
年度 曲輪名 調査地点 主な遺構 主な遺物
平成２年
度

稲荷曲輪 稲荷曲輪門付近
稲荷門石段・稲荷門控柱の
柱穴・稲荷神社社殿跡

金箔瓦片（桐紋）

庄城稲荷付近
水溜・庭園状遺構・方形井
戸状遺構

軒丸瓦（違い鷹の羽）

人質曲輪 天守台北側 ガス灯柱穴
金箔瓦片（桐紋）・軒丸瓦
（違い鷹の羽）

人質曲輪石垣下
金箔瓦片（風神鬼瓦・鯱な
ど）

鍛冶曲輪・南側
堀

遊亀橋東側 井戸（築城以前）・胴木
薄手板材多数・木器・漆器・
土器類

鍛冶曲輪 数寄屋曲輪西石垣下
天守曲輪 天守台の南側 石段
天守曲輪 天守台の東側 塀の基礎部分・裏側石垣

平成３年
度

北側堀 児童公園内 北側堀跡

稲荷曲輪 人質曲輪北石垣下
金箔瓦片（風神・桐紋・鯱瓦
など）

人質曲輪 天守台の北側
稲荷曲輪 稲荷門
鍛冶曲輪 数寄屋曲輪西石垣下

鍛冶曲輪・南堀 管理事務所西側
石垣補強を目的とした版築
層・胴木・暗渠

鍛冶曲輪 遊亀橋西側 撹乱

稲荷曲輪 数寄屋勝手門付近
築城当時の版築層・門礎石
（勝手門付近か）

平成４年
度

鍛冶曲輪 南腰石垣
腰石垣裏構造・合板入板の
階段・古い石段・礎石

数寄屋曲輪 科学セ南側 古い石垣（埋没か） 鬼板瓦・違い鷹の羽

稲荷曲輪 稲荷門付近 版築層・瓦溜（鍛冶曲輪側） 灯明皿

稲荷曲輪 西側 水抜き暗渠

稲荷曲輪 本丸櫓北下 瓦溜
金箔瓦（獅子留蓋瓦・違い
鷹の羽）・釘類

天守台 北側 礎石
本丸 北腰石垣・東側 瓦溜
二の丸 松陰門北側石垣 天端盛土状況

平成５年
度

本丸 天守台西側
毘沙門堂跡・水抜暗渠・地
中石垣・庭園状遺構・石溜

鬼瓦・鯱瓦片（金箔瓦含
む）・花菱紋瓦

本丸 鉄門付近 礎石・側溝 鯱瓦片・鬼板瓦
本丸 銅門 付近 礎石側溝・石段
鍛冶曲輪 鍛冶曲輪門 礎石受けの穴・石段
二の丸 坂下門 土止め石列・柱穴群・瓦溜 鬼板瓦

鍛冶曲輪 管理棟の北側
池状遺構・暗渠・塀柱穴・ﾏｳ
ﾝﾄﾞ状土手・道状遺構

鯱瓦片（金箔瓦含む）

天守台
穴蔵入口礎石・東南部、北
西部塀礎石

鯱瓦・石臼片・五輪塔

平成６年
度

天守曲輪 本丸の南側 地中石垣・瓦溜

鍛冶曲輪 鍛冶曲輪門 仕切り石段・土坑
石造物（五輪塔・石臼片な
ど）

稲荷曲輪 東側北腰石垣 礎石 鬼瓦・違い鷹の羽

二の丸 内松陰門 古い石段
双体石仏・石臼・五輪塔など
多数

年度別の主な発掘調査と成

遺構



鍛冶曲輪 西側
米蔵基礎・勧業試験場跡・
水路・瓦溜・井戸・木組地中
梁

屋形曲輪・堀 ＪＲ跡地周辺 堀跡
平成７年
度

本丸 銅門 銅門の基礎と下層遺構 大型鯱瓦片

天守曲輪 南西側 築城初期の井戸・地中石垣 金箔鬼面瓦

鍛冶曲輪 中央部 石組井戸・勘定所柱穴

稲荷曲輪 東側北腰石垣
埋め殺された当初の石垣と
石段

稲荷曲輪 稲荷櫓 稲荷櫓台の基礎 輪宝

二の丸
内松蔭門・山の井門周
辺

山ノ井門及び松陰門基礎・
門の柱穴

平成８年
度

天守曲輪 中の門周辺
中の門の礎石の跡・石段・
水路・石列・瓦溜

本丸 謝恩碑の東側※
鶴の噴水の跡・石材採掘
跡・瓦溜

金箔瓦片多数・陶器類

稲荷曲輪 東側北・東腰石垣
埋め殺された野面積み石垣
と石段と建物礎石

稲荷曲輪 稲荷櫓台
稲荷櫓台の礎石（H8年より
継続）

輪宝

平成９年
度

本丸 東側 本丸櫓台関連礎石・線刻画 金箔瓦（桐紋・鯱片）

数寄屋曲輪 数寄屋勝手門周辺
門跡・暗渠・石切場・瓦溜・
土坑（祭祀遺構）

飾瓦（違い鷹の羽）

稲荷曲輪 北西側・北腰石垣
煙硝蔵と関連施設跡・塀柱
穴・瓦溜・土坑・柱穴

天守曲輪 中の門付近 石段側面の根石
本丸 鉄門 鉄門の下層石段 金箔桐紋飾瓦
天守曲輪 南東部 裏石垣

平成10 稲荷曲輪 北西・西側 煙硝蔵跡・井戸・番所柱穴

年度 数寄屋曲輪 北東側
漆喰塀の礎石・番所柱穴・
土坑

鍛冶曲輪 東側腰石垣 漆喰塀の柱穴
鍛冶曲輪 坂下門東側 斜面造成面・階段石 柄鏡・瓦

鍛冶曲輪 坂下門周辺
石段跡・門礎石・柱穴群・瓦
溜

鍛冶曲輪 稲荷門南側斜面 段状の造成面
二の丸 武徳殿南側 造成面 瓦

人質曲輪 北側 石垣
金箔瓦・六地蔵・宝篋印塔・
臼など

屋形曲輪・堀跡 JR身延線跡地 堀跡
慶長一分金・木製品・瓦多
数

本丸 東側 瓦溜
金箔瓦・桐紋瓦・線刻画・
楔・瓦多量

平成11 稲荷曲輪 稲荷門南側斜面
瓦溜、井戸、柱穴・石組水
溜

瓦・飾り瓦（違い鷹の羽）

年度 屋形曲輪・堀跡 南側 屋形曲輪堀跡（一部） 焼夷弾
東側堀跡 稲荷曲輪石垣東周辺 堀跡（一部） 瓦・かわらけ・陶磁器類

稲荷曲輪 中央部 瓦溜
飾り瓦（違い鷹の羽・桐紋・
鬼瓦）

平成12年
度

稲荷曲輪 中央部 瓦溜
飾り瓦（違い鷹の羽・桐紋・
鬼瓦）

平成13 稲荷曲輪 稲荷櫓台
櫓の基礎・櫓台石垣・井戸・
線刻画の石材

輪宝・瓦・石造物

年度 稲荷曲輪 梅林門付近 梅林門石垣 瓦



平成14年
度

稲荷曲輪 天守曲輪門東側 石段・門礎石・柱穴群・瓦溜 瓦

平成15年
度

－ － － －

平成16年
度

稲荷曲輪 児童公園斜路 北側堀跡 瓦


