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第３章 仙台城跡の概要 

 

３-１ 史跡指定の状況 

 

（１）指定に至る経緯 

①当初指定 

仙台城跡は、戦前から近世城郭の中でも第一級の遺跡であるとの評価を受け、国史跡指定について

は、かねてより仙台市民や歴史学研究者の念願となっていました。昭和63年（1988）、仙台市文化財保

護審議会から、「取り急ぎ史跡指定により保存をはかるべきと考える具体的範囲」が答申されました

が、史跡指定には至らずにいました。平成14年（2002）５月、本市は国に対して史跡指定の申請を行う

基本方針を決定し、昭和63年の答申で示された範囲に基づき検討した約103haのうち、市有地と同意を得

られた範囲約66haについて、平成15年（2003）初めに史跡指定の申請を行い、同年８月27日付の官報告

示によって国史跡として指定されました。 

 

②追加指定 

平成 22年に二の丸跡の一部、平成 24 年に本丸跡西部が追加指定されています。 

 

（２）指定の状況 

①指定告示 

ア．当初指定 

名称    仙台城跡 

種別    史跡 

指定年月日 平成15年８月27日（文部科学省告示第137号） 

指定面積  662,257.36㎡ 

指定の地番 仙台市青葉区荒巻字青葉無番地の一部、 

      青葉区川内無番地の一部、12番の一部、14番、16番、１番２、１番３、１番４、 

      １番５、１番６、１番７、１番８、１番９、１番10、１番11、１番12、１番13、 

      ２番、３番の一部、４番、５番、13番、17番、18番、19番、20番、21番、 

      22番、23番 

指定基準  特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準（昭和26年文化財保護委員会 

告示第2号） 

二 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡 

説明 

 仙台城跡は、仙台市の中心市街地の西方に位置する青葉山丘陵が広瀬川に突き出した場所に立地

する六〇万石余を領した仙台藩主伊達氏の居城跡である。城跡は、標高一一五メートルほどの丘陵

の突端に本丸が位置し、北側に二の丸、東側に三の丸を配している。 

 慶長六年（一六〇一）、仙台藩初代藩主伊達政宗は中世在地豪族であった国分氏の城跡の千代城

跡に、仙台城本丸の築造を開始した。本丸部分は二年ほどで完成したとされ、政宗の死後、二代忠

宗により寛永十五年（一六三八）二の丸の造営が開始されている。 

 本丸は、東側を広瀬川に臨む六〇メートル以上の断崖により、南側を標高差四〇メートル以上の

竜ノ口峡谷による自然地形によって画されている。また、西側の尾根は堀切で遮断され、背後には
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国指定天然記念物「青葉山」となっている御裏林が広がっている。 

 仙台城は、江戸期を通じて伊達氏の居城であったが、廃藩置県後、城跡は兵部省管轄となり二の

丸に東北鎮台が置かれ、本丸御殿も解体された。その後、火災や空襲により城跡の建造物はほとん

ど焼失した。戦後は、城跡の主要地域を中心に仙台市により都市公園として整備されてきている。

一方、西側の御裏林を含む地域は、東北大学付属植物園となっている。 

 現在、仙台城跡は、石垣修復事業が実施されており、それに伴う発掘調査が平成九年度から行わ

れている。その結果、現石垣の背後から大規模な階段状石列や築城期石垣など三期にわたる石垣の

変遷が確認された。それは、一七世紀代の地震により崩落した石垣を修復する過程の中で、縄張り

が拡張整備されたものであるが、現在みられる切石積みの第三期石垣内側から第三期石垣に伴う階

段状石列や第二期の野面積みが確認された。さらにその内側から第二期より傾斜の緩やかな野面積

みの第一期石垣が検出されている。また、本丸からは石敷き遺構や大広間の礎石跡、巽櫓跡などを

確認している。出土品としては、金箔瓦やヨーロッパ製ガラス器、寛文の朱書のある石材や慶長十

二年の墨書のある木簡などがある。 

 このように東北の大大名であった伊達氏の居城の仙台城跡は、発掘調査によって石垣の変遷や本

丸地域の遺構が明らかにされつつあり、かつ石垣を中心とした遺構の保存状態が良好であること

や、わが国の近世を代表する城跡であることから、史跡として保護しようとするものである。 

（月刊文化財 479号 平成 15 年８月） 

 

イ．二の丸跡の追加指定 

追加指定年月日 平成22年２月22日（文部科学省告示第18号） 

追加指定面積  16,756㎡ 

追加指定の地番 仙台市青葉区川内29番 

説明 

 仙台城跡は、仙台市の中心市街地の西方に位置する青葉山丘陵が広瀬川に突き出した場所に立地

する、六〇万石余を領した仙台藩主伊達氏の居城跡である。城跡は、標高一一五メートルほどの丘

陵の突端に本丸が位置し、北側に二の丸、東側に三の丸を配している。慶長六年（一六〇一）、伊

達政宗は中世在地豪族であった国分氏の城跡の千代城跡に、仙台城本丸の築造を開始した。本丸部

分は二年ほどで完成したとされ、政宗の死後、二代忠宗により寛永十五年（一六三八）に二の丸の

造営が開始されている。本丸は、東側を広瀬川に臨む六〇メートル以上の断崖に拠り、南側を標高

差四〇メートル以上の竜ノ口峡谷による自然地形によって画されている。また、西側の尾根は堀切

で遮断され、背後には天然記念物青葉山となっている御裏林が広がっている。廃藩置県後、城跡に

は東北鎮台が置かれ、その後、火災や空襲により城跡の建造物はほとんど焼失した。第二次世界大

戦後は、城跡の主要地域を中心に仙台市により都市公園として整備されている。西側の御裏林を含

む地域は、東北大学植物園となっている。このように仙台城跡は、石垣をはじめ遺構の保存状況が

良好であり、わが国近世を代表する城跡であることから、平成十五年八月二十七日に史跡に指定さ

れた。 

 今回追加指定するのは、仙台城跡の北西部に位置する二の丸跡西端部から武家屋敷および御裏林

にかけての地区である。近隣の調査で二の丸の外郭を区画する塀跡が検出され、当該地がその延長

に位置する。仙台城二の丸跡を構成する地区を追加指定し、保護の万全を図るものである。 

（月刊文化財 557号 平成 22 年２月） 
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ウ．本丸跡西部の追加指定 

追加指定年月日 平成24年９月19日（文部科学省告示第151号） 

追加指定面積  24,631.36㎡ ［追加指定後の面積 703,644.72㎡］ 

追加指定の地番 仙台市青葉区川内１番14、１番15 

説明 

 仙台城跡は、仙台藩主伊達家歴代の居城跡であり、仙台市の中心市街地の西方に位置する青葉山

丘陵が広瀬川に突き出した場所に立地する。伊達政宗は、慶長五年（一六〇〇）、中世からの国分

氏の旧城であったこの地に本丸の縄張始めを行い、翌年より普請を開始し、慶長七年ころには一応

の完成をみたとされる。政宗の死後二代忠宗が二の丸の造営を開始し、翌年に完成した。城跡は、

標高一一五メートルほどの丘陵の突端に本丸が位置し、北側に二の丸、東側に三の丸を配する構造

である。本丸は、東側を広瀬川に臨む六〇メートル以上の断崖に拠り、南側を標高差四〇メートル

以上の竜ノ口峡谷による自然地形によって画されている。また、西側の尾根は堀切で遮断され、背

後には天然記念物青葉山となっている御裏林が広がる。近代以降、城跡には東北鎮台が置かれ、火

災や空襲により城跡の建造物はほとんど焼失した。第二次世界大戦後は、城跡の主要地域を中心に

仙台市により都市公園として整備されている。西側の御裏林を含む地域は、東北大学付属植物園と

なっている。このように、仙台城跡は、石垣をはじめ遺構の保存状態が良好であり、わが国近世を

代表する城跡であることから、平成十五年八月二十七日に史跡に指定された。 

 今回追加指定しようとするのは、本丸跡の西辺部にあたり、本丸詰門西脇櫓から本丸北面石垣を

経て酉門跡まで連続する石垣、および、そこから切通を経て仙台城の搦め手である埋門に至る城壁

面と、宮城縣護國神社の社殿等に囲まれた地域である。仙台城を構成する重要な地域であることか

ら、史跡に追加指定して保護の万全を図るものである。 

（月刊文化財 588号 平成24年９月） 

 

エ．管理団体の指定 

平成16年２月27日付で、国指定史跡仙台城跡を管理すべき地方公共団体として仙台市が指定されて

います。 

官報告示：平成16年（2004）２月27日 文化庁告示第５号 

 

オ．天然記念物の指定 

名称     青葉山 

種別     天然記念物 

指定年月日  昭和47年７月11日（文部省告示第104号） 

指定面積   385,153㎡ 

指定の地番  仙台市青葉区荒巻字青葉12番 

指定基準   二 植物 

（二）代表的原始林、稀有の森林植物相 

（九）着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 

（十）著しい植物分布の限界地 

一 動物 

（三）自然環境における特有の動物又は動物群聚 
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説明 

 本邦太平洋側の温帯林と暖帯林との接触地帯であり、面積約40万平方メートルの狭い地域の中に

高等植物約700種、蘚苔類約140種が自生する。大部分は、モミを優占種とする美林で覆われ、その

天然更新がよく見られる。モミは岩手県中南部にまで分布するがモミ林としては、青葉山が北限で

ある。林床にはヒメノヤガラ、ムヨウランなどの腐生のラン科植物があり、同じく同種の北限にあ

たる。モミに着生するランの種類も豊富である。 

 また、シラカシ、アラカシ、ウラジロカシ、シロダモ、ユズリハ、タブノキ、モチノキなどの暖

地性樹種に富み、太平洋側内陸部における集団分布の北限をなしている。 

 この森林には主なもので31科、125種の鳥類が生息または繁殖しており、竜ノ口渓谷に面する崖面

にはチョウゲンボウが繁殖する。 

 このように自然林が、しかも大都市近郊に残存することはきわめて貴重であり学術上の価値が高

い。 

現状  東北大学学術資源研究公開センター植物園として管理、公開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-1 史跡仙台城跡および天然記念物青葉山の指定範囲 
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②指定範囲と土地所有状況 

公有地として、財務省所管国有地、文部科学省所管国有地、仙台市所有地があります。東北大学植物

園は国立大学法人所有地です。本丸西部には民有地（宮城縣護國神社）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市指定天然記念物（参考） 

天然記念物青葉山に隣接して、杉並木が市指定天然記念物となっています。 

名称  仙台城二の丸跡南西境の杉並木（部分） 

指定数量 13本 

指定年月日 平成18年（2006）12月５日 

説明 

 仙台城二の丸跡南西境に、27本のスギが生育している。14本は天然記念物指定範囲にあり、その

外にある13本が市指定天然記念物に指定されている。寛文4年（1664）の「仙台城下絵図」には、二

の丸に接してスギを表現したような林が描写されている。また、昭和40年（1965）に植物園内で倒

れたスギの年輪を数えたところ樹齢330年であり、直径は97㎝であった。1965年から330年前は1635

年であり、寛永12年にあたる。二の丸の造営は寛永15年（1638）であるため、倒れたスギは二の丸

造営当時のものであり、現存するスギで直径が100㎝前後のものは、同じころから生育していると考

えられる。  

図 3-2 史跡指定地の土地所有状況 
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３-２ これまでの調査成果 

 

仙台城跡における発掘調査は、昭和48年（1973）の二の丸跡の東北大学文系厚生施設（食堂等）建設に伴

う発掘調査に始まります。その後、昭和58年（1983）には、東丸（三の丸）跡の仙台市博物館改築に伴う発

掘調査、二の丸跡の東北大学施設建設に伴う発掘調査が比較的大規模に実施されました。その後も、二の丸

跡や二の丸北方武家屋敷地区において、東北大学の施設建設等に伴う発掘調査が、東北大学により実施され

ています。本丸跡においては、平成９年（1997）から本丸北壁石垣の修復に伴う発掘調査が実施され、その

後も本丸北西石垣の災害復旧に伴う発掘調査が行われました。 

平成13年（2001）からは、国庫補助による遺構確認調査が開始され、継続実施されています。当初は本丸

御殿大広間跡の遺構確認を目的とし、引き続き、巽櫓跡、登城路跡、土塁跡などの遺構確認調査、城内の遺

構分布調査、石垣測量などをあわせて実施しています。途中、震災による中断がありましたが平成20年

(2008)から平成30年(2018)にかけて実施した造酒屋敷跡の調査については、令和元年度にその総括報告を刊

行しました。 

平成16年（2004）から平成22年(2010)は、地下鉄東西線建設に伴う発掘調査が、仙台城跡及び周辺の遺跡

において実施されました。追廻地区においては、平成18年（2006）から平成26年(2014)にかけて公園整備事

業に伴う遺構確認調査が実施されました。 

なお、表3-1にてこれまでの調査を一覧にまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3-3 既調査箇所 
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工事に伴う調査（仙台市） 国庫補助確認調査（仙台市） （仙台市） （東北大学） （仙台市） （東北大学）
1973 昭和48 文系厚生施設
1974 昭和49 文系厚生施設 経ヶ峯伊達家墓所瑞鳳殿
1977 昭和52 プール脇排水管緊急調査
1981 昭和56 経ヶ峯伊達家墓所感仙殿・善応殿
1982 昭和57 第1地点 経ヶ峯伊達家墓所善応殿
1983 昭和58 博物館改築（三の丸　第76集） 第1・2・3地点（「年報」1）
1984 昭和59 第4地点 第1地点 若林城跡1次（第83集）

1985 昭和60
第5地点
第6地点（「年報」3）

第4地点 若林城跡2次（第90集）

1986 昭和61 第7・8地点（「年報」4）

1987 昭和62
第4地点（「年報」5）
第5地点

1988 昭和63 第5地点（「年報」6）

1989 平成1
第5地点付帯部（「年報」7）
第9地点

第5地点（「年報」7）

1990 平成2 第9地点（「年報」8）
1991 平成3 第10地点（「年報」9）

1992 平成4
第11・12地点
第13地点（「年報」10）

1993 平成5
第12地点（「年報」11）
第14地点（「年報」11）

1994 平成6 第15地点（「年報」12） 第4地点
1995 平成7 第11地点（「年報」13） 第4地点（「年報」13）
1996 平成8 本丸北壁石垣修復：確認調査 第6地点（「年報」14）
1997 平成9 本丸北壁石垣修復：発掘調査 第16地点（「年報」15）
1998 平成10 本丸北壁石垣修復 第17地点
1999 平成11 本丸北壁石垣修復 若林城跡3次（第256集）
2000 平成12 本丸北壁石垣修復 第17地点（「年報」18）

2001 平成13 本丸北壁石垣修復
第1次：大広間跡
第2次：清水門跡石垣測量（第259集）

第7地点（「年報」19）

2002 平成14 本丸北壁石垣修復
第3次：大番士土手など
第4次：巽櫓跡
第5次：大広間跡（第264集）

第8地点（「年報」20）

2003 平成15
本丸北壁石垣修復（第275・282・298・349集）
中門・清水門災害復旧

第6次：遺構分布調査（第271集）
第7次：大広間跡
第8次：登城路
第9次：広瀬川護岸石垣測量（第270集）

第9地点（「年報」21）

2004 平成16 中門・清水門災害復旧
第10次：大広間跡
第11次：広瀬川護岸石垣他測量（第285集）

地下鉄東西線：確認（第289集） 地下鉄東西線試掘（289集） 若林城跡4次（第292集）

2005 平成17
中門・清水門災害復旧（第299集）
園路整備：登城路跡（第300集）

第12次：大広間跡
第13次：巽門東堀跡（馬出堀）
第14次：広瀬川護岸石垣他測量（第297集）

地下鉄東西線：確認（第302集）
地下鉄東西線：試掘（第302集）
地下鉄東西線：川内Ａ（第312集）

若林城跡5次（第323集）

2006 平成18 公園整備：追廻地区確認（第350集）
第15次：大広間跡
第16次：巽門東堀跡（第309集）

地下鉄東西線：亀岡トンネル開削部（第
342集）

第10地点（「年報」24）
第11地点

地下鉄東西線：試掘（第316集）
若林城跡6・7次（306集）

2007 平成19 公園整備：追廻地区確認（第350集）
第17次：大広間跡
第18次：巽門東堀跡
第19次：本丸北西石垣測量（第330集）

地下鉄東西線：川内駅部ほか（第386集） 第11・12地点（「調査報告」1）
地下鉄東西線：試掘（第384集）
公園整備：桜ヶ岡公園（第318集） 若林城跡8次（第377集）

2008 平成20 公園整備：追廻地区確認（第350集）
第20次：大広間跡
第21次：造酒屋敷跡
第22次：本丸北西石垣測量（第348集）

地下鉄東西線：扇坂トンネル部（第402集） 第13地点（「調査報告」2）

地下鉄東西線：川内Ａ（第402集）・川内Ｂ（第385
集）・桜ヶ岡公園（第384集）
公園整備：桜ヶ岡公園（第355集）

若林城跡9次（第377集）

2009 平成21 園路整備：登城路跡（第354集）
第23次：造酒屋敷跡
第24次：大広間跡
第25次：広瀬川護岸石垣測量（第374集）

地下鉄東西線：扇坂トンネル部（第402集）
雨水管整備（第356集）

第13地点（「調査報告」2） 地下鉄東西線：川内Ａ（402集） 若林城跡10次

2010 平成22 公園整備：追廻地区確認 第26次：造酒屋敷跡（第395集）
地下鉄東西線：亀岡トンネル開削部（第
401集）

地下鉄東西線：川内Ｂ（第401集）

公園整備：桜ヶ岡公園（第378集）
若林城跡11次（第383集）

2011 平成23 第14地点 若林城跡12次

2012 平成24

災害復旧：大手門北側石垣・中門・本丸北西
（第451集）
公園整備：追廻地区（第444集）

第14・15地点

2013 平成25
災害復旧：本丸北西・酉門（第451集）
公園整備：追廻地区（第444集） 通路整備：扇坂跡（第427集） 第18地点

第15地点
第16地点（「調査報告」5） 施設整備：川内Ｃ（第427集）

若林城跡13次

2014 平成26
災害復旧：本丸北西・清水門（第451集）
公園整備：追廻地区（第444集）

第18地点（「調査報告」6） 第14・15地点

2015 平成27 第14地点 若林城跡14次
2016 平成28 第27次：造酒屋敷跡（第461集）

2017 平成29
第28次：造酒屋敷跡　　　　　　　　　　　　　　　　第
29次：三の丸土塁（第471集）

桜ヶ岡公園遺跡隣接地試掘

2018 平成30
第30次：造酒屋敷跡（第479集）
第31次：三の丸土塁（第479集）

2019 令和1
第32次：登城路（第485集）
第33次：三の丸土塁（第485集）
第34次：清水門跡北側石垣測量（第485集）

2020 令和2
第35次：三の丸北側土塁・子門周辺
第36次：巽門付近
第37次：沢門下石垣測量

第 集 書　　　 学 蔵 　　　 学 蔵 室 書 も

年度 関連遺跡
本丸・東丸(三の丸)・追廻等 二の丸 二の丸北方武家屋敷地区

周辺遺跡

表 3-1 仙台城跡および関係遺跡の調査一覧 
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