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開催にあたって
大仙市・美郷町に所在する払田柵跡は、東北古代史上に重要な遺跡として昭和６年に秋田県第１号
の国指定となった史跡です。史跡の保護を図りつつ、その実体解明と環境整備のための資料収集を目
的として、秋田県教育委員会は昭和49年、払田柵跡調査事務所を設置しました。本年、平成26年度
は、事務所設置及び調査開始40周年にあたります。事務所は昭和56年に開設された秋田県埋蔵文化財
センター内に移転しましたが、本年度の企画展は、その40周年を記念して『払田柵跡―巨大城柵の実
像に迫る―』と題して開催する運びとなりました。期間は、平成26年９月１日～平成27年３月１日ま
でです。
東北一を誇る巨大城柵とされながら文献史料に登場しない「幻の城柵」でもある払田柵跡は、継続
的な調査の積み重ねにより、次第にその姿が見え始めてきました。本企画展では、払田柵跡ならびに
関連する遺跡について、実物資料を中心に展示します。そして、それらの遺跡の実像を探り、古代史
上に果たした役割を考えます。
本企画展を契機とし、現地に足を運んでいただき、悠久の東北古代史を実感いただくとともに、本
県の埋蔵文化財と歴史、文化について一層の御理解を深めていただきますよう願っております。
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はじめに —…城柵とは、払田柵跡とは何か —

城柵とは、奈良・平安時代の律令国家が、その体制に属しない地方に地域支配の拠点として設置した軍
事・行政施設です。東北地方に関わる文献史料には出羽国（現在の山形県・秋田県）の城柵として、出

いで は

羽
柵
のき

、秋田城（阿
あ き

支太
た

城
じょう

）、雄
おが ち

勝城
じょう

、由
ゆ

理
りの

柵
さく

、大
おおむろ

室塞
のさい

が記されています。このうち、史料の城柵名が考古学的
に一致しているのは秋田城だけです。一方、雄勝城（759年初見）と由理柵・大室塞（780年初見）は位置や
実体が全く不明です。そして、城柵としての遺構が明確であるにもかかわらず、史料上の城柵名との対比が
定まっていない遺跡が払田柵跡なのです。
　払田柵跡は、大仙市払田・仙北郡美郷町本堂城回にあり、横手盆地北側の仙北平野中央部に位置します。
遺跡は、第三紀硬質泥岩からなる長森・真山の小丘陵を中心として、北側を川口川・矢島川（烏

からす

川）、南側
を丸子川（鞠子川、旧名:荒川）によって挟まれた沖積低地に立地しています。

　柵跡は大きく長森・真山
を囲む外

がい

柵
さく

と、長森を囲む
外
がいかく

郭、長森丘陵上中央部の
政
せいちょう

庁からなります。政庁は板
塀で方形に区画され、正殿・
東脇殿・西脇殿や付属建物群
が配置された城柵の中枢施設
です。これらの政庁の建物に
は５時期（第Ⅰ～Ⅴ期）の変
遷があり、創建は９世紀初頭
（801年頃）、終末は10世紀
後半です。創建を801年頃と
しているのは、外柵・外郭を
構成する材木塀角材の年輪年
代測定結果と出土遺物の時期
に基づきます。

白抜き記号は
位置の不確定な城柵

❶：昭和59年に撮影された全景航空写真（南から）
　　��表紙下写真と比較して下さい。この当時は柵内に河川跡の発見

はなく、沖積地部には役人や兵士の住宅が建ち並び、その周囲
に水田が広がっていたと想定されていました。

❷：外郭線北側における材木塀角材列（平成７年、北西から）
　　角材幅は平均30㎝、隙間なく建ち並んでいます。
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北陸・東北地方の古代城柵
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Ⅰ　巨大城柵の成立とその景観
　最も外側の区画施設である外柵は、角柱状に加工されたスギを隙間なく立て巡らせ、長森・真山の両丘陵
外側を長楕円形に取り囲んだ施設です。柵内を北東から南西方向に流下する河川と交差するところで材木塀
は途切れますが、規模は東西1,370ｍ、南北780ｍ、総延長約3,600ｍ、その面積は約878,000㎡です。材木塀
の東西南北、四方には八脚門が置かれていますが、材木塀を含め建て替えられた形跡はなく、創建時のみの
造営だったことが確認されています。
　外郭も、長楕円形を呈する長森丘陵を取り囲むようにあり、創建時には築

つい じ

地塀
べい

・石
せき

塁
るい

と材木塀で構成さ
れます（Ａ期）。外柵と違い途切れることなく全周し、その規模は東西765ｍ、南北320ｍ、総延長約1,760
ｍ、面積は約163,000㎡です。外柵と同じように四方には八脚門が設置されます。　　　　
　創建時外郭の景観は次のように復元できます。正面の外郭南門は「八」字状に開く二列の石塁を挟むよう
に取り付きます。両石塁上には櫓

やぐら

も設置されていました。門の両脇に櫓が配置されるのは、他三門にも認め
られます。石塁の先は築地塀に接続します。築地は丘陵縁辺を巡り、沖積地である北側だけが材木塀となり
ます。築地は基底幅３ｍ程の土塀で、推定される高さは3.6ｍとされます。なお、瓦の出土地点、種類とそ
の量から類推すれば、瓦は創建時の外郭南門や櫓の屋根棟上に部分的な装飾効果をもって葺かれていた可能
性があります。
　創建時払田柵は、政庁域の外側に二重の区画が併存していたことになります。外柵が一部開口すること、
外郭南門周辺が特異なまでに飾り立てられていることを考慮すれば、城柵の基本的な機能である防御的な役
割以上に、払田柵は国家の権力を誇示するため「壮麗で巨大な外観」を見せつけることを意識した施設だっ
たと考えることができます。

❶：�外柵内には河川や低湿地が広が
り、沖積地には住居がほとんど
確認できませんでした。今のと
ころ役人等の居住域は柵外に求
めざるを得ないようです。

❷：�整備された外郭南門と石塁（南
東から）

❸：�一般的に櫓は区画施設を跨
また

いで
建てられますが、払田柵の場合
は、外側に面している側の脚柱
はなく、石塁に乗りかかる構造
となっています。これも「見た
目」を意識した構築であったの
かもしれません。なお、石塁の
基底幅は３～3.6ｍ。

❹：�渦巻文瓦　未だにどこ
で焼成されたのか判明
していませんが、他城
柵での出土例もありま
せん。
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外郭南門脇の石塁にのる櫓状建物　側面図（想定図） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原図は大仙市教育委員会提供 

内側 外側 

外郭南門脇の石塁にのる櫓側面図（イメージ）
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払田柵跡各地区と周辺の遺跡
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Ⅱ　改築後の景観から終末へ
払田柵最初の改築は９世紀中頃です。外柵と東西南北の４門は建て替えられることなく取り払われ、長

森を囲う外郭が最も外側の区画となります（Ｂ期）。真山丘陵も柵外となりました。巨大な規模と景観を
誇っていた城柵は創建時の1/5にまで縮小されることになったのです。そして、外郭の区画施設はすべて材
木塀に置き換えられます。かつての築地上には角材が建て並べられますが、その外観は土塁状の高まりの上
に角材列が連なる様子を示していたはずです。大改築は10世紀に入ってからも２度実施されますが（Ｃ・Ｄ
期）、４門と両脇の櫓は、創建時Ａ期の位置から大きく変更されることなく、建て替えられます。外観上は
大きく変化しましたが、主要な施設の配置は創建以来一貫して継承されたのです。
10世紀後半をもって払田柵は終末を迎えます。ところがその後、払田柵を引き継いだと考えられる遺跡

が同じ横手盆地内に現れます。横手市大鳥井山遺跡です。この遺跡は、後三年合戦（1083−87）で源氏に滅
ぼされることになる清原氏の城館跡とされます。払田柵から大鳥井山への継承は次の３点を前提とすると以
下のような推測が可能となります。
１点目は、払田柵最終末期の土器と大鳥井山最古期段階の一群が同じ特徴をもつことが確認されたこと

です。このことは、両者がわずかな期間かもしれませんが併存していたことを示します。２点目は、外観上
の共通点です。長森・真山の独立丘を選択した払田柵は、長森の外郭を材木塀で巡らせますが、成立時の大
鳥井山遺跡も小吉山・大鳥井山の二つの小丘陵地を選び、小吉山の一部を材木塀で囲います。３点目、清原
氏は出羽国城柵の実務を担当した在

ざいちょうかんじん

庁官人（地方有力豪族から選出された役人）とされることです。
払田柵の最終末期である10世紀後半には、横手市に清原氏の城館が成立します。自らの拠点作りにあた

り、払田柵の外観を採用します。それは、かつて律令国家が権力を誇示した手法の再現であり、「清原氏こ
そが権力の真の継承者である」ことを示すものとして大鳥井山を建設したと言えないでしょうか。権力が地
方有力豪族へ切り替わった段階で払田柵の役割は終わりを告げたのです。

❶：払田柵創建（Ａ期）と改築後（Ｂ～Ｄ期）の景観の変化　Ｂ期には外柵がなくなり、真山も柵外となります。
❷：大鳥井山成立時の土器群（10世紀後半代）　払田柵最終末期の土器と同じ特徴があります。
❸：�払田柵から大鳥井山への景観変遷　大鳥井山の景観は、奥州平泉・藤原氏の館である柳之御所（12世紀）に引き継がれた可能性

もあります。
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Ⅲ　調査で明らかとなった払田柵跡
昭和49年、秋田県教育委員会は仙北町公民館内（現在、秋田県埋蔵文化財センター内）に「秋田県払田

柵跡調査事務所」（同、秋田県教育庁払田柵跡調査事務所）を開設し、同年から毎年学術調査を重ねてきま
した。平成26年度は事務所開設及び発掘調査開始40周年の節目となります。ここでは、40年の調査から得ら
れた資料をもとに、明らかとなってきた払田柵跡の実像を正面玄関である外柵南門を振り出しに見ていきま
しょう。

１　外柵南門から南大路へ
外柵南門を含め、外柵・外郭の各門は八脚門と呼ばれる形式です。柱自体は４本３列の計12本からなり

ますが、中央列４本は、正面列、背面列に隠れ、外観上８本柱のように見えることがその名の由来です。調
査の結果、門柱は径60～62㎝の丸柱であった
ことが確認され、その多くはクリ材であるこ
とも判明しました。門に接続する材木塀がス
ギ材ですから、使い分けがなされていたこと
になります。なお、現在復元整備されている
門柱は青森県産のアオモリヒバです。現地で
ご確認ください。

南門を通り、南大路を北上します。調査の結果、道路そのものの確認はできませんでしたが、幅９～12
ｍで盛土による路面が造られていたと想定しています。また、柵内には北東から南西方向に流れる河川があ
り、道路と交差する箇所では木橋が架けられていたことも確認できました。

❶：調査された外柵南門（平成４年、北から）　
　　�柵内から柵外を臨む。門柱や材木塀角材が良好に残
されていました。右奥が埋蔵文化財センターの建物
です。

❷：�調査された橋脚（平成５年、
南東から）
左手前が外柵南門、右奥が
政庁域。

❸：橋脚（平成４年、北から）
現存する長さ2.45ｍ、径は
50㎝。スギ材の先端を尖ら
せ川底の基盤層に打ち込ん
でいました。

❹：整備された木橋（南西から）
調査の結果、橋が架けられ
ていたところでの川幅は約
９ｍ、橋の長さは約17ｍ、
推定される幅は４ｍ、その
成果に基づいて復元整備さ
れています。

３２

１

４
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２　外郭南門と東方官衙域・南西官衙域
外郭南門は、「八」字状にレイアウトされた石塁と櫓を両脇に従えた、壮麗な景観であったと考えられ

ます。東北の古代城柵において区画施設に石塁・石垣を利用する施設はここ払田柵だけです。その門柱は創
建時には径65㎝あり、これは外柵南門を上回ることからも本門の位置づけが想像されます。ここでは門前の
石段に注目しましょう。現在復元整備している石段は５段ありますが、石の大きさやその幅にはばらつきが
あります。これは発掘調査の成果を基に復元した姿なのです。

外郭南門の東方と南西側（南大路西側）にあたる２か所では複数の掘立柱建物跡が重複して検出され、
外郭南門東方官衙域・南西官衙域と名前を付しています。官

かん

衙
が

とは役所、官庁を指します。東方官衙域で
は、創建段階に政庁正殿に匹敵する規模の南庇付き建物が造られます。南側に庇をもつ建物は、柵内では政
庁正殿以外になく、格式の高い建物であったようです。ここからは「調

ちょう

米
まい

」と書かれた木簡（12頁写真参
照）や「厨

くりや

」と墨書された土器が10点以上発見されています。調米とは、蝦夷への饗
きょう

給
ごう

用の米とされます。
饗給は、宴席を設けて食料や禄物（布など）を与えて蝦夷を懐柔し、蝦夷集団との政治的関係の維持・拡大
を図ることであり、国家の蝦夷に対する最も重要な施策の一つでした。「厨」は食物を調理する台所ですの
で、本建物内やその周辺で蝦夷に対する饗宴が行われたと考えることができます。この建物は、２回の改
築・移築がなされ、10世紀初頭には南大路西側、南西官衙域に移転したようです。ここでもほぼ同位置で５
回の改修が認められ、払田柵終末期まで存続していたことを確認しています。南西官衙域に移築後の建物の
性格は明確ではありませんが、おそらく払田柵の全時期を通して、外郭南門前面の一角は、蝦夷の饗給に係
わる地区として機能していたと想定できます。

❶：�調査時の外郭南門と石段（昭和53年、南から）
❷：�外郭南門から西側に弧状に延びる石塁（昭和61年、北から）
　　�南門は写真左手前。

❸：整備された外郭南門東方官衙域の建物（南西から）　上右は「厨」墨書土器。　
❹：調査中の外郭南門南西官衙域の建物跡（平成５年、南から）　右上が外郭南門と石塁。
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３　政庁域
政庁は、城柵において最も中心的な場であり、政務や儀式を執り行う重要な場所です。調査の結果、長

森丘陵部中央を平坦に造成し、板塀による方形区画内に広場を囲んで正殿、東脇殿、西脇殿が「コ」の字形
に配置することがわかりました。政庁は５時期の変遷（第Ⅰ～Ⅴ期）があり、各期を通して、板塀外側の南
前面には、東前殿、西前殿が置かれます。また、板塀で囲まれた北側奥にも第Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ期には関連する付
属建物が造られます。現在復元整備しているのは、政庁が最大規模となる第Ⅲ期の姿を表示しています。10
世紀前半に構築された第Ⅲ期政庁は、東西64ｍ、南北76ｍの規模で板塀が巡り、四方に門が置かれます。正
殿奥の北東と北西には建物が設置され、政庁内には東西脇殿と合わせて５棟の建物が整然と配置されていま
した。

❶：整備された政庁域（南西上空から）
❷：調査時の政庁正殿跡（昭和52年、南から）
❸：板塀を跨いで構築される政庁東門跡（昭和53年、北から）
　　東門は第Ⅱ・Ⅲ期のみに付設、写真右奥が東脇殿跡。
❹：�政庁域の外側に置かれた東前殿跡（昭和54年、東から）
　　�政庁を区画する材木塀を挟んで写真右奥に政庁南門跡、左手
前に白く見えるのが、基盤層にある硬質泥岩。

❺：整備された東前殿（西から）
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４　長森東方地区、長森西方地区
長森東方地区は、政庁域の東側にあたります。ここでは掘立柱建物跡、竪穴建物跡や、これらを区画す

る板塀跡などが７時期にわたり確認され、創建期から終末まで継続して使われていました。建物跡は大型で
政庁脇殿と同規模であることから、本地区は城柵内の実務を執り行う場であったと想定しています。ここか
らは「小勝」「官」「厨」と墨書された土器や漆紙文書も出土しています。

政庁域の西側にあたる長森西方地区は、東方地区とは全く様相が異なっていました。丘陵の北向き緩斜
面部を中心とする場所から、鍛冶に関係する工房跡が数多く見つかったのです。外郭西門寄りの鍛冶工房域
（鍛治工房１）では、緩斜面を平坦に整地した後、掘立柱建物を上屋とする工房が造られました。時期的に
は９世紀中頃から後半ですので、最初の改築頃に相当するようです。政庁西側の鍛冶工房域（鍛治工房２）
では、斜面地を平坦に造成することは外郭西門寄り区域と同じですが、工房が竪穴となる違いがあります。
また、外郭西門寄りの区域では工房が整然と配置するのに対し、ここでは狭い範囲に数多くの鍛冶工房が重
複を繰り返して造り変えられていることが特徴です。時期は９世紀後半～10世紀前半となります。

❶：掘立柱建物跡（平成３年、北から）
　　�建物規模は長さ14.7ｍ、幅6.8ｍ（５間×２間）、柱堀形は方形で一
辺が1.3～1.7ｍ、柱痕跡は径0.3ｍ。

❷：数多く重複する板塀跡（平成３年、西から）
　　�板塀で囲まれた内側に整然と配置された掘立柱建物跡等が発見され
ました。

❸：外郭西門寄り鍛冶工房域、２棟並んだ鍛冶工房（平成14年、北から）　
　　�写真奥の建物跡は、長さ6.65ｍ、幅4.45ｍ（３間×２間）、建物内中央北寄りに鍛冶炉（写真では黒く映っている）、隣接した
西側（写真右奥）には土坑（❹）が位置します。　

❹：�土坑と中に入り込んでいる大きな石（北西から）　土坑の位置から、それは工人がこの中に入り作業する「足入れ穴」であり、石
は鍛冶作業を行うための金床石と想定されます。50㎏を超す石の６面には鍛冶作業によって細かな鉄片が付着していました。
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５　ホイド清水から外郭北門、真山丘陵へ
　政庁域から北西方向に丘陵を下るとホイド清

す ず

水（ホイド井
い

泉
せん

）と称される井戸があります。現在も開口し
水をたたえている井戸は、調査の結果、払田柵が創建された当初から終末期に至るまで継続して使用されて
いたことが確認できました。また、ホイド清水から政庁に向かう道路跡も見つかり、政庁での儀式にあた
り、この井戸が利用されていたと考えることができます。いずれにしろ、最大の特徴は、古代の井戸が現在
まで埋没することなく開口している貴重な例であることでしょう。

外柵・外郭の門は、丘陵地あるいは沖積地でも比較的地盤のよい微高地に建てられていますが、唯一外
郭北門のみ低湿地に造られています。調査の結果、門柱は最大で1.35ｍ沈下していることも確認された一方

で、ほぼ同一箇所に４時期の変遷があることも
判明しています。なぜ、この条件の悪い場に門
が造られ続けたのか、大きな謎の一つです。こ
の周辺から「北門」と墨書された土器や木簡が
見つかり、当時からここは北門と呼ばれていた
ようです。

真山丘陵部は、創建当初は外柵内に位置づけられますが、最初の改築時に外郭のさらに外側となりま
す。この地区は桜の名所としても知られる真山公園や中世「堀田城跡」であったこともあり、調査は進んで
はいません。柵外となる10世紀前半には墓地として利用されていたことは確認されていますが、創建段階の
役割解明は今後の大きな課題です。

❶：調査時の井戸跡（昭和58年、南から）　一辺２ｍ四方で深さも２ｍ程、木組の井戸であったことが確認されています。
❷：最近の様子（南から、現在は安全のため柵が設置されています）

❸：�外郭北門（左奥）から「八」字状に延びる材木塀（平
成９年、北西から）　右手前には櫓があります。石塁
と築地塀からなる外郭南門とは外観は異なりますが、
門の規模や「八」字状の外郭線は両門とも近似し、同
一の設計のもと建設されたようです。

❹：�丘陵裾部に残る「堀田城
跡」の土塁・空堀跡　

❺：�検出された土坑墓（平成
16年、南東から）

　　�土坑内に土師器甕を倒立
して埋めています。甕内
部には火葬骨と共に少量
の砂が入れられていまし
た。砂は「土

ど

砂
しゃ

加
か

持
じ

」と
いう密教の修法に由来す
るものかもしれません。
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６　払田柵の前史とその後
平安時代の城柵跡として知られる払田柵は、その前後の時代にも人々の営みがあったことが次第に明ら

かとなってきました。縄文時代には両丘陵部の各所から遺構・遺物が確認できます。特に前期後半～末（約
5,500年前）には、長森丘陵西側を中心に集落が形成されます。縄文人がこの地を選んだのは、丘陵基盤に
ある硬質泥岩の採取・加工、いわば石器石材採取場であったことが、遺構・遺物や泥岩の分布状態から推測
されます。見つかった竪穴建物跡の構造や出土した岩

がん

偶
ぐう

から、彼らが米代川流域あるいはそれ以北の出身者
であった可能性もあります。

10世紀後半を最後に払田柵はその役割を終えますが、それ以降の場の使われかたはどうでしょうか。真
山丘陵部には具体的な時期は不明ですが、土塁・空堀を伴う中世「堀田城」が構築されます。一方の長森丘
陵部は、中世城館や集落を形成するのに適地と考えられますが、そのような痕跡は認められません。発見さ
れたのは墓に関連する施設のみです。丘陵西側では13世紀前半にあたる鎌倉時代の墳墓と火葬墓が確認され
ました。これらの墓は、一辺80～90ｍの不整方形に巡らされた土塁・空堀内部にあります。一辺５ｍ程の隅
丸方形で周溝を伴う墳墓中央には須恵器系陶器壺の上に擂

すりばち

鉢を蓋にした骨
こつぞうき

蔵器がみつかりました。火葬墓は
その形状から曲物容器に火葬骨を収めたと考えられます。墓は政庁西側でも土葬墓として発見されていま
す。副葬されていた銭貨から15世紀末～16世紀の墓地であったようです。

❶：�長森丘陵西側南端部での調査
風景（平成11年、東から）

　　�硬質泥岩が帯状に広く露出す
る状態で確認されました。基
盤層に埋まっている大型の泥
岩上部に人工的な打ち欠きが
あったり、泥岩分布の希薄な
箇所下に縄文時代の土坑が認
められることなどから「石器
石材採取場」と想定しまし
た。

❷：岩偶（高さ8.6㎝）　
　　�横手盆地内での出土例は他に
はありません。

❸：墳墓中央で見つかった骨蔵器（平成12年、西から）
　　�石で組まれた内部に須恵器系陶器壺があり、上には皿状に打ち欠かれた擂
鉢を蓋にしていました。内部から骨は発見できませんでしたが、火葬骨が
入れられていたと想定されます。

❹：曲物容器に入れられた火葬墓（平成12年、南から）
　　�容器自体は未確認ですが、径30㎝の円形にまとまって火葬骨が確認できま
した。

❺：政庁西側の�土葬墓から見つかった木片、銭貨、骨片（平成16年、東から）
　　�木片は木棺の一部でしょうか。骨片は写真左下、墓の規模や形態から屈葬タ
イプと想定されます。
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Ⅳ　柵外周辺の様相— 厨川谷地遺跡、城方小屋遺跡、森崎Ⅱ遺跡 —

払田柵跡は、学術調査を計画的に行っていますが、その周辺地域では、ほ場整備事業等に伴う緊急調査
として発掘も実施され、払田柵に関連する様相が次第に明らかとなってきました。ここでは柵跡の東側に位
置する美郷町所在の３遺跡の事例を紹介します。
厨
くりやがわ

川谷
や ち

地遺跡、ここは中世の遺跡として知られていたところでしたが、発掘調査の結果、９世紀後半か
ら10世紀前半にかけての払田柵専用の祓

はら

いの場、祭
さい し

祀遺跡であることが判明しました。遺跡名が示すとお
り、低湿地が広がる一帯に河川や土坑などが確認され、水辺での様々な祭祀が執り行われていました。ま
た、火山灰（915年噴出とされる十和田a火山灰）降灰の際には、突然の凶事に対する祓いが実施されたこと
も判明しています。降灰に伴う祭祀行為は払田柵跡内でも確認できます。

城
じょうほう

方小
ご や

屋遺跡、森
もりさき

崎Ⅱ遺跡は、外柵東門の東側隣接地に位置します。城方小屋遺跡では柵列跡や掘立柱
建物跡、土坑墓などが発見されました。柵列跡は総延長約150ｍで東門の脇に「Ｕ」字形に柵列が存在して
いたことになりますが（右下図❹）、本来的な形状は不明です。土坑墓は伸展葬の木棺墓であり、副葬され
ていた曲物や土器から９世紀後半～10世紀前半頃に埋葬されたようです。森崎Ⅱ遺跡では、１棟だけですが
９世紀前半～中頃の竪穴建物跡（住居跡）が見つかりました。払田柵内の広い沖積地部では真山丘陵の北西
側で、森崎Ⅱ遺跡と同時期の竪穴建物跡が１棟確認されているのみです。

0 100m 

外郭

 
外郭東門

外柵

外柵東門

森崎Ⅱ遺跡
竪穴建物跡

柵列跡

城方小屋遺跡

木棺墓

❶：�遺跡全景（平成13
年、東上空から）黒
く蛇行して見えるの
が埋没していた古代
の河川跡、河川内お
よび周囲から多くの
祭祀遺物が出土しま
した。写真右奥が長
森丘陵部　

❷：�上「 」、下「 」と
墨書された土器、い
ずれも文字ではなく
呪術的な符号として
記されています。

❸：�確認された柵列跡（平成19年、南東から）蛇行しながら延びる溝内部には柱を埋設するための穴が見つかりました。払田柵跡の
材木塀のように角材が密着するのではなく、一定の間隔をおいて建てられています。その外観はどのようなものだったのでしょう
か。そして柵列を巡らせた目的は？
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Ⅴ　関連遺跡の調査
払田柵跡調査事務所では、平成17年度から払田柵跡内の調査と併行して、関連遺跡の現況調査を行って

います。払田柵跡に関連するであろう古代の遺跡を探査する作業（踏
とうさ

査）や試掘調査を小規模ながら継続し
ています。現在までのところ、雄勝郡羽後町と横手市雄物川町を対象に実施しています。

Ⅵ　払田柵の果たした役割とは
調査40周年を迎え、新たな知見が加えられていく一方で、払田柵跡は未だに多くの謎を抱えています。

たとえば、古代城柵は基本的に方形の外郭施設を志向するはずなのに、なぜ払田柵のみが楕円形であるの
か？　外柵・外郭の門は正方位に設置されるのが原則のはずなのに、なぜ２つの東門は揃って北東を向いて
いるのか？　なぜ外郭北門のみ地盤の悪い低湿地に造られ続けたのか？　その答えにたどり着くことは困難
かもしれませんが、払田柵が担っていたであろう役割を考えることで回答への糸口をたぐり寄せることがで
きるのかもしれません。
払田柵の役割を理解するために、最初に同じ出羽国の城柵である秋田城の役割と比較して見ていきま

す。最北の古代城柵である秋田城は、日本海に注ぐ旧雄物川河口付近の高清水岡に立地しています。城柵と
しての基本的な機能である行政・軍事面を除けば、その立地から、秋田城は「海の道」を介した北方地域や
大陸との交易・外交拠点と言えるでしょう。実際に、大量の物資を保管する施設として城内には大規模な倉
庫群があり、水洗トイレは、その寄生虫卵の分析から大陸からの来訪者の存在を示しています。

❶：�造山遺跡で発見された奈良時代の竪穴建物跡（平成21年、北から）
❷：�町屋敷遺跡で確認された大型の総柱掘立柱建物跡（平成20年、南から）　両遺跡とも横手市雄物川町所在。

❸：整備された秋田城跡外郭東門（南東から）
　　手前は祭祀が行われた「古代沼」。

❹：平成21年に整備された水洗トイレ建物（北西から）

1 2
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一方、払田柵はどうでしょうか。
政庁に立って東側を一望すれば間近に
奥羽山脈が威容をみせ、向こうは岩手
県、古代陸奥国です。県境にあたる
真
まひ る

昼岳
だけ

（標高1059ｍ）までの直線距
離はわずか10㎞です。「狄

えび

藻
すめ

」や「調
米」と書かれた木簡の出土は、払田柵
もまた交易や朝

ちょうこう

貢（朝廷に貢物を差し
出す）の窓口であったことをうかがわ
せます。「狄藻」は昆布であり、日本
海側では採ることができないため太平
洋側から奥羽山脈を越えてもたらされ
たと考えられます。それでは払田柵に
おける交易の主要産品は何だったので
しょう。そのヒントも先の秋田城にあ
ります。秋田城が海上交通を掌握して
いたとすれば、内陸部に位置する払田

柵は陸上交通がキーワードと考えられます。そして思い浮かぶのは、「馬」です。出羽国内にもあります
が、最大の馬産地は陸奥国北部の糠

ぬかのぶ

部（現在の岩手県北部～青森県東部）とされます。たとえば糠部産の馬
が平安京まで運ばれると仮定すれば、どこかで奥羽山脈を越える必要があります。払田柵は沖積地に浮かぶ
島のような独立丘であり、山越え後のランドマークとなり最初の休息場所として最適と想定されます。外
柵・外郭東門が北東を向くことは、陸奥側からの陸路を指し示し、そのルート上に位置する城方小屋遺跡で
発見された柵列跡は、馬柵のような施設であったのかもしれません。実際、払田柵跡では絵馬や「鹿毛牡
馬」と墨書された木簡、隣接する厨川谷地遺跡では馬具（鞍

くら

の一部）も出土しています。払田柵は、城柵本
来の機能である軍事的・行政的な機関という側面と、北方の内陸部を対象エリアとした交易という二面を兼
ね備えていました。城柵を維持するための財源確保を考えるとき、後者である交易に大きなウェイトをおい
ていたはずですから、払田柵とは古代における巨大な「道の駅」としての役割を担っていたのではないで
しょうか。

❶：払田柵跡航空写真（平成12年、西側上空より）　写真奥が奥羽山脈。�
❷：�左から「具　狄藻肆拾」、「小針部公調米五斗」、「鹿毛牡馬者」と墨書
された木簡と右は絵馬（いずれも赤外線写真）

　　�「狄藻」「牡馬」木簡は、外郭北門北東部の櫓状建物建設に先立つ整地
溝内、「調米」は外郭南門東方官衙建物内（柱を据える掘形）出土で３
点とも創建段階での遺棄、埋納と見られます。絵馬は外郭北門の北側を
東西に流れる溝跡出土、右下部を欠いていますが、幅18.5㎝、高さ9.6
㎝で、上端中央に穴があけられています。絵馬はホイド清水内からも１
点出土しています。

2

1



13

Ⅶ　払田柵跡と池田家― 事務所設立以前の調査・研究・保存活動 ―

払田柵跡の発見は、明治35（1902）年に遡ります。千屋村本堂城回（現、美郷町）で行われた耕地整理
の際、柵木（角材）が200本あまり掘り上げられたことが最初のようです。ただし、当時は遺跡であるとの
認識はなく、一部は埋もれ木として売買の対象となり、茶タンスや下駄に加工されたり、薪材としても利用
されたそうです。

これらの柵木が規則性をもって並ぶこと、
そして刻書のあることに着目して、古代の史料
にある城柵ではないかと考えたのは、地元払田
出身の後藤宙

ちゅうがい

外（1866～1938）でした。後藤は
昭和４年頃から史跡調査員などの専門家を現地
に案内し、払田柵は「平安朝初期の古柵址」で
あることを学会誌に発表しています。昭和５年
３月には高梨村（現、大仙市）主催で最初の発
掘調査が行われ、外柵の材木塀や外柵西門跡、
外郭北側の材木塀が発見されました。その後、
高梨村では藤井東

とう

一
いち

（1888～1945）を主任とし
て調査を継続させました。藤井は池田家（東北
三大地主と称された明治から昭和にかけての大
地主、「旧池田氏庭園」は平成16年に国指定名
勝）の分家である、払田池田家の支配人です。
彼は細い鉄棒を利用して水田をくまなく探査
し、払田柵が外柵・内柵の二重構造であること

を把握しています。同年４月７日の日付がある後藤宙外原図の『仙北郡高梨村拂田柵址略
図』（左上図❶）は、藤井の成果を加えたもので、現在の払田柵跡の姿が昭和５年段階です
でに明示されていることは驚異的と言えます。そして、同年10月には文部省による本格的な
発掘調査が行われました。これは後藤・藤井らの調査成果に触発されたからに他なりませ
ん。調査担当は、文部省嘱託の上田三平（1881～1950）であり、外柵４門と材木塀、外郭北
側の材木塀も調査されました。上田は調査にあたり、池田家の小型自動車を使用しました
が、発掘調査に自動車を利用したのは、日本では初めてのことでした。また、調査経費600
余円は高梨村が全額負担したとされますが、池田家の財力と支援があったからこそ実現でき
た事業と言えます。そして、翌年３月に秋田県で最初の国指定史跡となり、高梨村がその管
理者となったのです。
また、藤井東一は昭和５年９月にホイド清水から採取した遺物の中に文字の書かれた木片

を見いだし、これを中国敦
とんこう

煌出土木簡と比較し、「木簡と云うものによく似て居る」と記し
ています。日本で木簡が認知されたのは昭和36年（奈良県平城宮跡出土）であることを考え

❷：�藤井東一が昭和５年に採取した木簡（長さ
29.4㎝）　

　　�現在は「(表)飽海郡少隊長解　申進□□□□
／(裏)□六月十二日　少隊長春日□継」(□
は判読不明文字)と釈読。

❸：�払田池田家庭園で開催された払田柵跡出土
遺物展示会の様子

　�（昭和５年撮影、写真提供：池田家）

2
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れば、この時期に正しい認識をもち得たことは驚くべきことです。高梨村では調査後に「拂田柵阯遺物陳列
所」を作り、門柱や柵木などを展示しています。また、外柵南門では門柱間に溝を巡らせて常時水が流れる
ように工夫し、門柱の保存をはかり、かつ随時研究者が見学できるようにしていたそうです。藤井は新聞紙
上に「拂田の柵址保存法について」を寄稿しており、昭和初期において遺跡保存への取り組みを行っている
ことも特筆すべきことです。

おわりに
古代出羽国の城柵である「払田柵跡」は、明治期に再び姿を現しました。昭和初期には発掘調査や研究

が進められ、保存活動も積極的に取り組んでいたことが明らかとなりました。いわば、地元の宝とされた払
田柵跡は、昭和49年から秋田県が調査事務所を開設して継続的な学術調査を始め、昭和57年からは管理団体
である仙北町（現、大仙市）による史跡整備事業も開始されました。企画展のテーマである「巨大城柵の実
像に迫る」ためには、発掘成果の再検証と共に、整備された現地に立ち古代的な景観地に身をおいて四方を
眺めることが必要です。まさに、学術調査による資料の蓄積と、その成果を基とする史跡整備は、車の両輪
なのです。
秋田県では今後とも払田柵跡の学術調査を継続していく予定です。管理団体である大仙市・大仙市教育

委員会は美郷町・美郷町教育委員会、秋田県と連携をとって適切な管理と史跡整備を進めていく必要があり
ます。三者の協力こそが、「払田柵の果たした役割」と「払田柵とは何か」を解明する唯一の方法だと考え

ます。
本企画展が、払田柵跡を含む県

内の史跡や遺跡を通して「秋田の
歴史」や「私たちの歴史」を見つ
め直す一つのきっかけとなれば幸
いです。

平成26年度秋田県埋蔵文化財センター企画展パンフレット
払田柵跡－巨大城柵の実像に迫る－

発　　　行　平成26年９月１日
編集・発行　秋田県埋蔵文化財センター
編 集 協 力　秋田県教育庁払田柵跡調査事務所
所　在　地　秋田県大仙市払田字牛嶋20番地
電　　　話　0187-69-3331……FAX…0187-69-3330
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/maibun_hp/index2.htm

本パンフレットは髙橋学が執筆・編集した。

◀�平成25年に復元整備された外郭北門（北
西から）　
　�12本の門柱と弧状をなす材木塀の一部が
復元されました。写真右奥の平坦地が政
庁域、左奥の杉林が長森東方地区。現地
に立って「なぜ、地盤の悪い低地に北門
は造られ続けたのか」を考えてみてはい
かがでしょうか。

藤井東一が作成したスタンプ


