的とし、ウトカンベツ川には「新（ニイ）川」と「泉川」、フシ

コウトカンベツには「岩井川」と「宮川」、内曲輪南の堀割には「中川」という名称が付され、門

は北に「裏物見口」、北西に「乾御門」があり、内曲輪北と北西に「裏御門」と「宮川御門」、内

曲輪南の表御門西側に「物見口」、外曲輪東に「巽御門」、西に「酉御門」がある。なお、内曲輪

南の表御門と、外曲輪南の虎口にある大手御門に名称が付されていないが、これは陣屋であれば

当然の名称であり、あえて記す必要もなかったことを示している。 

また、内曲輪北側に「照日岡」の書き込みがあり、東の山に「啓明山」、西の山には「月峰」、

表御門南に「大野湿土手」、泉川に架かる橋には「泉橋」と記されており、松浦武四郎が『東蝦夷

日誌』（参考資料３サ）で三好監物の功績の一つとした「旭岡（てるひのおか）十景」の構想が、

本図作成時点で既に得られていたことが分かる。 
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（５）№５『白老陣屋秣場地所繪圖』 

   「蝦夷地御持場之内白老字ウトカンヘツ元御陣屋秣場地所御絵図面弐枚相添被相渡候、御請書

写幷御絵図面弐枚添 安政三年 六番」とあって、本図と№６『白老陣屋地所繪圖』は、安政３

(1856)年５月５日の元陣屋地所引き渡しに際して『御請書案』（参考資料３エ）とともに作成され

た図であることが読み取れる。 

「陣屋地所」の書き込みがある場所は、北にシラヲイ山を擁し、西・北・東の三方を丘陵で囲

まれ、川に南面して開けた土地であることをよく示している。図中に朱線と朱点線で範囲が示さ

れ、「朱点之内秣場地所」と書き込まれている。 

また、図のヘツヘツ川（東）とシラヲイ川（西）沿いに杭の絵が描かれ、「此所榜示杭 是ヨリ

川ニ沿ヒシラヲヒ山迠」と記されており、秣場の範囲がシラヲイ川とヘツヘツ川の間で、北はシ

ラヲイ山までの範囲とされていたことが分かる。 
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（６）№６『白老陣屋地所繪圖』 

№５『白老陣屋秣場地所繪圖』とセットになる絵図面で、朱線で陣屋地所約 37 万５千坪の範囲

を表している。 

シラヲイ川に沿った丘陵部と陣屋地所東側に朱点線で囲まれた範囲があり、「朱点之内人留山」

と書き込まれている。同時に残された『御請書案』（参考資料３エ）の記載から、この「人留山」

は、アイヌの自由な狩猟を許す範囲として定められていることが分かる。 
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（７）№７『白老元陣屋地所御引渡之繪圖』 

本図と№８『白老元陣屋地所の図』は、№５『白老陣屋秣場地所繪圖』や№６『白老陣屋地所

繪圖』と全く同じ構図で描かれており、同じ目的で作成されたものであるが、№５で「シラヲイ

山迠」と記されている部分が「シラオヲイ山道」となっており、秣場との関係が意味不明になっ

ている点と、肝心の「シラヲイ川」と「ウトカンベツ川」の書き込みが抜け落ちている点から、

№５が原本で、本図が写しであることが分かる。 
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（８）№８『白老元陣屋地所の図』 

№６『白老陣屋地所繪圖』が「人留山」となっているのに対し、本図は「人留」となっており、

東側の朱点線も抜け落ちていることから、№６が原本で、本図が写しであることが分かる。 
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（９）№９『白老元陣屋之図』 

№９から№12『仙台藩蝦夷地白老御陣屋図』までは、安政３(1856)年春頃のかなり近接した時

期に描かれた陣屋設計図で、本図は、三好監物の所蔵品であった。 

図中の書き込みから 30 間四方を示す赤線で区切られていることが分かる。 

堀割や土塁のうち色塗り部分が確定で、色のない部分は未確定部分と思われるが、大きく東の

山沿いに向かっているウトカンベツは着色されておらず、堀割にはつながっていない。 

堀割南西側のフシコウトカンベツとの近接部分に閘門のような施設が見えることから、この地

点からの導水が検討されていたようである。 
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（10）№10『シラヲイ元陣屋絵図』 

構図は№９『白老元陣屋之図』とほぼ同じであるが、ウトカンベツ川は「古沼」に注ぎ、その

脇に「此邊谷地水溜之所」と書き込まれている。 

全面が彩色され「此色御陣屋」「此色土手并柵」「此色川并堀」との凡例が付され、「火薬御蔵」

「塩釜社」「御本陣」などの書き込みと、それぞれの大きさなどが示されており、提出用に浄書さ

れたものと思われる。なお、この時点で「愛宕神社」の記載はない。  
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（11）№11『白老元陣屋之圖』 

伊達文庫中の「蝦夷地関係絵図」（宮城県指定有形文化財、14 鋪 16 枚）の１枚である。 

№10『シラヲイ元陣屋絵図』同様の凡例や書き込みがあるが、ウトカンベツ川と堀割の双方に

突起が見え、その地点間での導水を検討していた様子がうかがえる。 
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（12）№12『仙台藩蝦夷地白老御陣屋図』 

函館市に残されていたことから、箱館奉行との折衝に用いられたものと思われ、№９『白老元

陣屋之図』同様の枡目で区切られている。 

№９では閘門状の施設だったものが、堀割側の堰のみになっていることと、ウトカンベツ川か

らの導水線が書き込まれ、堀割につながっていることから、最終の設計案と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）№13『仙台藩白老御陣屋詳細図』 

図中の書き込みが安政３(1856)年の『蝦夷地警固御人数調』（参考資料３オ）の記述と一致して

おり、同年５月以降に描かれたことが分かる。 

門の構造が詳しく描かれており、内曲輪と外曲輪を結ぶ位置にある表御門は門扉を伴う冠木門

で土大橋に続く。詰御門は内曲輪北側にあって門扉を伴う冠木門。大手御門は外曲輪桝形の内側

にあって門扉・潜戸を伴う冠木門になっており、その外側に頭部を円錐状にした白木の門柱のみ

がある。遠之御門は、大手御門より南へ 200 間（360ｍ）の地点に位置し、門柱と柵からなる。門

柱は頭部を円錐状にした黒木で、脇に「仙臺元陣」の標柱が建てられている。外曲輪東にある巽

門は折廻桝形に伴う冠木門であった。 

また、土手には「子アシ三間、高サ壱丈、上壱間」と「子アシ二間、高さ壱間、上四尺」の２

規格あったことが分かる。 

陣屋東側にウトカンベツ川から導水された「ホリナリ」があるが、その横に「但シ御出来ニ不

罷成候」の記載があり、この時点ではウトカンベツ川の付け替え工事は完了していなかったこと
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が分かる。なお、内曲輪の「堀」との間に土塁があって、直接つながっていない点が現状に即し

ている。 
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（14）№14『白老陣屋長屋・藏・厩圖』 

   伊達文庫の『蝦夷関係絵図』に収められている７枚の絵図面で、宮城県有形文化財に指定され

ている。 

   この図を基に、遺構確認の発掘調査を実施したところ、長屋の規模などがおおむね一致した。 
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  ⑦穀蔵・厩・稽古場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）№15『仙台藩白老陣屋之図』 

平成 20(2008)年に宮城県丸森町の旧仙台藩士の土蔵から発見された絵図面である。 

同時に発見された『御預足軽岡元武治日記』（参考資料３シ）の記載から、安政４(1857)年９月

16 日の箱館奉行元陣屋視察に対応するために作成された図であり、視察に同行した仙台藩士の玉

蟲左太夫の『入北記』（参考資料３セ）に「篤ト陣屋ノ形状ヲ一見セシニ、営柵向大抵出来ス」と

あることから、この時点でほぼ完成していたことが分かる。陣屋の縄張りだけでなく、周辺の地

形や浜にある会所、蝦夷ノ番屋など、当時の白老を包括的に描いた貴重な資料である。 

この絵図面に初めて描かれる施設として、外曲輪内に「御見分所」が、曲輪外に「愛宕山」「箱

館御奉行御覧場并諸役人詰所」「公儀御陣屋」があり、愛宕神社への道は巽門から伸びている。 

なお、この図を見る限り、内曲輪堀割への導水はウトカンベツ川からで、フシコウトカンベツ

にはつながっていない点が、№11『白老元陣屋之圖』及び現状とは逆になっている。 
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（16）№16『鹿狩之大略図』 

「安政七申年萬延元年改号正月三日北國蝦夷地白老仙臺於元陣屋浦適警固之人数寄集鹿狩之

大略圖」の書き入れがあり、東隊は巽御門から、西隊は宮川御門から出て鹿狩りを行ったことが

分かる。また、陣屋北方に「此ヘン炭釜」の書き込みもある。鹿狩りは訓練を兼ねた正月の行事

で、アイヌ民族も鹿の追い出しに勢子として動員された。 
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（17）№17『仙台藩白老元陣屋之図』 

旧仙台藩士所蔵資料で、左上に「蝦夷地警衛人数都合四十六人」との書き込みがあり、外曲輪

内に「火薬小別所」が見られることや西向きの星場などから安政７(1860)年以降に制作されたも

のと思われる。 
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（18）№18『仙台藩白老陣屋図』 

 他の絵図面には見られない、ウトカンベツ川との堰や内堀に架した水車設備が描かれ、門の構

造なども詳しく描かれているが、建物の配置が違っていたり、確認できていない建物が描かれて

いたりもする。 

杖を曳く老人や鹿の姿なども描かれ、実務的な図ではなく鑑賞用に描かれたものと思われる。 
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２ 写真判読図 

図 10「白老仙台藩陣屋跡周辺を流れる河川流路の変遷図」は、昭和 23(1948)年に米軍が撮影した航

空写真を(有)宮塚文化財研究所が図化したもので、陣屋北側と南側に土塁状の高まりが見られること

から現地確認を行ったが、現状では遺構の痕跡は確認できなかった。 

また、白老町に残る最も古い大正 10(1921)年の地籍図を調査したが、遺構の存在を示すような地割

は確認できなかった。 

 

３ 絵図面等調査のまとめ 

 18 点の絵図面を時系列に沿って見ていくことで、白老元陣屋の選地から完成までの姿を追うことが

できた。 

№１『白老之圖』や№５『白老陣屋秣場地所繪圖』を見ると、この陣屋は北に山を背負い、東西を

丘陵に挟まれ、南に川と海のある地形に築かれていることが分かる。№１は、幕府が当初に示した勇

払が「ユウフツハ四方平原曠野ニテ箱館近所ナレドモ寒地且湿地水モ不宜」（『見分見書』（参考資料３

ア））なのに対し、この地の優位性をアピールする目的があったと思われる。 

№４『白老陣屋図』に書き込まれている「照日岡」は、三好監物が心豊かに陣屋生活を送るために

見いだした「十景」を象徴するもので、春の「啓明山霞」「磐井川桜」、夏の「宮川夕立」「中川夏月」、

秋の「大野萩」「月峰鹿」、冬の「新川氷」「泉川雪」と、無季の「泉橋遠望」「旭岡神祇」を指してい

る（『東蝦夷日誌』（参考資料３サ））。 

 №５や№６『白老陣屋地所繪圖』は、陣屋地所が曲輪に囲まれた範囲にとどまらず、また、東はベ

ツベツ川・西はシラヲイ川に至る範囲まで「秣場」が確保され、かつ地元アイヌ民族の狩猟場を確保

するために「人留山」を設ける配慮がなされていたことを示す。 

 №９『白老元陣屋之図』から№12『仙台藩蝦夷地白老御陣屋図』までは、陣屋設計の段階を示すも

のとして貴重で、特に導水に関する検討の跡をたどることのできる点が重要である。当初（№９・№

10『シラヲイ元陣屋絵図』）は、フシコウトカンベツからの導水のみであったが、№11『白老元陣屋之

圖』にウトカンベツ川からの導水を検討している様子がうかがえ、№12 に至って、ウトカンベツ川を

切り替えて「ホリナリ」とすることが確定している。 

 なお、№13『仙台藩白老御陣屋詳細図』は、ウトカンベツ川を切り替えて「ホリナリ」を掘削した

ことを証明する絵図面であり、描かれた門の形状などは今後の整備事業における根拠となる。 

 №15『仙台藩白老陣屋之図』は、実際に絵図面として使用された日にちがはっきりしており、今後

の保存・整備事業における基礎資料として重要である。 

 №16『鹿狩之大略図』は、軍事訓練を兼ねた年中行事の鹿狩りが行われていたことを示すとともに、

アイヌ民族が仙台藩士の訓練に参加していたことを示している。 

 今後は、さらに絵図面を精査し、また写真判読図に見られた関連施設の存在などについても調査を

進め、指定地外に及ぶ白老元陣屋の全体像を把握する必要がある。 
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第２節 文献調査 

 

白老元陣屋建築に至る経過や、その後の様子を記した文書は下表に示した 18 点が確認されている。

また、大正５(1916)年に行われた北海道史蹟名勝天然紀年物調査の報告を掲載している。なお、本項

の調査成果は、本委員会の佐藤宏一委員の調査研究に負うところが大きい。 

 

１ 白老元陣屋について記された文献 

 白老元陣屋について記された主な文献は、表 16「白老元陣屋の経営に関する文献一覧」とおりで、

各文献の原典については、参考資料３に掲載している。 

  表 16 白老元陣屋の経営に関する文献一覧 

文 献 名 制 作 年 作 者 名 所  蔵 

ア 見分見書 安政２(1855)年 11 月 仙台藩士 仙台市博物館 

イ 三好武三郎書状 安政２(1855)年 11 月 三好監物 宮城県図書館 

ウ 岩谷堂藩預足軽手記 安政３(1856)年４月 岩谷堂藩預足軽 ※確認中 

エ 御請書案 安政３(1856)年５月 
御郡方横目起返引切ニ而御勘定所統取

御作事方横目兼役仮役今野謙吉ほか 
宮城県図書館 

オ 蝦夷地警固御人数調 安政３(1856)年５月 仙台藩関係者 仙台市博物館 

カ 蝦夷地御用日誌 安政３(1856)年８月 法螺貝吹役二瓶貢 函館市中央図書館 

キ 岩谷堂藩兵記録 安政３(1856)年９月 岩谷堂藩兵 ※確認中 

ク 目付多川仲之丞日記 安政４(1857)年４月 目付多川仲之丞 仙台市博物館 

ケ 
蝦夷地御警固方ニ付箱館

表御用立候御入金高調帳 
安政４(1857)年５月 仙台藩箱館勘定方 仙台市博物館 

コ 蝦夷地道中記録 安政４(1857)年６月 三好監物 仙台藩白老元陣屋資料館 

サ 東蝦夷日誌 安政４(1857)年７月 松浦武四郎 松浦武四郎記念館 

シ  御預足軽岡元武治日記 安政４(1857)年９月 御預足軽岡元武治 仙台藩白老元陣屋資料館 

ス 入北記 安政４(1857)年９月 島義勇 佐賀県立図書館 

セ 入北記 安政４(1857)年９月 玉蟲左太夫 仙台市博物館 

ソ 仙台藩白老経営書 万延元(1860)年８月 仙台藩士相澤儀傳太ほか 北海道大学附属図書館 

タ 白老郡引継書 明治２(1869)年 11 月 一ノ関藩向館真孫右衛門ほか 北海道立文書館 

チ 
伊達氏蝦夷地警衛持場備

筒調書 
年次不詳 伊達家文書 仙台市博物館 

ツ 白老場所様子大概書 文化６(1809)年 松前藩 北海道大学附属図書館 

 

（１）ア『見分見書』 

   安政２(1855)年の蝦夷地持場の見分調査に同行した仙台藩士が「ユウフツハ四方平原曠野ニテ

箱館近所ナレドモ寒地且湿地水モ不宜」、「荒海ニテ入津ノ舟主トモ近辺ニテ日和見テ上日和ノ時

入最間懸ニテモ無然場所」など、勇払の自然環境や地勢について報告している。 

 

（２）イ『三好武三郎書状』 

後藤孫兵衛宛ての書状で、「シラオイ江被相転度由之義始心付ケ条別紙六通及調差出申候処」と

あって、三好監物が元陣屋を勇払から白老に変更したい理由を６通に認めたのに対し、箱館奉行

所の与頭であった向山源太夫は御内談で「元陣屋御場所替届振ノ義者江戸表江御届不罷成箱館江
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書面ニ而モ御届罷成候方可然」と返答したことが記されている。 

 

（３）ウ『岩谷堂藩預足軽手記』 

安政３(1856)年４月 19 日に着任した際はまだ普請の途中で、仮陣屋会所奥の板蔵に泊まった

ことや、陣屋の敷地内に「一ノ宮」（塩釜社）が建立されたこと、「詰ノ御門」「搦手御門」といっ

た名称などが記されている。 

 

（４）エ『御請書案』 

安政３(1856)年５月５日の陣屋地所引渡しに関する請書の案で、№５『白老陣屋秣場地所繪圖』

と№６『白老陣屋地所繪圖』の絵図面とセットになるものである。 

陣屋の地所は 37 万５千坪余で、秣場の範囲は「表口壱里程奥行シラヲイ山迠」と記されてい

る。その境界は「別紙絵図面朱引之通」とあり、この請書案に№５・№６が添えられていたこと

が分かる。 

また、「東西川筋シラヲイ山迠境界与相心得若表示杭腐朽いたし建替候節者」とあって、№５に

書き入れられている「此所榜示杭」が秣場の範囲を示すものであることと、№７『白老元陣屋地

所御引渡之繪圖』の「シラオヲイ山道」が誤記であることが分かる。 

秣場内においては「人共山川漁撈等是迠之通可相心得旨被仰渡奉承知乃御請書如件」とあって、

従来どおりアイヌが山や川で狩猟することを認めている。 

 

（５）オ『蝦夷地警固御人数調』 

安政３(1856)年５月時点の氏家秀之進ら藩士氏名や役職などが記載されており、この記述と№

13『仙台藩白老御陣屋詳細図』にある藩士の配置や建物の規模とがよく一致し、発掘調査成果と

も重なる。 

なお、箱館奉行所より下役と同心各２名が差し遣わされているが、常駐かどうかは不明である。 

 

（６）カ『蝦夷地御用日誌』 

９月２日の陣屋上棟節祭式に向けての段取りなどが記載され、中に「尚以シラヲイ□（夷か）

人等一統江も御酒被下旨其心得首尾可有之」との記述もある。 

 

（７）キ『岩谷堂藩兵記録』 

９月 11日に長屋などがほぼ完成し、12日に藩士たちが引っ越したことなどが記載されている。 

 

（８）ク『目付多川仲之丞日記』 

安政４(1857)年４月時点で家作は全て出来ているが、土手に廻らす柵は表御門の左右部分しか

できていないことが分かる。 

また、「安政四年五月十七日条 －於エトロフ－ 御立方相成候御材木等ハ南部大畑ニテ御切組

被相廻、過十一日当初江着ニ相成候」「安政四年七月十一日条 －於アッケシ－ 未ダ天井板、縁板

等、船着無之、半途ニ相成候」の記載があり、択捉・厚岸の用材は南部大畑で加工されて船で直

接送られていることが分かる。 

 

（９）ケ『蝦夷地御警固方ニ付箱館表御用立候御入金高調帳』 

安政３(1856)年度の支出をまとめたもので、918 両３歩を陣屋普請（土木工事）の費用として

箱館御用達の野口屋又蔵に渡していることから、野口屋が普請を請け負っていたことが分かる。 
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（10）コ『蝦夷地道中記録』 

「御陣屋左右小川也 此水詰御門前深堀ヘ引入常ニ水充満」という記載から、この時点ではウ

トカンベツ川とフシコウトカンベツの両方から導水され、内曲輪の堀割は常に水で満たされてい

たことが分かる。 

 

（11）サ『東蝦夷日誌』 

松浦武四郎は、「仙台藩陣屋 旭岡（てるひのおか）十景」として、「三好監物縄張にて築き旭

岡と号く。川水を曳、沼地を掘て用水となし、是に塩釜社を勧請し、邸中より眺望する処を以て

十景を作る（啓明山霞、磐井川桜、宮川夕立、中川夏月、大野萩、新川氷、泉橋遠望、月峰鹿、

泉川雪、旭岡神祇）。是皆三好氏の功業なり」と記して、三好監物の雅な心を称賛している。 

 

（12）シ『御預足軽岡元武治日記』 

平成 20(2008)年に№15『仙台藩白老陣屋之図』と同時に発見された文書で、安政４(1857)年６

月 18 日には建物７棟、蔵１棟、御馬屋１棟、門２基が完成し、「朝より天気快晴同日御陣屋御普

請荒々出来に付御悦のため御人数一統へ御酒頂戴仕り候夫より蝦夷共百五十人斗り御玄関前に

於いて御酒下され候」とあり、土木工事に携わったと思われるアイヌ民族が 150 人ほどいたこと

が分かる。 

 

（13）ス『入北記』 

箱館奉行堀利煕の元で蝦夷地調査に当たった佐賀藩の島義勇が陣屋を訪れた際の記録で、三好

監物の印象などが記載されている。 

 

（14）セ『入北記』 

箱館奉行堀利煕の元で蝦夷地調査に当たった仙台藩の玉蟲左太夫が陣屋を訪れた際の記録で、

安政４(1857)年９月 16 日の項に、「今日御陣屋見分ノタメ滞留（中略）陣屋ノ形状ヲ一見セシニ

営柵向大抵出来ス」「尤場所モ広クシテ海岸ヨリ隔ツ事十四丁其間大路ヲ築キ両傍ニ並松ヲ植シ

テ松種ヲ蒔キ置キタリ」とあり、陣屋建物や柵がほぼ完成し、浜に至る大路も開かれていたこと

が分かる。また、「当年野菜ヲ植シニ大ニ宜シキ由」とあって、自給自足のために畑を開いていた

ことも分かる。 

 

（15）ソ『仙台藩白老経営書』 

「御普請等も宜出来公儀衆始外人見聞仕候（中略）七月末日ゟ八月中迄」とあり、安政３(1856)

年夏頃の建設作業状況を知る好資料である。 

「廻り大手并新川等不残出来用水揚口も見立之通出来候」とあり、№13『仙台藩白老御陣屋詳

細図』の時点では終わっていなかったウトカンベツ川の切替え（新川＝ホリナリ）が完成してい

たことが分かる。 

 

（16）タ『白老郡引継書』 

仙台藩の白老撤退後に白老郡一円の支配を命ぜられた一関藩が、勇払詰大主典に提出した引継

書で、白老元陣屋に残されていた御本陣など建物 18 棟の規模や御備馬の頭数などが記述されて

いる。なお、一関藩の支配は明治５(1872)年４月まで続いた。 

 

（17）チ『伊達氏蝦夷地警衛持場備筒調書』 

白老元陣屋や国後出張陣屋などに配備された砲の詳細が記述されている。 
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（18）ツ『白老場所様子大概書』 

   文化６(1809)年当時のアヨロからシャタイまでのシラヲイ場所の建物や、アイヌ民族の人口、

世帯数、産物などが詳しく記され、場所の様子が分かる。 

 

２ その他の文献 

（１）『北海道史蹟名勝天然紀年物調査報告書』 

大正５(1916)年８月、河野常吉が白老元陣屋を訪れて実測調査を行い、その来歴や遺構の現状、

保存条件などを詳細に記したもので、図や写真を交えて史跡として保存することの重要性を訴え

たことから、昭和５(1930)年の史跡仮指定へとつながった。 

 

（２）『仙台藩白老元陣屋管見』 

本委員会の佐藤宏一委員が平成 21(2009)年の元陣屋資料館特別展で絵図面調査の成果を解説

した際の資料で、『仙台藩白老元陣屋資料館報 第 15・16 合併号』に掲載されている。 

 

（３）『仙台藩元陣屋用地の引継ぎ事情』 

   本委員会の佐藤宏一委員が本計画の策定に向けて、改めて絵図面調査と文献調査の成果をまと

めた未発表の論考である。安政３(1856)年５月５日の地所引き渡しに関する箱館奉行と仙台藩側

の応答について記している。 

 

３ 文献調査のまとめ 

安政３(1856)年５月５日、白老元陣屋の地所 37 万５千余坪と秣場「表口一里程・奥行シラヲイ山

迄」の引渡しが行われた（『御請書案』（参考資料３エ）。引渡しに際して箱館奉行所は、白老川沿いな

どに「人留山」という区域を設定して、地元アイヌが狩猟などを行う権利を保障した（同上）。 

また、建物の落成祝いに際して、携わったアイヌ民族約 150 人を招いて酒を提供するなど、陣屋側

では、地域住民との共生関係を大事にしていたことが見て取れる（『御預足軽岡元武治日記』（参考資

料３シ）。 

陣屋建物は、上棟までが約半年という短期間で成し遂げられており、『蝦夷地警固御人数調』（参考

資料３オ）にある大工などの人員や、伐採・整地の時間を考慮すると、木材加工を現地で行ったとは

考えにくい。厚岸や択捉島の出張陣屋建築に使用された木材が、設計図に即応して加工した材を船便

で送ることのできる下北半島大畑から各地へ直接運ばれたことが『目付多川仲之丞日記』（参考資料３

ク）に示されており、元陣屋についても同様であったと考えられる。なお、発掘調査の結果、二番か

ら五番までの長屋跡出土の炭化材はミズナラ・ヤナギ・トドマツ、門跡出土材はクリであり、加工を

必要としない黒木の材などは現地の樹木が用いられたようである。 

元陣屋に配備された火砲は、『伊達氏蝦夷地警衛持場備筒調書』（参考資料３チ）にあるとおりわず

か３門なのに対し、クナシリ出張陣屋に配された火砲は９門あり、陣屋規模と配備された火砲の数が

そぐわない。このことは、出張陣屋がロシアの南下に備える最前線基地であるのに対し、元陣屋は仙

台藩の警衛地全般の治安を預かる組織としての役割が大きかったことを示すものであり、地域住民と

の共生関係の構築もまた、重要な仕事であった。 

『北海道史蹟名勝天然紀年物調査報告書』（参考資料３テ）で注目すべき点は、「北に茶師古津山」

があると記されていることで、これは塩釜神社が鎮座する尾根続きにある白老山城チャシ跡を指す。

また、松浦武四郎の『東蝦夷日誌』（参考資料３サ）を引いて、十景と三好監物の歌を掲載している点

も注目に値する。塩釜神社には「該神社の礎石を存」し、「後に建たる小社」があること、愛宕神社は

「地を均して建てたる跡」になっていることが分かる。 

さらに南西の畑地に４基の墓があり、「青葉会」が塩釜神社の祭礼と墓地参詣を行っていることも記
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されている。この４基の自然石の墓は、現在は後から建てられた墓石と対になり、対になっていない

菊地清太郎の墓碑は大正期に「青葉会」が外曲輪から移設したもので、米山九八郎の墓碑は昭和

54(1979)年に妻の墓碑とともに共同墓地から移設されている。 

 

第３節 伝承調査とアイヌ語地名 

 

１ 伝承調査 

寛永 17(1640)年の駒ケ岳山体崩壊を伴う大噴火は、白老から鵡川一体に大津波を引き起こし、各地

で津波被害と避難に伴う伝承があるが、塩釜神社の尾根にあるチャシ（白老チャシ跡）にも「大きな

津波が来たときの避難場所」という伝承が残されている。 

陣屋構築当時に住んでいたアイヌの子孫に当たる伝承者によると、シラヲイコタンのアイヌは陣屋

構築に際し、船から陸揚げした物資の運搬や土塁の構築に従事するため仙台藩から雇われ、賃金をも

らって毎日仕事に行っていたという。また、陣屋が完成した後も仙台から物資が届くたびに雇われた

が、その折に、食料の中から幾ばくかのものを大きなハルニレの空洞に隠し置き、夜になってから取

りに行ったという。その木は陣屋の大手御門よりやや海岸側、現在の町道陣屋線の西側に在り、「イク

カチキサニ＝盗む・ハルニレ」という名前まで付けられていたという（松木覚『北に生きる武士団』）。 

今から 40 年程前には、枯れた「イクカチキサニ」を復活させて、アイヌ民族の歴史の一端を後世に

残したいという要望もあった。また、陣屋の人がコタンへ来て、アイヌ民族に餅を配ることがあった

と言い、陣屋の人々とコタンの人々との密接な関係が見えてくる。白老元陣屋とシラオイコタンの間

には、支配する側と支配される側という蝦夷地一般の構図と異なる共生の環境があった。 

なお、藩士が陣屋を去り仙台へ戻る際、軍資金の小判が重くて持って行けず、陣屋内の井戸に沈め

て逃げたという伝承もあるが、井戸の中に小判がないことは発掘調査で確認されている。 

 

２ アイヌ語地名 

白老元陣屋周辺のアイヌ語地名について触れておく。 

 

（１）プンカウタウシ 

   白老元陣屋がある場所の地名で、伝承者も「陣屋はプンカウタウシに造られた」と伝えている。

プンカウ（＝ハシドイ）タ（＝切る）ウシ（＝多い）イ（＝所）。ハシドイを取る所という意味で、

儀式などで使うハシドイを採取する場所だったので付けられた。 

 

（２）ウトカンベツ川 

 ウトカンベツは、地名の意味が判然としない。江戸時代後期にウトカンベツと付されており、

元の名前もこの音に近いものと考えられる。明治時代に出版された『北海道蝦夷語地名解』に「相

射川 戦争の時川を隔て互に矢を放ちたる川」と書かれて以来、この説が使われるようになった

が、アイヌ語地名の付き方としては不自然で、本来の意味とは考えにくい。 

   ウトカンベツを互いに矢を射た川と訳したのは、アイヌ語の地名をウ（＝互いに）トゥカン（弓

を射る）ペッ（＝川）と取っての説と思われる。 

 

（３）フシコウトカンベツ 

   フシコ（＝古い）ウトカンベツで、陣屋西側を流れるウトカンベツ川の以前の流れに付けられ

ていた名前で、陣屋の堀割に利用された。 

 

（４）チャシコッ 

 チャシ（＝砦、見張り場、儀式の場）・コッ（跡）で、チャシの跡という意味。北海道の各地に
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同名の場所がある。 

 

（５）マクンペッ 

 陣屋の西側に残る地名で、現在は水が流れていない。意味はマクン（＝山の裏側）ペッ（＝川）

で、白老のコタンから見ると山の裏側に流れているので付けられた。 

 

 ３ 伝承調査とアイヌ語地名のまとめ 

 シラオヲイコタンの伝承からは、白老元陣屋の造営や日常的な警衛における関わり方の一端に触れ

ることができる。地元のアイヌ民族は日々の荷揚げや土塁構築に従事しており、仙台藩士からは労働

に対する賃金が支払われた。  

これらの対価が労働に見合っていたかは不明だが、仙台藩士たちが警衛地の治安維持を完遂するた

めの方法として、地域との融和や共生関係の構築を図っていた可能性も考えられる。  

 また、「イクカチキサニ」や「軍資金の小判」などの逸話は、仙台藩士の足跡がアイヌ民族の伝承と

なって根付いていたという、極めて重要な事実を示している。  

白老元陣屋の警衛と周辺に残るアイヌ語地名との関係は不明だが、少なくとも「プンカウタウシ」

の地名は周辺がアイヌ民族の生活圏であったことを意味している。  
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第４節 発掘調査 

 

１ 過去に行われた発掘調査などの概況 

指定当初に地表面で確認できる遺構は、土塁、堀割、内曲輪内の井戸２基、焔硝庫跡周囲の土塁の

みであった。昭和 44(1969)年度から着手の第１次環境整備事業では、遺構整備を実施するため９年次

にわたり試掘・発掘調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 遺構配置図 

         『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅳ』より引用、本計画で使用する遺構名称等を赤字で加筆    
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２ 試掘調査の概要 

昭和 46(1971)年度から同 49(1974)年度にかけて実施した試掘調査の概要を、『史跡白老仙台藩陣屋

跡Ⅰ』より転載する。 

 

（１）昭和 46(1971)年度 

   期  日 10 月 15 日 

   調 査 者 佐藤一夫（苫小牧青少年センター学芸員） 

   調査目的 土塁周囲の堀割の確認 

   調 査 地 Loc.１ 陣屋正面の馬出しの陰で、外郭桝形門大手門と外郭土塁の交差地点 

        Loc.２ 内郭冠木門表御門の西側 

        Loc.３ Loc.２よりさらに西側、旧ウトカンベツ川から堀割への入水部分 

        Loc.４ 内郭冠木門表御門の横、陣屋中央を走る道路の横 

        Loc.５ Loc.４よりさらに東側 

        Loc.Ｘ Loc.５よりさらに東側 

        Loc.７ 内郭内曲輪の北側、塩釜神社へぬける道路と土塁の末端付近 

調査結果 Loc.１ 外郭外曲輪から内郭内曲輪へ連なる土塁が、低いものであることを確認 

        Loc.２ 堀割の外縁部を確認（土塁より 13ｍ付近） 

     Loc.３ 堀割を確認（土塁より 10ｍ付近で地山が急角度に傾斜） 

      Loc.４ 堀割の切り込み具合不明 

      Loc.５ 堀割の有無は判然とせず。土塁より７.45ｍ地点で下部の砂利層につき 

ささった直径 10cm 程の杭を確認。柵列の一部の可能性あり。 

        Loc.Ｘ 堀割の築造不明 

        Loc.７ 陶磁器片、木炭、貝殻などが出土する攪乱層あり。 

ま と め 堀割の正確な幅、深さ、築造後の経過など確認できず。 

     内部西側の堀割の西側の掘り込みは確認できたが、東側は不明瞭。 

柵列の一部を確認。 

 

（２）昭和 47(1972)年度 

   期  日 ８月 15 日～20 日 

   調 査 者 佐藤一夫（苫小牧青少年センター学芸員） 

調査目的 堀割の規模の確認、古文献にもとづく構造物の確認。 

調 査 地 第１地点 内郭内曲輪北側の堀割跡 

    第２地点 内郭内曲輪西側の御兵具蔵建物跡付近 

        第３地点 外郭大手門近の番屋跡外曲輪大手御門内側の番屋跡付近 

調査結果 第１地点 土塁側の掘り込みを確認。外側は判断とせず。 

    第２地点 柱穴などは確認できず。 

根回し石と思われる河原石出土。陣屋内で使用されたと思われる陶磁器 

出土。 

        第３地点 柱穴など確認できず。根回し石と思われる河原石出土。 

※以上のほかに井戸跡の調査が行われたようであるが、詳細は不明。 

ま と め 構造物の柱穴などは確認できず。 

根回し石と思われる河原石が不規則に出土。 

陣屋で使用されたと思われる陶磁器出土。 
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（３）昭和 48(1973)年度 

   期  日 11 月 26 日～28 日 

   調 査 者 北海道文化財保護協会 

   調 査 員 酒出秀修（北海道文化財保護協会事務局） 

        高橋稀一（北海道教育庁文化課文化財保護主事） 

調査目的 内郭土塁北側の濠の有無を確認する。 

調 査 地 １．内郭内曲輪土塁北側の地域（トレンチ４本） 

    ２．内郭内曲輪内の１号井戸跡 

調査結果 １．土塁に接近して濠を確認 

濠は現在の地表面から 80～120cm の深さまで掘り込んでいる。 

２本のトレンチで土塁の土砂流出を防ぐためと思われる柵の杭穴を確認。 

杭は直径８～10cm の小丸太の先を尖らしたものを思われる。 

        ２．檜材を使用した桶形の２段の井戸枠を確認。 

ま と め 内郭土塁内曲輪北側の濠、柵を確認。 

１号井戸の構造を確認。 

 

（４）昭和 49(1974)年度 

   期  日 11 月 20 日～26 日 

   調 査 者 北海道文化財保護協会 

   調 査 員 峰山巌（札幌医科大学講師）、大島直行（札幌医科大学研究生） 

   調査指導 高橋稀一（北海道教育庁文化課主任文化財保護主事） 

調査目的 １．内郭内曲輪内の構造物の確認（トレンチ 21 本）。 

    ２．２号井戸の存在の有無確認。 

  調査結果 御本陣跡  玄関部分の柱穴を確認。 

       御兵粮蔵跡 横３間の柱穴列を確認。 

ほかに河原石の集石あり。 

       御馬屋跡  柱状ピットを 13 個発見。 

建築プランは確認できず。 

       御勘定所跡 柱状ピットを２個発見。 

建築プランは確認できず。 

ごみ捨場と思われるピットより陶磁器、鉄器など出土。 

        ２号井戸  平面形は、内のり約 114cm の正方形。 

              構造は、４隅に角材を立て、それに２段の横木をわたして枠を組み、 

枠外に上半部は丸材、下半部は角材を積み重ねたもの。 

地表から約 1.5ｍ、下方から約 3.5ｍの井戸枠が残存。 

ま と め 御本陣跡、兵粮蔵跡の所在を確認。 

２号井戸の構造を確認。 
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   図 20 試掘調査、発掘調査位置図 

『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅰ』及び『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅳ』を基に作成 
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３ 発掘調査の概要 

昭和 55(1980)年度から同 60(1985)年度にかけて実施した発掘調査の概要を『史跡白老仙台藩陣屋

跡Ⅰ～Ⅳ』から要約・記載する。各調査の成果は当時、№11『白老元陣屋之圖』（以下、「陣屋之図」

とする。）及び№14『白老陣屋長屋・藏・厩圖』（以下、「間取図」とする。）と比較して分析している。 

 

（１）内曲輪における発掘調査の成果 

  表 17 内曲輪における発掘調査の成果一覧 

施設名 調査年度 調 査 成 果 

御本陣跡 昭和 58 年 

（発掘調査面積：35m×30m＝1,050 ㎡） 

・「間取図」によれば、長さ６間半（11.7m）・横３間半（6.3m）の建物

と、長さ 10 間（18.0m）・横７間半（13.5m）の２つの建物からなってお

り、１間（1.8m）幅の廊下でつながっている。規模は三番長屋に次ぐ広

さがある。 

・発掘調査では「陣屋之図」や「間取図」とほぼ一致する形で柱穴が確認さ

れた。範囲を拡大して精査を進めたところ、絵図にはみられない柱穴が、

母屋の西側と玄関付近の東側を中心に数多く確認された。詳細の把握に

は至っていない。 

・幅２間（3.6m）・奥行７尺（2.1m）の玄関の西側には、長さ 15m・幅 2.5m

ほどの土塁が御本陣跡の桁行と平行に構築されていた。土層を観察した

結果、浮石、焼土、黒褐色土がブロック状に複雑な形で含まれており、人

為的に盛土された形跡を示していた。「陣屋之図」では土塁と御本陣跡に

コの字型に囲まれた部分が庭となっている。 

兵粮蔵跡 

昭和 58 年 

 

昭和 59 年 

（発掘調査面積：16.5m×6.5m＝107.25 ㎡） 

・規模は柱穴の配置から長さ８間（14.4m）（東西方向）・横３間（5.4m）で、

「間取図」の規模及び柱穴の配置状況と若干異なる部分があった。 

・「間取図」では縦・横とも１間ずつの間隔で柱が配され、内部には全く柱

がみられないが、調査では西側及び東側内部に１間間隔の柱穴が若干確

認された。また、西側前部に１間半（2.7m）の間隔をもつ柱穴もみられ

た。 

・昭和 59(1984)年度の調査では、調査範囲をさらに東と西側に広げた。西

側に３間（5.4m）、東側に４間（7.2m）の位置まで明瞭な柱穴が確認され

た。また、東側にも長さ 10 間（18.0m）、幅３間（5.4m）の柱穴が確認さ

れたことから、兵粮蔵のほかに２軒の建物があったと考えられる。さら

に西側の建物は１間×１間（1.8m）間隔でマス目状の柱穴が確認された

ことから、かなり重量のある物が置かれていた可能性がある。 

御勘定所跡 昭和 58 年 

（発掘調査面積：25m×20m＝500 ㎡） 

・規模は柱穴の配置から長さ（南北方向）９間（16.2m）、梁行７間半（13.5m）

のほかに南側に４尺（1.2m）幅の張り出しをもつ建物であった。このほか

南側に半間（0.9m）幅の小舞い、北側に１間（1.8m）幅の土間、さらに西

側に幅２間（3.6m）、奥行１間（1.8m）の玄関が認められた。 

・この成果を玄関の方角を合わせて「間取図」と対比したところ、土間や小

舞いの柱穴の位置が反対になった。逆に、図面を 180 度回転させた場合

には玄関位置が反対側になるが、柱穴などの位置は一致した。原因は判

然としていない。 

御兵具蔵跡 昭和 56 年 

（発掘調査面積：15m×10m＝150 ㎡） 

・規模は柱穴の配置から長さ（南北方向）４間（7.2m）・横３間（5.4m）で、

「間取図」と一致している。 

・柱穴は他の遺構に比べてかなりの大きさを有しており、柱痕が 25cm 程度

の幅で確認された。 
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図 21 御本陣跡実測図 『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅱ』より引用    図 22 御兵粮蔵跡実測図 

図 21 及び図 22 は、『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅲ』より建物名を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 御勘定所跡実測図             図 24 御兵具蔵跡実測図 

図 23 及び図 24 は、『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅱ』より建物名を修正 

 

表 18 内曲輪における他の発掘調査の成果一覧 

施設名 調査年度 調 査 成 果 

井 戸 跡 昭和 59 年 

１号井戸（発掘調査面積：７m×７m＝49 ㎡） 

・１号井戸は内曲輪中央よりやや北西寄りに所在する。調査では現地表か

ら約１m 下で井戸枠の上端が確認され、さらに 3.4m の深さまで円形の２

段に分かれた井戸枠が確認された。 

・上段の井戸枠は内径 1.7m で、厚さ 3cm、幅 15cm であり、残存部の上端か

ら長さ 1.6m の１枚板が合計 22 枚円形に組み込まれていた。 

・下段の井戸枠は内径 0.8m で、厚さ 3cm、幅 15cm であり、残存部の上端か

ら長さ 1.8m の１枚板が合計 19 枚円形に組み込まれていた。下段の井戸

枠は下部へ進むにしたがい細く狭まっており、底部は崩れ落ちる恐れが

あるため計測するに至っていない。 

・いずれも材質は栗で、角釘で接合されていた。 

・調査後、遺構保存のため埋設した。 
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２号井戸（発掘調査面積：７m×７m＝49 ㎡） 

・２号井戸は１号井戸の西側 22m に位置する。 

・平面が１辺 1.4m の正方形を成しており、地表から 1.5m 下で井戸枠の上

端部を確認した。井戸枠の上端部から井戸底まで深さは 3.7m であった。 

・四隅に 15～20cm 角の角材を立て、井戸底から 30cm と 1.33m の高さに角

材を支える径 10cm の丸太が２段にわたって巡らされていた。また、四隅

の角材の外側には横木が正方形に積み重ねられていた。 

・調査後は遺構保存のため埋設し、地表上の形状を平面展示した。 

御馬屋跡 昭和 59 年 

（発掘調査面積：15m×13m＝195 ㎡） 

・「間取図」では５間（9.0m）・幅３間（5.4m）に描かれているが、発掘調査

では柱穴４点の確認に留まった。 

・昭和 49(1974)年度に位置確認の調査が行われ、５本のトレンチから柱穴

が確認されている。「確認された柱穴が２本のトレンチの中に等間隔に１

列に配されているが、両者は並行関係をとらない。」と報告されている。

しかし、本調査では昭和 48(1973)年度のトレンチ掘り調査区域を含めて

精査を進めたが、このような柱穴の配列状況を把握できるプランを明確

に確認することはできなかった。 

御本陣跡 

南の建物跡 
昭和 60 年 

（発掘調査面積：26m×12m＝352 ㎡） 

・絵図により描写の有無が分かれ、「陣屋之図」に描写はない。発掘調査の

結果、柱穴と思われるプランは多く確認されたが、土塁際の柱穴が直線

的に合うものの、その他のものは対応・並行関係が不明確である。 

・明治以降に一帯では畑作などが行われていたことから、一部の木杭など

は後世のものであると考えられる。 

表御門跡と 

その周辺 
昭和 60 年 

（発掘調査面積：４m×15m＝60 ㎡） 

・門の柱穴を２個確認され、検出した。その間隔は約２間（3.6m）で、西側

のプランは直径 42cm、東側のそれは 48cm の円形である。 

・内曲輪外縁へ巡らされた堀割は、様々な絵図によって架橋が描写されて

いる。それを実証する柱穴が確認された。 

・北側の柱穴の対応関係が不明確なため、橋の規模や構造を詳細にするこ

とはできなかった。しかし、南側の八の字状に広がる柱穴は、橋桁の手前

につけられた柵の跡と思われるし、橋桁の幅は南側の柱穴から判断する

と１間５尺（3.3m）であったと考えられる。 

内曲輪北

側の土塁 
昭和 60 年 

・内曲輪及び外曲輪に現存する土塁は、昭和 40 年代前半に復元されたもの

である。ただし近在の住人が語るところによると、往時の土塁と現存の

ものでは高さにかなりの違いがある。そのため、内曲輪北側の土塁の切

れている部分をカッテングし、陣屋造営時における土塁の高さを調査し

た。 

・土塁断面は以下のとおり（図 40「地質調査断面図」） 

１ 褐色粘質土と灰褐色砂礫。褐色粘質土と灰褐色砂質土の不規則な互層 

２ 黒色粘質土（灰褐色火山灰、砂礫を含む） 

３ 褐色粘質土 

４ 茶褐色火山灰（褐色粘質土を含む） 

５ 黒色粘質土 

６ 褐色粘質土（砂を多量に含む） 

７ 黄褐色火山灰 

・１層は土塁修復（昭和 45～47・52・56 年）の際に新たに積み上げられた

ものと思われる。２・３層はウトカンベツ川の度重なる氾濫により堆積

した土で陣屋内に厚く広がっている。４層は指先大の茶褐色火山灰に褐

色粘質土が混ざった層で、これが陣屋造営時に積み上げられた土塁と思

われる。 

・断面図を観察する限り、復元前の土塁は幅 3m、高さ 80cm 程のものであっ

たことが分かる。陣屋造営時の土塁の姿は陣屋廃棄後、復元までに崩れ

た分を考慮しなければならないだろう。 
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図 25 １号井戸略図                図 26 ２号井戸略図 

図 25 及び図 26 は、『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅲ』より建物名を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 御馬屋跡発掘平面図        図 28 御本陣南側の建物の平面図 

 

 
  図 29 土層断面図            

図 27～図 29 は『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅳ』より引用 
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（２）外曲輪における発掘調査の成果 

  表 19 外曲輪における発掘調査の成果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 二番長屋跡実測図                図 31 三番長屋跡実測図 

     図 30 及び図 31 は、『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅰ』より引用            

施設名 調査年度 調 査 成 果 

二番長屋跡 昭和 55 年 

（発掘調査面積：20m×33m＝660 ㎡） 

・柱穴の配置から桁行 15 間（27m）・梁行７間半（13.5m）であり、柱穴跡

はほぼ「間取図」の二番長屋跡と一致した。 

・玄関は東向きで幅２間（3.6m）・奥行１間（1.8m）であった。母屋は幅６

間（10.8m）、北側に幅１間（1.8m）の引通し土間、南側から裏手東側へ

幅３尺（90cm）の小舞いが配されていた。 

・小舞い部分は柱穴跡が錯綜しているが、これは３度にわたり桁行方向の

修正が行われた結果と判断された。 

三番長屋跡 昭和 56 年 

（発掘調査面積：20m×35m＝700 ㎡） 

・柱穴の配置から桁行 18 間（32.4m）・梁行７間半（13.5m）で、本史跡最

大規模の建物であり、規模や間取りは「間取図」と一致している。 

・発掘したほぼ全域に 10～20 ㎝大の河原石が確認されたが、浮石層の上

面より浮いており、間に氾濫土を挟んでいたことから、建屋解体後に集

石されたものと考えられる。 

・玄関は西向きで幅２間（3.6m）・奥行１間（1.8m）で、母屋は幅６間（10.8m）、

北側に幅１間（1.8m）の土間、南側に幅３尺（90cm）の小舞いが確認さ

れた。また、排水用と思われる溝も検出された。 

四番長屋跡 昭和 56 年 

（発掘調査面積：18m×20m＝360 ㎡） 

・柱穴の配置から桁行は不明、梁行は７間半（13.5m）であったが、昭和

58(1983)年度の調査で桁行が 12 間（21.6m）と判明した。配置や間取り

は「間取図」と一致している。 

・南側に半間（0.9m）の小舞い、北側に１間（1.8m）の土間と思われる部

分がある。玄関は西側にあり、幅２間（3.6m）、奥行（1.8m）である。 

・土間北側には浅い皿状の窪みが見受けられたが人為的なものではなく、

雨垂れにより生じたものであった。 

・礫の出土も少なく、遺物は他の長屋跡に比べて少量であった。 

・小舞いや土間の配置は三番長屋跡と同様であり、向かい側にある二番長

屋跡や五番長屋跡とは小舞い、土間の配置が反対となる対称的な造りで

あることが分かった。 

五番長屋跡 昭和 55 年 

（発掘調査面積：17m×24m＝408 ㎡） 

・「間取図」では桁行 12 間（21.6m）・梁行７間半（13.5m）であるが、柱穴

の配置ではこれ以外に幅５尺（150cm）の張り出し部分がみられた。 

・玄関は東向きで幅２間（3.6m）、奥行１間（1.8m）であり、母屋は幅６間

（10.8m）、北側に幅１間（1.8m）の土間、南側には３尺（90cm）の小舞

と５尺（1.5m）の張り出し部分が確認された。小舞いの柱穴に対応した

柱穴列であるため、小舞いを拡張した痕跡と思われる。 
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図 32 四番長屋跡実測図             図 33 五番長屋跡実測図 

 『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅱ』より引用      『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅰ』より建物名を修正 

 

表 20 外曲輪における他の発掘調査の成果一覧 

 

 

 

施設名 調査年度 調 査 成 果 

二番長屋

北の建物跡 
昭和 60 年 

（発掘調査面積：15m×30m＝450 ㎡） 

・絵図により描写の有無が分かれる建物であるが、長さ 21 間半（38.7m）・

幅９間（16.2m）の範囲で柱穴が確認された。この柱穴が１つの建物に使

用されていたものとすれば、白老元陣屋最大の建物であるが、「間取図」

に記載はない。 

・建物の桁行（長軸方向）は南北であり、外曲輪の他の建物（二番～五番

長屋）とはその方向が異なっている。 

・確認された柱穴は全部で 186 個あり、大部分のものは桁行、梁行の列に

対応するが、北側と東側の南寄り及び西側の南寄りの部分で柱穴列に合

わないものが若干みられる。 

・陶磁器や鉄製品、炭火物など、かなりの量の遺物を出土している。 

稽古屋跡 昭和 60 年 

（発掘調査面積：10m×15m＝150 ㎡） 

・三番長屋跡より南東寄りの土塁際に所在し、その規模は柱穴の配置から

長さ８間（14.4m）・横６間（10.8m）である。桁行（長軸方向）は南北で

建物前方部には１間×１間半の玄関と思われる柱穴が確認されたが、

「間取図」に記載はない。 

・建物の東側に１間間隔の柱穴が１列に４個配置されていた。建物の張り

出しと考えられるが、土塁間際に確認されていることから、本来の土塁

の位置は今よりさらに東側にあったと思われる。 

・建物中央部に東西にまたぐように径 20cm 大の川原石が散在していた。

三番長屋跡の調査（昭和 57(1982)年度）の際にも同様の川原石がみつか

っていることから、屋根に置かれた石であった可能性が考えられる。 

大手御門跡 

とその周辺 
昭和 60 年 

（発掘調査面積：４m×15m＝60 ㎡） 

・外曲輪南端の２つの門は様々な絵図にも描かれているが、大手御門につ

いては南西部に１間４尺（3.0m）の間隔で２つの門柱の柱穴を検出した。

直径 60cm の円形で、径が 25cm 大の柱痕も確認され、また、入口部から

みて左側の柱痕には腐食した木片が一部残されていた。 

・この門の横にあると思われる御番所跡の柱穴は、明確に確認できなかっ

た。さらにこの門の周辺には柱穴と思われるものが多数確認されたが、

かなり小規模なものが多く、かつ広い範囲で散乱しているため、その詳

細は不明である。 

・大手御門は「間取図」に記載されていない。 
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図 34 二番長屋跡北側の発掘平面図         図 35 稽古屋跡の発掘平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 大手御門跡及びその周辺の発掘平面図  図 37 表御門及びその周辺の発掘平面図 

               図 34～図 37 は『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅳ』より引用 
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（３）曲輪の外に存在する構造物に関する発掘調査の成果 

  表 21 曲輪の外に存在する構造物に関する発掘調査の成果一覧 

施設名 調査年度 調 査 成 果 

焔消庫跡 昭和 59 年 

（発掘調査面積：6m×6m＝36 ㎡） 

・内曲輪から約 300m 北西方向の、舌状台地の麓に所在する。高さ約２m、

延長約 20m の規模で楕円形状の土塁が巡らされ、そのなかに構築された

ようである。 

・調査の結果、「間取図」とも一致し、長さ２間(3.6m)・幅２間半(4.5m)の

規模で柱穴を確認した。 

・南側の柱穴が錯誤して検出されたが、建物の構築の際に柱の位置を変え

た跡であろうと思われる。土塁の口からの死角となるよう、土塁内側の

ふくらみ部分に構築されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38 火薬庫跡平面図 

『史跡白老仙台藩陣屋跡Ⅲ』より引用 

 

（４）発掘出土品 

   出土遺物は、表 22「発掘調査によって発見された遺

物一覧」のとおり、磁器が最も多く、ほかに銅製品や

土製品がある。種類では壺甕や土瓶、徳利、磁器の椀

が多く出土している。出土地点は三番長屋跡が群を抜

いて多くなっている。 

 

 

 

         出土遺物  
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表 22 発掘調査によって発見された遺物一覧（単位：個） 

『新白老町史』下巻「陶磁器片出土点数」より転載 

種 類 ／ 出土場所 二番長屋跡 三番長屋跡 同 溝 四番長屋跡 五番長屋跡 計 

磁器 

椀 

飯茶碗 4 42 11 2 1 60 

湯 飲 9 62 18 21 4 114 

猪 口 4 22 8 6 1 41 

飯茶碗蓋  17 7 1  25 

皿 

大 皿 2 5   1 8 

中 皿 1 7 7 2  17 

小 皿 3 12 2 5 2 24 

受 皿  15  2 1 18 

鉢  7 1 1 1 10 

徳  利 8 38 1 18 7 72 

そ の 他 3 27 3 6 1 40 

炻器 

行平 
体底部 2 8  13 4 27 

蓋 2 3  1  6 

土瓶 
体底部 1 93  11  105 

蓋  12  1  13 

急須 
体底部  25 4 4  33 

蓋 1 1    2 

徳  利 1     1 

そ の 他 1     1 

陶器 

壺  甕 15 207  24 4 250 

擂  鉢 8 1  2  11 

徳  利 19 66  9  94 

そ の 他 1 2   4 7 

土器 焜炉ほか 10 14    24 

計 95 686 62 129 31 1,003 

 

４ 発掘調査のまとめ 

第１次環境整備事業に伴う発掘調査は、おおむね良好な保存状態にあった曲輪内部を集中的に行っ

た。内曲輪では御本陣跡、御勘定所跡、兵粮蔵跡、御兵具蔵跡や御馬屋跡、井戸跡、外曲輪では二番

から五番までの長屋跡、稽古屋跡、塩釜神社西側山麓の焔消庫跡の平面構成を明らかにした。その過

程で 1,000 点以上の磁器、炻器、陶器などが出土し、これらの資料は元陣屋資料館において保管・展

示している。出土品の傾向としては磁器が大半を占め、調理道具である包丁や建物の補修に必要であ

る大工道具などは僅かだった。なお、陶磁器類の産地の特定を進める作業については未着手である。 

生活痕の検出は少なく、ゴミ溜め跡や便所跡なども確認されていないことから、曲輪の外縁にも調

査範囲を広げることが重要である。これらの解明は、藩士の当時の食生活も含めた生活実態の検証に

もつながる。また、第１節「絵図面調査のまとめ」でも触れたように、白老元陣屋と白老会所の関係

性の解明にも発展をもたらすことになる。 

一方、曲輪周辺及び土塁上に巡らされていたと思われる柵列や、東側土塁外側の橋梁などについて

は発掘調査が及んでいない。また外曲輪東側にあったと考えられている東御門や枡形土塁についても

所在や存否を確認する必要がある。御本陣跡南の建物跡や二番長屋北の建物跡は柱穴の検出には至っ

たものの、用途などの実態が不明のままである。絵図面の描写や「間取図」に記載がないこれら建物
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跡は、建造年が比較的後年だったと考えられる。二番長屋北の建物跡は規模が大きく出土品も多いこ

とから、建造の背景や用途は藩士の警衛とも浅からぬ関わりが想定される。 

 

第５節 地質調査 

 

１ 地質調査の経緯と概要 

地質調査については、第１次環境整備事業の復元工事に先立ち、土塁鑑定調査が行われた。 

 

 以下に上記の調査書から転載する。 

 

 調査状況 

調査は、付図にしめした６地点において、堀割りを切って行なった。 

 

№１地点：この地点は、内曲輪北方の岡田口東側である。ここでは、地表面下 80cm ほどの堀割り

を行なったが、その状況からみると、下部に厚さ 40cm 以上の浮石質火山灰層があり、その上に 10cm

ていどの腐植土がのっている。この両者は、土塁に関係なく層状に連続しており、土塁構築時の地

表下にあったと考えられる。その上部には、浮石と土壌との混合したものが層状をしめさずにのっ

ており、土塁を構成している。つまり、浮石質火山灰層の上部にある腐植土の上面が、土塁構築時

の地表面であったと推定される。この腐植土の上面から土塁の頂部までは、約 160cm である。記録

では、土塁の髙さは 182cm（１間）であるので、このことは、確実である。そうすると、土塁南側の

現地表面は、当時より 40cm ほど埋積されていることになる。 

№２地点：この地点は、同じ岡田口の西側である。ここでも、大体№１地点と同じような状況が

みられる。構築当時の地表面とみられる腐植土上面と土塁頂部との間は約 170cm で、土塁南側の現

地表面との間は 60cm である。ここの現地表面直下には、厚さ 15cm ていどの比較的最近のはんらん

によるとみられる堆積物がみとめられる。これが№１地点と違う点で、このために、埋積の厚さが

№１地点よりも大になっていると考えられる。 

  №３地点：この地点は、内曲輪表門の位置にあたる。ここでは、岡田口と同じように、土塁構築

時の地表面を確認することと、前面にあった壕の状況を調べることを目的とした。ここでも、最下

部の浮石質火山灰層は同じようにみられるが、その上にのる腐植土はあまり明瞭でなく、かわりに

厚さ約 25cm の砂質土壌がのっている。これは、この地点にかぎり、堀割したところから湧水がみと

められたことから、構築当時は沼状あるいは、湿地帯であったと推定され、それを利用して前面の

濠がつくられたものと思われる。したがって、上部の砂質土壌が、岡田口の腐植土に相当するとみ

てさしつかえない。 

この砂質土壌上面から、土塁上部までは約 250cm あり、岡田口よりかなり髙く、内曲輪土塁の髙

さとされている 182cm をかなりうわまわっている。これは、表門のため、ほかよりも髙く構築され

たものであろう。 

前壕については、土塁の前面および壕の端らしきところから、くいがでてきたことから、このく

いとくいとの間が壕であったことは、ほぼ間違いない。この間は約 10ｍである。壕の深さまで確認

することはできなかったが、少なくとも 150cm 以上はあったろうと予想される。 

実 施 日 昭和 45(1970)年 10 月１日 

調 査 員 酒匂純俊 

目  的 白老仙台藩陣屋跡復元に必要な土塁の断面構造及び規模の解明のため 

調査状況 ６地点において堀割りを切って行う 

報告書名 『史跡白老仙台藩陣屋跡土塁鑑定調査書』 
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 №４地点：ここでは、外曲輪の原形を確認するために調査を行なったものである。この付近は、

数年前、ウトカンベツ川のはんらんを防ぐため、町の手により盛土したことがあるとのことであっ

た。堀割りの状況では、土塁原形の上に新らしい盛土の部分が明瞭にかぶさっているのが確認され

た。盛土は、土塁の西側斜面に厚さ最大 50cm ほどかぶさっているが、土塁頂部には、ほとんどのっ

ていないとみてよい。土塁の下部には、他地点と同じように、浮石質火山灰層があり、その上に、

腐植土がのっていて、原地表面が確認される。この原地表面から土塁頂部までは約 250cm である。

外曲輪の高さは 303cm（１丈）といわれるが、それからするとかなり低いようである。 

№５地点：この地点は升形門西側にあたる。ここは、№１ №２地点とほとんど同じで約 10cm の

腐植土がのっており、この上面が構築当時の地表面とみられる。この腐植土上面から土塁頂部まで

は約 230cm であり、土塁南側の現在の地表面との間は約 20cm である。 

№６地点：この地点は、升形門一文字西側にあたる。この土塁前面に壕形があり、その西端部付

近に壕を埋めたような地形がみられることから、これがはたして土塁構築後に人工的に埋められた

ものかどうかを確かめるために、調査を行なったものである。 

ここでは、現在の地表部から 30～50cm 下まで浮石質火山灰があり、その下は砂礫層となってい

る。この砂礫層は、部分によってかなり粒度が違うが、不明瞭ながらも層状を呈しており、堆積の

際に水の影響をうけているようである。したがって、砂礫層は、人工的なものでなく、河川または、

海水の影響により自然堆積した可能性が強い。上部の浮石質火山灰は、この砂礫層の上に不整合に

のっているが、これが他地点の下部にみられる浮石質火山灰層と同じものとすると、すべてが、土

塁構築時以前から存在したものということになる。 

両者の浮石質火山灰層が同じかどうか明らかではないが、その可能性があることから、現段階で

は、以前からあった地形としておく方が無難である。 

 

復元工事に対する注意点 

  以上の調査結果から、復元工事に当っての注意事項をのべれば次のとおりである。 

１）埋積表土の復元 

土塁構築時の地表面を復元するには、浮石質火山灰層（樽前火山灰層）の上部にのっている

腐植土を残して、その上の砂礫をとり除かなければならない。この砂礫は、河川のはんらんに

より堆積したものであるが、そのていどは、場所によってかなり違うようである。したがって、

一律に現在の地表面から何㎝とり除くという方法でなく、あくまで腐植土を基準にして、とり

除く必要がある。このためには、あらかじめ適当な地点で穴を掘り、腐植土の深さを確認して、

見とおしをたてた上、工事にかかる必要があろう。 

２）土塁の形状復元 

土塁の形状については、表のような記録があるが、各地点でのべたように、現在の土塁は場

所によってかなり異った大きさになっている。 
 
 
 
 
 
 
 

一方現在の土塁の形状からは、一部をのぞいて極端にこわされてはいないと判断される。し

たがって、土塁全体が表の大きさどおりに構築されたとは考えられない。頂部が一応平坦に連

続しているところは、ほぼ原形が残されているとみるべきである。頂部が、部分的に凹凸のは

げしいようなところは、人工的あるいは何かの原因で、土塁構築後にこわされたものとして、

もっとも高い部分に合わせるように復元したらよいであろう。 

土塁の復元はこのていどにとどめ、記録にこだわりすぎ、不自然な形状に復元しないことが、

むしろ望まれることであろう。   

                    以上 

 子あし 高さ 上 

内 曲 輪 3.65ｍ（２間） 1.82ｍ（１間） 1.21ｍ（４尺） 

外 曲 輪 5.45ｍ（３間） 3.03ｍ（１丈） 1.82ｍ（１間） 
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図 39 地質調査位置図   

『史跡白老仙台藩陣屋跡環境整備事業報告書』より引用   



８４ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 40 地質調査断面図       
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昭和 45 年７月１日に実施した土塁の測量調査の結果を付記する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地質調査のまとめ 

昭和 45(1970)年に実施した地質調査は、主に曲輪内部を中心とし、一部土塁を切る形で行われた。

土塁の形状は構築時から極端に壊されてはおらず、土塁の高さは内曲輪で 1.30ｍから 2.40ｍ、外曲輪

で 1.30ｍから 2.00ｍとする調査成果を得た。 

土層の傾向としては、火山灰層の上部にのる腐葉土が埋積表土と位置付けられる。堀割として活用

された第３地点付近の湿地帯と火山灰層の記載がない第４地点及び第６地点以外には腐葉土が確認さ

れているため、曲輪内の埋積表土を確かめる基礎情報と捉えられる。一方、第２地点で第１地点にな

い氾濫の痕跡があったことを踏まえると、調査ポイントを増やし氾濫の分布を整理する必要がある。

さらに、第１地点の調査で判明したように土塁の崩落の程度や分布を確かめ、正確な高さで復元する

ためのデータも必要である。 

第３地点の堀割からは木杭が出土し、その間隔も測られた。湧水があったとされることから、堀割

の水深とフシコウトカンベツの水深を比較する調査を検討したい。これは、小河川から水を引き入れ

ていたとする従来の通説の検証にもなる。 

このほか本調査により補完すべき点としては、フシコウトカンベツ周辺の土塁の存否確認と、東側

土塁の経過確認が挙げられる。フシコウトカンベツは従来、流路が天然の防壁と考えられていた。し

かし、本計画書により典拠資料と定められた№15『仙台藩白老陣屋之図』の絵図面では、曲輪西側に

も規模の不明な土塁が描写されている。近代以降に同地点の土塁に言及した記録は見付かっていない

ことから、痕跡を検出した場合は第１次環境整備事業時までに失われた理由を追跡しなければならな

い。東側土塁の経過については、第４地点で近代以降に行われた盛土の範囲を確かめ、本来の土塁の

形状を明らかにする必要がある。関連して東御門の存否確認は、土塁が本来より西側へ拡張されてい

る可能性も視野に入れた調査とするべきである。 

 

 

塁   間 長さ 底辺 高さ 上辺 

外 曲 輪     442.40ｍ 

岡田宅より自衛隊道路まで 49.30ｍ 3.60ｍ 1.30ｍ 1.00ｍ 

自衛隊道路幅 11.40ｍ    

自衛隊道路より表御門まで 122.00ｍ 5.20ｍ 1.75ｍ 1.80ｍ 

表御門口道幅 11.40ｍ    

表御門より塩釜神社参道まで 101.40ｍ 5.20ｍ 2.00ｍ 1.80ｍ 

～1.00ｍ 

塁   間 長さ 底辺 高さ 上辺 

内 曲 輪     360.30ｍ 

塩釜神社参道幅 3.08ｍ    

塩釜神社参道より岡田宅まで 61.00ｍ 3.60ｍ 1.30ｍ 1.00ｍ 

内曲輪より桝形門まで 336.60ｍ 5.50ｍ 2.40ｍ 2.10ｍ 

桝形門より遠御門まで 16.00ｍ 5.50ｍ 2.40ｍ 2.10ｍ 

桝形門道幅（出入口） 
45.70ｍ 

22.80ｍ 

5.50ｍ 

 

2.24ｍ 

 

2.10ｍ 

 

馬出し（残存部） 21.30ｍ 5.80ｍ 2.40ｍ 2.10ｍ 
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第６節 植生調査 

          

１ 植生調査の概要 

植生調査は、昭和 46(1971)年度に実施されている。これは第１次環境整備事業の着工に伴い植生へ

の影響が懸念されることから、現状記録を目的に行われた。 

 

以下に上記の目録から転載する。 

 

陣屋の大部は、ウトカンベツ川と旭ヶ岡山麓を流れマクンベツを経て白老川に注いだであろう現

在無名の古川との間によこたわる、標高 10.6ｍ～11.6ｍのほぼ平坦な土地で、当時はともかく、現

在では隆盛橋下を流れる排水路とウトカンベツ川の河川改修工事などによつて土地がよく乾燥し

ている。 

次頁の図をごらんください。入口付近は両側に多少樹木があるが、本陣に向かう道路の右側は草

地で、左側は樹林地で下生の草本類も繁るにまかせてある。 

本陣内はほぼ円形で、古井戸の跡が２カ所あり、台所用であつたという井戸は長方形で今はアカ

ダモ、ミズキ、エゾノリノキの３本の木がこの井戸を守るかの如く生えている。 

旭ケ岡は標高 35ｍ、本陣を眼下にするあたりに塩釜神社が建立されている。参道の両側にはシノ

ブヒバ、アカマツ、オンコ等の針葉樹が植えられ、あたり一体が密林となつている。小鳥の巣箱が

幾つか見えていた。神社境内には赤松の大樹が空にそびえ実に見事である。この付近は樹種が豊富

で、エゾヤマツツジ、ムラサキヤシオ、ホツツジ、ハナヒリノキのツツジ科をはじめ、サワフタギ

（ルリミノウシコロシ）、ウスゲカマツカ（ウシコロシ）をはじめ、ムラサキシキブ、ハクウンボク

等が目につく、ハクウンボク（白雲木）は太田さんの牧場側に特に良い木があり、花も見事である。

いったいにエゾノキ科のものにはハダのきれいなものが多いが、ハクウンボクも花といい、木ハダ

といい、鑑賞価値は十分である。しかも、これだけの大木がそろつている処は、乏しい筆者の経験

からははじめてのことである。この高貴な花木の保存は是非お願いしたいもの。 

また、参道沿いにヤマジノホトトギスがあって美しい花をつける。旭ケ岡山麓に旧古川が、半月

状に水をたたえている。ガマ、ヨシ、スゲ類、がしげつていて次第に古川を埋めて泥炭を形成して

いる。本陣から出はずれると、右手にトクサの群落があり、同じ側の古川にガマとショウブの大き

な群落がある。ショウブはいつ誰が植えたのであろうか。もし、陣屋構築当時とすればショウブは

尚武に通じ、武士の心意気がしのばれ、またショウブは邪気を払い健康をもたらすとされているの

で、えぞ地におもむく夫の荷物にそつと球根をしのばせた妻の愛情ででもあろうか、ここを通るた

びにしばしたたずんでそこはかとない情感にひたらずにはおれなかつた。 

ここを過ぎて数歩にして左側にちかつと光って古川がのぞく。ここにクロバナロウゲが密生して

いる。さして花が美しいというほどのものではないが、胆振では珍しい湿地性植物で、秋の紅葉は

なかなかに美しい植物である。ここの古川がクロバナロウゲからエゾヒツジグサにかわるあたりに

ヘラオモダカの極めてわい性の物がある。通常へラオモダカは小さくても 20cm はある。しかるに

ここのは数センチにすぎないのである。 

道は間もなく参道入口に達する。左側によく手入の行き届いた芝生の広場があり、その先はバラ

実 施 日  昭和 46(1971)年５月 17 日、７月５日、７月 26 日、７月 31 日、８月 29 日、 

９月 12 日、11 月７日 

目  的  復元工事により環境に変化が生じ、植生などもその影響を受け変化すること 

が予想されるため、できる限り現状を記録し後の参考とする。 

調査者名 山内一郎（登別市立図書館長） 

目 録 名 『白老町の仙台陣屋址の植物目録』 
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線が張られ和牛の牧場になつている。ここの広場に太田さんの寄進になる三好清房の歌碑がある。

この歌碑付近には樹木では本地域でただ１本のニシキギがある。草本ではアカボノソウ、ミヤマウ

ツボグサ、ヤマキツネノボタン、ホソバツメクサ、エゾノクガイソウ、キオン、ナガエノコナスビ、

スズメノヒエ、エゾノサワアザミ、オトコエシ、シラヤギク等があり、古川にはエゾヒツジグサ、

オヒルムシロが見られる。ここでは植物ではないがマルタニシの殻が数個見られた。おそらくマル

タニシがこの古川にひつそりとすんで、カルガモが泳いでいるのが見られたので、カモ等の餌にさ

れているのであろう。 

この古川の下手が向い岸に渡れるので、のど首のように細くくびれた処を通つたのであるが、雨

で押し流された樽前系であろうか、径２～３㎝にも及ぶ粗粒性の火山灰が山積しているのであつた。

よく見ると、この辺は 10 ㎝位の表土の下が火山灰土で、地味は一般によくないようだ。玉虫左太夫

の安政四年の日記にも、「大低焼砂多ク開墾ニハ容易ナラザル処ナリ。」と記しているのもうなずけ

る。さてここを渡れば、ノガリヤスの類やヌマガヤ、コウガイゼキショウの仲間をふみわけて進む

と、本地域最大の古川というより半月湖とも称すべきところ、ガマとエゾヒツジグサを中心とし、

ガマの間にミクリが点在している。 

この半月湖の南端の近くを排水（あるいは用水）路が通つていて、本調査ではこの排水路から海

岸側を一応調査対象区域とした。この排水路の水際にニッポンイヌノヒゲ、ホソコウガイゼキシヨ

ウ・ヘラオモダカ等が見られた。またトモイソウ、ノハナショウブ、オミナエシ、ツリフネ等があ

る。 

いわゆる城址跡とこの排水路との間は、樹林地をなしている。この地域には元河川の跡がうねつ

ているほか、２カ所の湿地をはさんでいる。樹種は豊富で、イヌコリヤナギ、エゾヤマハンノキ、

オニグルミ、サワシバ、ミズナラ、ヤマグワ、ミヤマザクラ、ニガキ、ミツバウツギ、ハシドイ（ド

スナラ）、ヤチドモ、等々の夏緑広葉樹に恵まれている。下生としてエゾミヤコザサ、ススキ、オ

オヨモギを中心とし、コウライテンナンシヨウ、エゾトリカブト、ミズバシヨウ、オトコエシ、バ

イケイソウ、オウバセンキユウ等多数が見られ、夏にはヤマグワ、ナワシロイチゴがおいしい実を

つけ、こうした所は子供達のふみあとがついていて、ほほいまし限りである。 

また点在する湿地帯には、各種のスゲ類をはじめ、イグサ、シロネ類、カンガレイ、クロアブラ

ガヤ、サギスケ、クロヌマハリイ等が見られる。タニミツバ、ヌマゼリ、ホソバヌマゼリは数は少

ないが、そうどこにでもあるものではない。湿地には春に咲きがけるミズバショウの白さもよいが、

夏に咲くサワギキヨウ、エゾミソハギの美しさもかくべつである。 

Ａ地区 

このＡ地区は、陣屋説明板の裏によこたわる、旧古川跡を中心にする地域である。 

ミズバショウ、ヨシ、オニシモツケ、オオダイコンソウ、オオブキ、ヌマダイオウ、ノブキ、マイ

ズルソウ、エゾトリカブト、オオカサモチ、ハンゴンソウ、ミヤマヤブタバコ、スイバ、ウマノミ

ツバ、ヒメシロネ、トクサ、オオバセンキユウ、オオウバユリ、タチギボウシ、フツキソウ、オシ

ダ、エゾニウ、ヒオウギアヤメ、オニウコギ、エゾノリノキ、ハルニレ（アカダモ）、エゾクロウメ

モドキ、ハシドイ（ドスナラ）、ケカンボク、ミヤマイボタ、ニガキ、オニグルミ、ヤチダモ、キハ

ダ（シコロ）、ケヤマハンノキ、ホウ、ヤマモミジ、ベニイタヤ、コバノトネリコ（アオダモ）等が

ある。その他、ユキザサ、エゾカンゾウ、ホウチヤクソウ、など種類はなかなかゆたかである。 

なお、この地区の森野線沿いにクズ一株ある。 

Ｂ地区 

Ａ地区との境、つまり旧古川の岸の処に帯状にスズ（篠竹）が茂つている。有珠の善光寺の境内

をはじめ登別へんにかけてシノダケといつて植えている一品がある。これはアズマネザサで、本道

に自生するシノダケ（スズ）とは別の物である。 

ヤマタツナミソウ、エゾタチカタバミ、ヒヨクソウ、コウゾリナ等がある。入口の立札のすぐう

しろにカシワの木が一株ある。 
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Ｃ地区 

入口左側の土塁上に、キタコブシとオニグルミの相当な大きさの木が育つていた。キタコブシは

春訪れたときは大きな花をたくさんつけていたが、修復工事で姿を消した。 

さて、この土塁には、サクラスミレ、ケタチツボスミレ、コンロンソウ、キジムシロ、ヒメジヨ

ン、ヨブスマソウ、エゾタンポポ、セイヨウタンポポ、ヒメカンスゲ、エゾコガネギク、ヨツバシ

オガマ、ニガナ等が見られた。 

Ｄ地区 

ユキザサ、エゾフユノハナワラビ、シロツメクサ、エゾニユウ、チシマアザミ、オオバセンキユ

ウ、オオバコ、ノブキ、マイズルソウ、オニシモツケ、タチギボウシ、イヌガンソク、コウゾリナ

等が見られた。 

Ｅ地区 

フデリンドウ、エゾタンポポ、ミヤマエンレイソウ、オシダ、チシマアザミ、オオウバユリ、フ

ッキソウ、ウマノミツバ、エンレイソウ、セイヨウタンポポ、ヒメジヨオン等がこの土手の主な植

物であった。 

Ｆ地区 

この土塁には、樹木では、ケカンボク、ウワミズサクラが生え、これとならんで土手下にひとぎ

わ枝の茂った樹木がこれとならんでたつている。これが、変種のケウワミズザクラである。 

なお、ＥとＦの土塁の間には、クサソテツ、フッキソウ、オオヨモギ、ノブキ、オオブキ、ユキ

ザサ、シメジョオン、エゾミヤコザサ、ヤマネコノメソウ、エゾノギシギシ、ダイコンソウ、オオ

イタドリ、ミズヒキ、キツネガヤ、ヤマカモジグサ等が目立つた。 

Ｇ地区 

エゾヤマハギ、イヌコリヤナギ等のほか、ここはモジズリ（ネジバナ）が実に多いのに驚かされ

た。その他シラヤマギク、オトコエシ、メマツヨイグサ、クサフジ等がある。 

Ｈ地区 

ここは道路に近いところは、イヌコリヤナギ、ケカンボク等の木があり、奥に進むにしたがって

林地を形成している。２本の赤松を除くと他は全部夏緑広葉樹である。 

ここは、エゾミヤコザサを中心とし、ヤマアワ、ノガリヤス類、オオヨモギ、オニシモツケ、ヨ

ブスマソウ、ハンゴウンウ等が伸びるにまかせて繁茂し、その間に、エゾカンゾウ、ヤブカンゾウ、

オカトラノオ、クサレダマ、クサフジ等が咲きほこりすてがたい味のある所である。一本の赤松に

コクワ（サルナシ）とツマアジサイ（ゴトウヅル）の蔓性灌木がからみついて、ジャングルを思わ

せるものがある。 

Ｉ地区 

Ｈ地区とＩ地区の中間は採草地でもあろうか。草が刈られて手入れされているが一部に放任され

るままのところがある。そこには、ヒオウギアヤメ、エゾカンゾウ、トリアシシヨマ等も見られる。

赤松の大木が一本そびえている。 

本陣地区 

まず、本陣地区周辺の土塁をＪ、Ｋ、Ｌ、Ｍの四地区に区切つて概要を記しておこう。 

Ｊ地区とＫ地区 

コウボウ、フデリンドウ、メマツヨイグサ、エゾカンゾウ、コウライテンナンシヨウ等が見られた。

Ｊ地区北端近くにレンプクソウの一群が花を開いていた。レンプクソウはたけも低く全く目立たない

花なので学名はアトクサとよばれ、これは取るに足らぬの意であるが、どこでもある草ではなく珍品

のひとつといってよかろう。 

Ｌ地区 

この土塁には、ヘビノネゴザ、ヒメジヨオン、エゾタチカタバミ等があり、土塁の裏側にはカラハ

ナソウ、ノブドウ、トクサの類が見られる。 
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Ｍ地区 

サクラスミレ、フデリンドウ、トンボソウ、ヒメジヨオン、ヤマタツナミソウ、ハマハタザオ、樹

木では土塁上にミヤマザクラがあった。 

本陣土塁内区域 

古井戸が２ツあり、三叉路を左にとると右手に丸井戸がでる。この周辺にノビル、エゾネギなどが

見られる。そのあたりからＬ土塁の前面一帯にヒメジヨンの花が咲き乱れ東端尽きるあたりにアマニ

ウの一群が目立つ。 

さて、本陣内の概要は、ムラサキケマン、オオバナノエンレイソウ、キバナノアマナ、オオイタド

リ、ミヤマエンレイソウ、オオブキ、エゾニウ、マイヅルソウ、クサソテツ、フッキソウ、コウゾリ

ナ、タチギボウシ、コウヤワラビ、ヘビノネゴザ、エゾフユノハナワラビ、ヤマドリゼンマイ、イヌ

ワラビ、イヌスギナ、オニシモツケ、ヤブジラミ、エゾタツナミソウ、コシオガマ、ウシハコベ、オ

カトラノオ、オオヤマフスル（ヒメタガソデソウ）、ウスバヤブマメ、ゲンノシヨウコ、エナシヒゴグ

サ、エゾタチカタバミ、ヒメムカシヨモギ、ユキザサ、ナガホシロワレモコウ、コウゾリナ、オオバ

コ、ミツモトソウ、クサイ、エゾノコンギク、ノハナシヨウブ、アカツメクサ、シロツメクサ、ミミ

ナグサ、ナワシロイチゴ、ツリガネニンジン、アマドコロ、ヒオウギアヤメ、ヒメイズイ、カモガヤ

（オーチャード）、オトコヨモギ、エゾカンゾウ、樹木は少しだが、ハルニレ、ミズキ、エゾノリノキ

等がある。 

三叉路付近と、Ｌ土塁の東端下にオニノヤガラという怪奇なラン科の植物が 10 株程ある。別名ヌス

ビトノアシともいわれ、ほおかぶりをして尻をはしよったぬすびとの抜きあしさしあしの姿がしのば

れはするものの、なんとも気の毒な名を付けられたもの。 

赤松について 

陣屋を訪れた者で、赤松の巨樹に目を見はらないものはなかろう。この赤松は、苗木をお国表から

移植したものか、それとも種子から育てたのか少なからず疑問に思つた。この点について資料がない

ので判断はできないが、玉虫左太夫の日記に、「尤モ場所モ広クシテ海岸ヨリ隔ツコト十四丁、其間大

路ヲ築キ両傍ニ並松ヲ植ント松種ヲ蒔キ置キタリ。」と安政四年九月十六日ここを訪れたと書き残し

ている。もしも、この松並木が赤松であつたかあるいは黒松であつたかは、この記事だけではわから

ない。けれども、当時の交通事情からして、種子を蒔いた可能性は高いのでなかろうか。 
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       図 41 白老仙台藩陣屋跡の植生図  

 『白老町の仙台藩陣屋址植物目録』より転載  
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２ 植生調査のまとめ 

昭和 46(1971)年度の調査は、主に堀割と土塁の内側に限定して行われた。「半月湖の南岸の近くを

排水路が通っていて、本調査ではこの排水路から南側」が調査範囲であり、これは当時の史跡指定地

にほぼ合致している。この排水路は第１次環境整備事業において埋設され、現存しない。本調査では

塩釜神社参道付近の植生にも記録が及ぶことから、西側小河川流域に限っては塩釜神社山麓も調査さ

れたものと思われる。 

平成元(1989)年度の調査は昭和 46 年度調査とほぼ同じ範囲で行われたが、藩士墓地周辺や河川改

修後のウトカンベツ川両岸付近、愛宕神社のある東側舌状台地、元陣屋資料館及び北側多目的広場よ

り北側はほぼ未調査の状況にある。 

概括すると過去の調査はどちらも範囲が限られていたほか、調査方法も一貫していない。昭和 46 年

度調査は草本類と樹木類を総計としてまとめたが、個々の樹種の本数は記録していない。平成元年度

調査は樹木の本数に言及しているものの分布にまでは及んでおらず、内容も樹木調査と呼ぶべきもの

である。 

過去の調査はいずれも観察記録的な内容であり、本史跡の立地と植生の関連に言及するためのデー

タとはなっていない。植栽樹木と自然樹木の整理のほか、本史跡の価値を高めるような樹木類につい

ては健康状態の確認も重要である。本計画の策定後は速やかに総体的な調査を行い、それぞれの取扱

いを定めるための基礎データを作成する必要がある。 
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第５章 本質的価値と構成要素                

 

第１節 史跡白老仙台藩陣屋跡の本質的価値 

 

１ 指定告示文 

本史跡の本質的価値を整理する前に、各指定告示に示された指定理由の説明文を掲載する。  

 

（１）昭和 41(1966)年３月３日の指定告示 

「安政二年四月、仙台藩は東蝦夷地白老から知床岬までの警備を命ぜられ、最初元陣屋を勇払

に置くことになっていたが、翌三年、勇払は地理上不適当であったため、白老に替えることを許

された。 

陣屋は南方海岸に近く、ウトカンベツ川の右岸にある。直径約一二六メートルないし一〇〇メ

ートルの円形状に地を画して低い土塁をめぐらし、その前方約二五〇メートル、海岸方向に向っ

て堅固な虎口を設けている。背部には焔硝庫の跡があり、陣屋構の外に藩士の墓地がある。また

背部小丘上に塩釜神社が祀られている。 

遺構今なお見るべきものがあり、幕末北辺防備の遺跡として価値あるところである。」 

 

（２）昭和 51(1976)年７月８日の指定告示 

「史跡指定地域の精密な実測の結果により、また、指定地域周辺の開発状況にかんがみ、保存

上必要な部分を追加指定するものである。」 

 

（３）平成７年(1995)年 11 月８日の指定告示 

「安政三年（一八五六）にその殆どが完成した仙台藩の白老陣屋跡の一部は、昭和四一年に史

跡に指定され、昭和五一年には、指定地域が陣屋の大半をおおうよう追加指定を行ったが、陣屋

の東を固めるため切替開墾されたウトカンベツ川の改修工事が昭和五七年度に行われ、史跡指定

地の東辺部が不明確になった。このため、現状に即して史跡指定地を分明する目的で、追加指定

及び一部解除を行い、保護の万全を期するものである。」 

 

 ２ 指定告示文から見る本質的価値 

昭和 41(1966)年当初の指定告示文では、本史跡が「幕末北辺防備の遺跡」であることに価値が示さ

れている。仙台藩士の蝦夷地出兵は、開国を迫られた徳川幕府が諸外国の蝦夷地進出を危惧したこと

が背景にあり、それを軍備によって防ごうとした。 

白老元陣屋は、我が国が迎えた大きな時代の転換期に、幕府が何を考え、国境地帯である蝦夷地で

は実際に何が行われていたのかを知る上で欠くことのできない史跡である。また、土塁や虎口、藩士

の墓地や塩釜神社など、様々な遺構が「今なお見るべきもの」として残されていることが記されてお

り、往時の姿を具体的に見ることのできる点が大きな価値である。さらに、当初告示文には、地理上

の理由で勇払から白老に設置場所が移されたこと、海に南面する川沿いにあることなどの地形的特徴

が示されている。 

昭和 51(1976)年の第１次追加指定時の告示文では、「保存上必要な部分」として東西の舌状台地を

含めており（図 13「昭和 51 年７月８日 官報」）、この地に元陣屋が築かれることとなった地形環境

も重要な価値を持っていることが分かる。 

 

 

 


