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第１章 計画策定の経緯と⽬的 
 

１．計画策定の経緯 

 旧観⾃在王院庭園（観⾃在王院跡）（以下「旧観⾃在王院庭園」と記す。）は、奥州藤原⽒
２代基衡の妻によって建⽴された寺院跡であり、特別史跡⽑越寺境内附鎮守社跡の⼀部に
含まれるとともに、名勝庭園としても指定されている。 
 旧観⾃在王院庭園においては、これまで平泉遺跡調査会による昭和29年から31年度
（1954-1956）の総合的な学術調査と、平泉町教育委員会による昭和47年から52年度（1972-
1977）の整備に先⽴つ発掘調査が実施されている。昭和期の⼆度にわたる発掘調査によっ
て、敷地の北側に⼤阿弥陀堂・⼩阿弥陀堂などの主要建築群が建ち並び、南半部に広⼤な池
（舞鶴が池）が展開する浄⼟伽藍の様⼦が明らかとなった。発掘調査と平⾏するかたちで昭
和48年から53年度（1973-1978）にかけて実施した修復・整備⼯事によって、当時の姿を偲 
 

旧観自在王院庭園全景（航空写真・令和元年10月撮影） 
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ばせる庭園が復元され、敷地全体を史跡公園として⼀般に公開し、現在に⾄っている。旧観
⾃在王院庭園は、平安時代の浄⼟伽藍庭園としての価値を伝えると同時に、イベント等に利
⽤される機会が多いことから、町⺠に親しまれる⾝近なオープンスベースともなっている。 
 また、指定地の南側隣接地の平安時代の東⻄⼤路と重複する県道部分（都市計画道路⽑越
寺線）では、⼤路空間をイメージさせる整備が⾏われている。さらに、県道際では吾妻鏡に
記載された「⾼屋」と考えられる総柱建物跡を発⾒、倉町遺跡として保存・史跡指定され、
現地では建物位置を表現している。このように、周辺環境も歴史的景観に配慮した整備が進
み、様々な変化が⽣じている。 
 平泉町教育委員会は、旧観⾃在王院庭園の管理や補修を⾏い、再現された庭園の景観の維
持に努めてきたが、整備完了から40年以上を経過して、舞鶴が池の護岸や施設の劣化が⽬⽴
つようになってきている。また、指定地南⻄隅の⼩範囲に住宅があり、整備未完の状況であ
ったが、平成27・28年度に平泉町が⽤地取得した。これを契機として、再び整備事業に取り
組むこととなり、平成30年度から指定地の測量図を作成、新たに公有化した範囲を対象に発
掘調査を開始した。 
 

２．本計画の⽬的と対象範囲 

 昭和期に⾏われた旧観⾃在王院庭園の整備に際し、平泉町は寺域全体を対象に復元的整
備を⾏い、史跡公園とする計画を定めて実施したが、南⻄側は未完のままであった。このた
び⽤地取得したことを契機として、整備の準備段階として発掘調査に着⼿したが、公開中の
範囲においても池護岸、植栽、説明板などの補修あるいは改善要望が寄せられ、中には⽇常
的な管理では対応できない問題も⽣じている。 
 したがって、旧観⾃在王院庭園のさらなる保存と活⽤に資するために、整備未完の範囲に
限定せずに本計画を⽴案する。それとともに、旧観⾃在王院庭園の整備事業の円滑な推進に
向けて、事業対象を明確に定めて関係者間で共有するために本計画を定めることとした。 

本計画において留意した事項は、以下のとおりである。 
 
① 旧観⾃在王院庭園の整備の基本的な考え⽅は、今後も昭和期の整備事業の延⻑線上

にあることを明確に位置づける。 
② 公開から40年以上経過した現状を踏まえ、既存の整備施設の補修や改善を含んだ計

画とする。 
③ 指定地内・外における新たな発掘調査成果を踏まえ、隣接する町道・県道、周辺史

跡と連続性を持たせた整備計画とする。 
 
 なお、本計画は整備事業の優先度を考慮して、主に短・中期的に対応が必要と考える２つ
の範囲（A：池護岸修理エリア、B：東⻄⼤路・南北⼤路エリア）を対象にし、それ以外は
事業計画（第６章）の中で⻑期的な課題として提⽰することとした。 
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図1-1. 計画対象範囲図 
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３．委員会の設置 

 本計画の検討にあたり、令和元年度に開催された平泉遺跡群調査整備指導委員会・合同部
会において指導・助⾔を受けた。開催⽇程と議事、委員名簿は以下の通りである。 
 
表1-1. 平泉遺跡群調査整備指導委員会による審議の経過 

会 議 名 称 開 催 ⽇ 議 事 

第1回平泉遺跡群調査整備指導委員会合
同部会 

令和元年７⽉12⽇ ・計画策定の経緯と⽬的 

第1回平泉遺跡群調査整備指導委員会 令和元年10⽉3・4⽇ ・計画策定の経緯と⽬的 

・名勝の概要 

・公開活⽤のための諸条件 

・整備の課題と基本⽅針 

第２回平泉遺跡群調査整備指導委員会
合同部会 

令和元年12⽉13⽇ ・全体計画 

・池護岸の整備計画 

・東⻄・南北⼤路の整備計画 

第２回平泉遺跡群調査整備指導委員会 令和2年2⽉7⽇ ・事業計画 

 
表1-2. 平泉遺跡群調査整備指導委員会名簿                 （敬称略・50音順） 

⽒ 名 所 属 部 会 役 職 等 専 ⾨ 分 野 

⼊間⽥宣夫 整備・ガイダンス ⼀関市博物館⻑（東北⼤学名誉教授） 古代・中世史 

遠藤セツ⼦ 整備 平泉メビウスの会事務局 地元有識者 

岡⽥ 茂弘 整備・○保存管理【副委員⻑】 国⽴歴史⺠俗博物館名誉教授 考古学 

⼩野 正敏 遺構・ガイダンス 国⽴歴史⺠俗博物館名誉教授 考古学 

坂井 秀弥 遺構・保存管理 奈良⼤学⽂学部教授 考古学 

⻫藤 利男 遺構 弘前⼤学名誉教授 中世史学 

清⽔  擴 遺構 東京⼯芸⼤学⼯学部名誉教授 建築学 

清⽔ 真⼀ 遺構・整備 徳島⽂理⼤学⽂学部教授 建築学 

関宮 治良 整備・保存管理 前平泉町商⼯会議所事務局⻑ 地元有識者 

⽥中 哲雄 ○整備・保存管理 前東北芸術⼯科⼤学教授 史跡整備 

⽥辺 征夫 【委員⻑】 ⼤阪府⽂化財センター理事⻑ 考古学 

⽟井 哲雄 ○遺構 国⽴歴史⺠俗博物館名誉教授 建築学 

⻄村 幸夫 保存管理・ガイダンス 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科教授 都市⼯学 

※○は専門部会の部会長 
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４．新平泉町総合計画における旧観⾃在王院庭園の位置づけ 

（１）世界遺産を活かした町の活性化 

 平成23年度から平成32年度（令和２年度）までを計画期間とする新平泉町総合計画にお
いては、⽬指す将来像「やすらぎと⽂化をおりなす千年のまちづくり」を設定し、その実現
にむけて各種施策に取り組んでいる。現在は後期計画を推進中であり、先⼈たちが今に⾄る
まで紡いできた誇るべき資産を保存・活⽤し、未来を担う⼦どもたちにしっかりと継承して
いくために、「浄⼟思想」をモチーフとした「“浄⼟のまち平泉”プロジェクト」を重点プロ
ジェクトに設定し、３つのテーマのもとまちづくりを進めている。 

世界遺産登録によるインパクトを最⼤限活かして、より多くの国内外の⼈々を平泉に迎
えおもてなしを⾏い、交流を活発化することを通して、そこから派⽣する様々なビジネスを
育み新たな雇⽤につなげて、地域全体に活⼒を⽣み出すことを⽬指している。 

 

図1-2. 新平泉町総合計画後期基本計画における重点プロジェクト（平成28年4月 平泉町） 
 
 

（２）旧観⾃在王院庭園とまちづくり 

 平泉町は、平安末期より政治・⽂化の中⼼地として栄えた歴史のある町であり、中尊寺や
⽑越寺をはじめ、歴史⽂化遺産が数多く残されている。貴重な歴史⽂化遺産の保存・活⽤は、
世界遺産を活かしたまちづくりを進める町の施策において、様々な形で⾏われている。平泉
町は仏教寺院や浄⼟庭園などの遺跡群が周辺の⾃然景観と⼀体となった、⾃然と歴史の調
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和した町として、地域特性を活かした景観形成にも積極的に取り組んでいる。 
 町の中⼼部に位置する旧観⾃在王院庭園は、世界遺産に登録された構成資産のひとつで
あり、様々なイベントが⾏われる町⺠が⻑年親しんできた史跡公園でもあることから、町の
まちづくりにとって重要な役割をもっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図1-3. 位置図 
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第２章 旧観⾃在王院庭園の概要と現状 
 

１．名勝旧観⾃在王院庭園の指定の概要  

 旧観⾃在王院庭園は名勝に指定されると同時に、特別史跡である⽑越寺境内附鎮守社跡
の⼀部にも含まれている。ここでは、名勝指定の概要を⽰す。 
 
①指定名称： 旧観⾃在王院庭園 

②所在地： 岩⼿県⻄磐井郡平泉町 

③指定年⽉⽇： 平成17年（2005）３⽉２⽇ 

④指定基準： ⼀．公園、庭園 

⑤指定説明： 

観⾃在王院は、奥州藤原⽒の政権中枢として12世紀に繁栄を誇った平泉の浄⼟伽藍
である。12世紀半ばに奥州藤原⽒第⼆代基衡の妻が⾃らの居所を寺としたのが最初で、
その後変転を経て、元⻲４年（1573）の⼀揆に伴って発⽣した⽕災により⼤阿弥陀堂及
び⼩阿弥陀堂などの堂宇が完全に焼失したとされている。 

昭和29年から31年度に実施された学術発掘調査及び昭和47年から52年度に⾏われた
整備事業に伴う発掘調査により、敷地の規模と敷地内に配置された建物及び庭園等の
諸施設について概略が判明した。幅約30ｍ（100尺）の南北道路を介して⻄側の⽑越寺
に接し、敷地の北に寄せて⼤阿弥陀堂・⼩阿弥陀堂などの主要建築群が建ち並び、南半
部に広⼤な池が展開する。池の外周は草⽌めの護岸のところどころに礫をあしらい、⼤
⼩の景⽯を配して随所に⾒どころのある汀の景を造る。また、池中の中央やや東寄りに
は盛⼟により中島を造成している。池の⽔は⽑越寺境内の北東隅に位置する弁天池を
⽔源とし、南北道路を横断して観⾃在王院の敷地内に引かれた後、緩やかに蛇⾏する遣
⽔を経て池へと導かれる。特に、遣⽔が池に流れ込む位置には⼤きな⽯を伏せるように
して組み、雄⼤な滝の景を構成している。簡素ではあるが動的な⽔の姿を表した流れの
部分と、広々と静⽌する池の⽔⾯、そして両者の接点に躍動感のある滝の姿を表現した
ものである。昭和48年から53年度に庭園跡を含む敷地全体の修復・整備⼯事が⾏われ、
旧観⾃在王院庭園として現在⾒る庭園の景観が再現された。 

平泉には、観⾃在王院のほかに⽑越寺、無量光院など顕著な価値を有する浄⼟伽藍の
遺跡が存在する。⽑越寺は第⼆代基衡が造営した薬師如来を本尊とする伽藍で、⾦堂・
庭園（橋・中島）・背後の塔⼭がそれぞれ南北に並ぶのに対し、無量光院は第三代秀衡
が造営した阿弥陀如来を本尊とする浄⼟伽藍で、阿弥陀堂、庭園（橋・中島・拝所）、
背後の⾦鶏⼭が東⻄⽅向の軸線上に明確に並ぶ配置構成を採る。⽑越寺は鎮護国家を
祈願して造営された伽藍であり、無量光院は当初から⻄⽅極楽浄⼟を象徴して造営さ
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れた伽藍であったが、観⾃在王院は途中で住宅を喜捨して伽藍に改めたという造営の
経緯が影響したためか、⻄⽅極楽浄⼟を象徴する伽藍でありながら、伽藍の軸線が東⻄
⽅向ではなく南北⽅向に定められている。 

   また、観⾃在王院の庭園は、⽑越寺の庭園と⽐較すると池の護岸など庭園の意匠・構
造が全般的に簡素だという点においても特徴がある。⽑越寺庭園の遣⽔は全体を礫及
び景⽯で覆うのに対し、観⾃在王院の遣⽔は優美に湾曲する意匠ではあるが、ごくわず
かの⽯材のみを⽤いたほとんど素掘りに近い構造を成す。 

昭和48から53年度の修復・整備⼯事は、このような庭園の特質を⼗分踏まえ、その本
質的価値の顕在化を⽬的として実施されたものである。 

   以上のように、旧観⾃在王院庭園は平泉に造営された浄⼟伽藍の庭園の中でも独特
の意匠と構造をもち、それらの系譜上の位置付けのみならず、⽇本庭園史上における学
術的価値も極めて⾼い。庭園全体の地割及び景観構成のみならず、遣⽔・滝⽯組・汀線
等の細部の意匠・構造においても芸術上、観賞上の価値は⾼く、よって名勝に指定し保
護を図ろうとするものである。 
 

図2-1. 名勝旧観自在王院庭園の指定範囲図 
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２．整備事業の経過  

 旧観⾃在王院庭園の整備は、「平泉町⽂化財保護基本計画」の中の「観⾃在王院跡保存整
備計画」に基づいて⾏ったものであり、昭和47年に発掘調査に着⼿、翌年から整備⼯事を開
始した。昭和53年に整備⼯事が完了し、「特別史跡観⾃在王院跡整備報告書」(昭和54年3⽉)
を発刊している。（昭和期の整備の具体的な内容は、後述の「３．昭和期の整備の概要」参
照のこと。） 
 昭和期の整備完了後は、平泉町教育委員会が直営で庭園の維持管理を担当し、現在まで続
いている中で、平成15年度に舞鶴ヶ池の護岸補修、整備⼯事報告書をまとめている。翌年の
平成17年３⽉には名勝に指定されている。 
 平成19年には、都市計画道路⽑越寺線志羅⼭地区の供⽤が開始された。都市計画道路⽑越
寺線 (主要地⽅道平泉厳美渓線)は、旧観⾃在王院庭園の南に隣接し、かつての東⻄⼤路と
重なり、現在の⽑越寺の参道空間にもなることから、遺跡を保護するために道路線形を修正
した上で、平安時代の都市平泉における⼤路空間をイメージできるよう、電線地中化を始め
カラー舗装、街路灯や植栽、道路全体の⾊調などを考慮して整備が⾏われた。 

倉町遺跡の発掘調査では、平成14年度に「吾妻鏡」に記載のある⾼屋と考えられる⼤型建
物跡が確認された。その後平成22年に史跡指定され、柱位置にツゲの植栽を⾏っている。 

名勝の指定地に関しては、公有化できずに整備課題として残されていた南⻄隅の区画に
ついて、平成27・28年に⽤地取得できたことから、整備に向けて平成30年度から発掘調査
を開始した。 
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表2-1. 旧観自在王院庭園の整備事業の経過 

年度 指定・調査・公有化等 計画・整備事業（実施項目） 関連事項 

大正11年度 史蹟指定（毛越寺跡附鎮守社跡/大
正11.10.12） 

  

昭和27年度 特別史跡指定(毛越寺跡附鎮守社跡)   

昭和29～31年度 学術発掘調査   

昭和42年度 土地の公有化開始。(昭和50年度ま
で継続) 

  

昭和46年度 地形測量   

昭和47年度 観自在王院跡整備専門委
員会を組織・発掘調査 

観自在王院跡保存整備計画  

昭和48年度 発掘調査 池跡浚渫  

昭和49年度 発掘調査 池跡整備  

昭和50年度 発掘調査 盛土・張芝・敷砂利  

昭和51年度 発掘調査 阿弥陀堂周辺整備・水路改修 
・張芝 

 

昭和52年度 発掘調査 土塁整備・説明板設置  

昭和53年度  植栽・報告書作成・説明板設置  

平成14年度   倉町遺跡発掘 

平成15年度  池護岸補修、報告書作成  

平成16年度  第2次保存管理計画書作成  

平成17年度 名勝指定（旧観自在王院庭園） 
特別史跡追加指定・名称変更（毛
越寺境内附鎮守社跡） 

  

平成19年度   都市計画道路毛越
寺線志羅山地区供
用開始 

平成22年度   倉町遺跡史跡指定

平成23年度   世界遺産登録 

平成27・28年度 南西隅の土地の公有化   

平成30年度 発掘調査・修正測量 多言語化事業(観光庁)による説明板設
置 

 

令和元年度 発掘調査 旧観自在王院庭園整備計画  

 
  

←

発
掘
調
査
事
業→

←

昭
和
期
の
整
備
工
事→
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３．昭和期の整備の概要 

旧観⾃在王院庭園は、昭和48から53年度に修復・整備⼯事が⾏われた。具体的な整備対
象遺構とその⼿法について、昭和54年に発刊された整備報告書に基づきその内容を以下に
まとめた。 

 

昭和期の整備の考え⽅ 

[１]遺構保護・整備の考え⽅ 
発掘調査の結果に基づき、できるだけ復元的な整備を⽬指しているが、復元検討に伴う

推定は必要最低限に⽌めることを旨としている。整備に限らず、発掘調査においても遺構
をなるべく壊さないよう留意している。 

 
[２]地形  
 全体として地下遺構の保護を基本に整備を⾏っているが、伝普賢堂跡は、創建時に戻
すことはしないが、園池や周辺地形との関係から調整のための造成を⾏っている。 
 
[３]園池復元 

園池は後世の削平が激しい部分のみを⼿直しすることに⽌め、州浜・⽯組等の遺失して
いる部分・脆弱と思われる部分は、補充・補強を⾏いながら必要とされる範囲のみ修理を
⾏い、遺構で確認された状態を活かした整備を⾏っている。 

 
[４]遺構表⽰ 

遺構の復元的整備は失われた建造物を実物⼤復元するものではなく、柱の位置を⽰す
ことに⽌まっている。[１]のような整備の考え⽅を掲げているが、伝普賢堂跡の部分は地
形の改変を⾏い、現状の礎⽯を展⽰している。⼟塁・築地跡は、上部の形式が全く分から
ないことから、遺構があったことを⽰すために低い盛⼟と張芝で収めている。 

 
[５]修景及び周辺環境 

庭園としての⾵致及び景観保持のための修景植栽を⾏っており、平安期の庭園観を表
す樹種を選定している。当初計画にあった外周植栽は整備では⾏われておらず、遺構保護
を考慮してか植栽計画の調整が⾏われたことが伺える。 

 
[６]その他 

指定地の整備として、敷地のみならず周辺環境との調和を考慮している。それは主要な
構成物に限らず、解説板等の公開活⽤施設にも配慮を及ばせている。 
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 図2-2. 旧観自在王院跡整備計画案(昭和54年整備報告書より) 
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図2-3. 旧観自在王院跡整備完了図(昭和54年整備報告書より) 
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表2-2. 旧観自在王院庭園の整備遺構の状況(昭和54年整備報告書より抜粋) 
 
凡例 
文末【P.00/0行目～】 【整備報告書ページ番号/行数】
灰色 整備1.整備着工前の地形測量（森蘊）
黄色 3.整備工事について（藤島亥治郎）
青色 結説（藤島亥治郎）

 
項目 整備の考え方 施工方法 

遺構保
護・整備
の考え方 

整備は従来ならびに今回の調査に基いて、
できるだけ復元的な整備を⾏い、もって史
跡としての価値を⾼めることを旨とした
が、復元的な資料には限度があり、その⽋を
補うためには創建当時の、この地⽅の、この
種のものにあり得べき汎性に基づく推定を
加えたうえで、慎重に実施して景観を整え
ねばならない。そこに復元のむずかしさが
ある。推定はあくまでも万やむを得ぬ限り
の場合に許されることであり、その度を越
えてはならない。【P.85/17行目～】 

この間の調査及び整備⼯事に関しては慎重を
期すべきであり、特に昔からの遺跡をなるべ
くこわさないよう、発掘調査は慎重を期し、
整備に関してもひかえめとすべきであること
を⼼に誓った。ただこれまでに分かっていな
い地中のどこかに橋梁があったかどうか、⽯
組は昔のままなのかどうか、⽑越寺庭園と同
様に池の周辺に州浜がめぐらされていたかど
うかなどについては、かなり思い切ったくわ
しい調査をすべきと考え、場所によっては、
トレンチによる調査なども多⽤してよいと考
えた。【P.44/6行目～】 

 

地形復元 中島 

 中島の⻄南部は削除が甚だしいが、これは
適当に補充して中島としての整いを果たし
ている。【P.85/24行目～】 

 

 南大門外広場・大路範囲 

 南⼤⾨外の広範な地域をはじめ、寺域全体
の空地に園路や広場を除いて⼀般に張芝し
たのは、地下の保護のためと、景観のため
である。そのために、本来ならば道路⾯及
⾄は空地⾯であろう南⾨以南道路までの幅
50尺の東⻄の帯状地域と、⾞宿のあった幅
100尺の南北の帯状地域まで張芝され、⼟
のままのところというイメージが出来ない
のは、⽌むを得ぬ処置と⾒られたい。
【P.86/3行目～】 

【２】広場の道路造成とその境界線(輪郭)の差石 

 敷地の南端は、県道に南⾯している。 

 発掘によって確認された南⾨を中⼼とし
て、その周辺を東⻄34ｍ、南北31ｍの⽅形の
広場を作った。その広場を起点として、それ
以北に、南北中⼼線の両側3ｍずつ、幅6ｍの
中央園路を作り、南広場の北端より53.5ｍに
及んだ。その輪郭には直線的な差⽯を⾏っ
た。差⽯を必要とする距離は230.8ｍであっ
た。【P.66/1行目～】 

 

  【３】広場・園路の面積と砂利敷 

 園路と広場の⾯積を合計すると1,614.35ｍ
2で、その広場や園路中に厚さ10㎝の砂利を
敷きつめて転圧した、そこで使⽤された砂利
の量は29.15ｍ3であった。【P.66/7行目～】 
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項目 整備の考え方 施工方法 

  【４】池周辺園路の造成 

園路の幅は平均1.5ｍ、普賢堂跡、⼤・⼩阿
弥陀堂跡南前⽅などで路幅をひろげ、広場的
とする。園路の⾼さは池辺の地形により若⼲
⾼低がある。園路は地表より10㎝ほり下げ、
砂利を盛って地⾯を固めた。【P.75/1行目～】

 

園池復元 池汀 

 たとえば、池汀は後世の耕作のための削平
甚だしい部分は、⼿頃の⼿直しをするに⽌
め、州浜の残存部はその延⻑部を、ある程
度復元した。【P.85/23行目～】 

 

 標準水位 

 標準⽔位は池の東北の州浜の⾼さから決定
している。【P.85/27行目～】 

 

 池底 

  ４．池底の仕上げ 

 本年度⼯事の園池の⾯積は、5,556.5ｍ
2(48年度仮⼟⼿下部分を含む)そのうちの浚
渫した⾯積は5,182.5ｍ2(但し池周辺の布掘
り⾯積を除く)浚渫した⼟の量は深さ平均30
㎝とすると、1,555.5ｍ3である。この池底は
従来池底を形成していた粘⼟分の多い⼟壌を
敷きならし、転圧した上に、砂利と砂を加
え、さらに転圧して、池⽔の漏るのを防⽌し
ようと努⼒した。それに要した⽟砂利は厚さ
平均8㎝、41.5ｍ3であった。【P.64/1行目～】

 池南地帯

  【１】池南地帯の整備 

 この区域は観⾃在王院跡敷地の南端中央部
にある南⾨（総⾨）と園池との間に位置す
る。東⻄幅は最南端で120ｍ、南北の⻑径は
125ｍ、南端では⻄南隅に⺠家が残っている
ので、短径75ｍであり、総⾯積は10,875ｍ2
の広⼤な地域である。このあたり⼀帯は⼀部
盛⼟された部分の認められる池の周辺の地表
よりは⼀段と低く、もと⽔⽥であった。⻄北
部がやや⾼く、最後部は海抜35.09ｍを⽰
し、東南に向うにしたがって、やや低くなっ
ており、東南隅では海抜33.21ｍを⽰した部
分もあった。そこでは最北では地表を少し削
り、南端では少量盛⼟して、全域の不陸を修
正し、各部の⾼低をなくし、平坦に近い広場
としようというのがねらいであった。結局完
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項目 整備の考え方 施工方法 

成測量図のような⾼低に落ち着いたわけであ
る。 
 この⼯事で、出来上がった地盤の上に、中
央部と南北に⾛る園路をつけ、池の南岸中央
部では⽅形の広場とした。この0池岸の広場
と南下部平坦⾯との間にかなりの⾼低差がで
きたので、その間に⽊を横たえた仮の階段を
作った。（但しこの階段は52年5⽉に観⾃在
王院の開園式の来賓、その他参列者の便宜を
考慮したもの）【P.65/5行目～】 

 

 排水溝 

  【６】排水溝 

 これだけの広場・園路・張芝・園池が造成
されたので、当然その区域の排⽔設備が必要
となるので、その中央部に東⻄に51.2ｍの排
⽔溝を設備し東側の暗渠に向けて落とすよう
に設備を⾏った。【P.68/5行目～】 

  【１】毛越寺境内町道脇の排水溝新設 

 ⽑越寺境との町道(⾞宿の⻄側)脇に、Ｕ字
型排⽔溝を新設する。その延⻑は182ｍ、幅
20㎝のコンクリート製の無蓋Ｕ時溝を⼊れ
た。【P.76/5行目～】

 池護岸 

  ３．普賢堂跡西池際部分の臨時措置 

 この部分は普賢堂の発掘調査が昭和49年度
夏期の整備⼯事期間中に完成していなかった
ので、池岸の他の部分と同じように処置する
ことは⾒合わせ、仮の護岸措置を⾏った。⻑
さ2.5ｍの松丸太杭を、間隔1.5ｍ毎に打ち込
み、⻑さ4ｍの⽵を横たえて、いわゆるしが
らみを造成したのである。その距離は19.0ｍ
であり、明年度普賢堂遺跡の発掘調査完了後
において、池岸の線を確認した上で⽟⽯敷州
浜とし、普賢堂跡の保存の必要性に⾒合った
整備を⾏うべきだとした次第である。
【P.63/7行目～】 

  【４】普賢堂池岸の修正について 

昭和50年度実施した普賢堂跡付近の整備で、
池岸が造園的感覚から考慮され、池岸の勾配
がゆるく、汀線が曲線的に取り扱われすぎて
いる点があったので、その点につき⼀部修正
を⾏った。その理由は、普賢堂は池近くに建
つものであるから、その軒下の汀線はもっと
直線的に、かつ、その護岸はもっと垂直に近
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項目 整備の考え方 施工方法 

いものでなければならないということであ
る。【P.71/13行目～】 

 州浜 

  【５】普賢堂跡付近の池辺の州浜造成 

 普賢堂跡付近池辺の州浜造成と、普賢堂礎
⽯並びに周辺地盤のかさ上げを⾏った。普賢
堂は平安時代後期即ち観⾃在王院の創始期の
建造物ではなく、後になって池の⽔位が降下
したか、或いは平安時代の後期の園池の⽔⾯
よりかなり低い草地か、⽔⽥になってからで
きた中世の建築物と思われる。従ってその建
物跡の周辺の⾼さは海抜34.90ｍ前後であっ
た。（中略）この地形の整備に伴い、普賢堂
礎⽯は地表10〜30㎝埋まってしまうので、そ
の位置で、そのままの⽅位と、そのままの傾
斜のまま地表を嵩上げした。【P.67/5行目～】

  ２．池辺の州浜造成 

 池辺については、本年度のトレンチ発掘の
結果を受けて、布掘りし、或は池底の浚渫を
⾏い、その結果池辺には攪乱された部分がな
かったとは⾔えないが、普賢堂跡を除き、汀
線を確認することができた。そこで池辺につ
いては、緩勾配の⽟⽯敷州浜を作るべく、幅
２ｍ、⻑さ300ｍ、広さ600ｍ2、厚さ10㎝と
して、それに要した⽟⽯の量は67.5ｍ3であ
った。なお中島周辺の州浜延⻑は50ｍ、幅は
1.5ｍ、⽟⽯の厚さは10㎝としたものも含ま
れている。【P.63/1行目～】 

 石組 

 飾⽯の傾きは直し、移動したものは元の位
置が、痕跡によりわかるものはその位置に
復旧した。【P.85/24行目～】 

(１)滝石組 

 滝⽯組については、先に述べたように(７)

Ｋ・(８)Ｊが傾いているので、その傾きを起
こし、(11)は⻄上⽅に少しずり上げて、(14)

と共に滝⼝の⽯組として堅固なものとすべ
く、根もとに粘⼟をつめて固めた。(16)はそ
の上端が少し凹んでいて遣⽔の流⽔を落とす
に適したものと考えられるので、その北脇の
(21)の南⻄端を少しずり上げて、滝⼝の形を
よくし⽔の通りをなめらかにした。なお
(14)・(15)・(16)・(21)などでまとめ上げた
滝⼝周辺の⼟砂を粘⼟でつき固め、漏⽔をな
くするように努めた。 

(２)岬状地形付近の石組 

 北岸中央部の岬状地形付近の⽯組のうちで
(４)は東南⽅に傾いているので起こした、
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項目 整備の考え方 施工方法 

(5)も東南⽅に倒れているので、正常の形に
復した。 

 北岸東寄りの⽯組については倒れ、傾いた
ものは全くない。そこで根もとが脆弱かと思
われる若⼲のものについて、その周辺に⽟⽯
を置き、根もとを固め、周辺の州浜にも⽟⽯
を補って修景とした。ただし、この付近は整
備後池⽔をはったところ腰掛⽯は半分、あと
の三⽯は頭部が⽔⾯上に出ている外は、ほと
んど池⽔中にかくれており、⽔位の降下する
際だけその姿を認めることができる。 

(３)東北岸(鐘楼の北脇)の石組 

 東北岸(鐘楼の北脇)の⽯組は、全体で13個
のうち3個だけがバランスを失って傾いてい
るので、根⽯を⼊れ、粘⼟で根もとをつき固
め、昔からあった姿に近くもどしたにすぎな
い。【P.62/2行目～】 

遺構表示 西境土塁 

 もっとも問題となるのは⻄境⼟塁であっ
た。これはその基底部の幅がわかるだけ
で、上⽅の形式は全くわからない。これを
⼟塁として⾼く築積することはそのような
ものであったと早計に決められる恐れがあ
る。そこで整備⽅針としては、ここに⼟塁
があったことを⽰す⽅法として低い盛⼟を
した上に張芝し、盛⼟の流れ落ちるのを防
ぐためと⼟塁の幅を⽰すために、その基底
部に⼩型の⽯を⼀列に並べたに過ぎない。
この⽯列が⼤きく⽬⽴って、当時あるべき
環境を害することのないよう注意したつも
りである。【P.85/32行目～】 

【１】土塁の造成 

 ⼟塁は下幅2.1ｍ、側⾯は下⽅をおさえる
ための野⾯⽯積をし、両端から測ると2.55

ｍ、上端は１ｍとし、側⽅から45度で盛⼟し
た。その⾼さは0.55ｍ、排⽔溝（野⾯⽯下
端）から測ると0.8ｍ、その両側に栗⽯によ
る中央が少し凹んだ幅60㎝の排⽔溝が付く。
その地盤の⾼さは最北端で海抜36.95ｍ、最
南端で海抜35.44ｍ、⻑さは165ｍである。
【P.72/8行目～】 

 南境土塁（築地） 

 南境⼟塁はいよいよもって、形式が不明な
ため、更にこれを略化して現状のように収
めたのである。【P.86/1行目～】 

 

 大・小阿弥陀堂跡・泉屋跡

  【１】大・小阿弥陀堂前水路の改修について 

 この⽔路は農業⽤⽔路であり、できる限り
の⽅法で暗渠とした。その平⾯や断⾯は図の
ごとくである。なお完成後の状況は写真を参
照のこと。 

【２】大・小阿弥陀堂跡の整備について 

 ⼤・⼩阿弥陀堂跡は、昭和29年・30年のこ
ろに発掘調査を⾏ったことがある。その際に
判明した状況を、当時の実測図を参考にしつ
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項目 整備の考え方 施工方法 

つ整備した。 

 ⼤・⼩阿弥陀堂跡を礎⽯や⽴⽊をそのまま
にしながら、若⼲の盛⼟と切⼟を⾏い、平坦
に地ならしをし、⼤・⼩阿弥陀堂の中間に泉
屋跡を造成した。またこれらの敷地の周辺と、
その境界線には昔から残存する差⽯にならっ
て差⽯を⾏い、図⾯のとおり内側に砂利を敷
き、外側区域との間の勾配のある部分には張
芝を⾏った。(中略) 

【３】泉屋跡の整備について 

 両阿弥陀堂の中間の位置に泉屋跡があるこ
とが、昭和29年・30年の発掘調査で判明して
おり、その南前⾯には２個の礎⽯らしいもの
が、幅１ｍの間隔で残存している。泉屋は東
⻄5.5ｍ、南北4.5ｍの⽅形であるから、その形
に⽅形の砂利敷きの区域を作った。⾼さは⼩
阿弥陀堂と同じ海抜36.7ｍである。その周辺、
東⻄8.6ｍ南北15.3ｍに張芝を⾏った。(中略) 

【P.69/7行目～】 

 

 伝普賢堂跡 

 伝普賢堂跡を中⼼とした部分は、後世の造
成であるが、この部分は、その時代の造成
のままとして整え、創建時に復元すること
はしない。【P.85/25行目～】 

 

 阿弥陀堂周辺整備 

  【５】大・小阿弥陀堂跡周辺の盛土 

 ⼤・⼩阿弥陀堂跡の両側及び北側⼀帯に盛
⼟を⾏い、不陸を修正して、排⽔⼯事と張芝
を⾏った。【P.75/5行目～】 

 

 車宿跡 

 建築遺跡は各地での既往整備の適、不適を
参考にし、今回の整備が、この場合、もっ
ともふさわしい⽅法として実施した。たと
えば、基壇上にアスファルトを流し固める
ようなことをせず、砂利敷とし、側⾯を張
芝するに⽌めた。そして柱位置は⼩型の⽯
造標識を⽴てるに⽌めている。⾞宿跡はそ
れを徹底的に⾏った例となる。【P.85/28行

目～】 

【３】車宿跡標示施設 

 ⾞宿跡は発掘調査の結果判明した掘⽴柱列
の上に、間隔2.75ｍ(10尺)毎に標⽰の⽬的を
以て⽊柱を⽴てる。東⻄３列、南北11列、そ
の数は計33本となる。柱の太さは30㎝程度、
⾼さは50㎝相当とし、地上に約30㎝出るよう
にした。地下には掘⽴柱があるのであまり柱
を深く埋めることが出来ないので、地中は、
その移動転倒などを防げるように砕⽯を敷
き、その上にコンクリートでしっかりと固定
した。その柱周辺地表には⽟⽯を敷きつめ
た。【P.76/9行目～】 
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項目 整備の考え方 施工方法 

  【３】敷砂利 

⼟塁の⻄側（⾞宿）⼀帯に敷砂利をする。そ
の⾯積は1,360ｍ2である。【P.74/9行目～】 

 南門跡 

  【４】南門跡標示施設 

 発掘調査により判明した南⾨柱上に、太さ
30㎝程度の⽊柱を⼆本⽴てる。その間隔は
4.5ｍ、地表（現在の砂利敷表⾯）より30㎝
ほどとし、地下部は約20㎝となる。その柱の
外側南北線上幅1.8ｍの距離に4個の切⽯柱を
⽴てる。⽯柱の太さ15㎝の⾓⽯で、地表には
約30㎝出す。⾓⽯の両側には⾼さ30㎝の盛⼟
を⾏って東⻄に伸ばし南限の境とする⽬的で
約470本の茶の⽊を１列に植えた。【P.77/1

⾏⽬〜】 

 

 西門跡 

  【５】西門跡標示施設 

 発掘調査によって判明した⻄⾨跡に盛⼟を
⾏い、３本の⽊柱と４本の⽯柱と⽴てた。盛
⼟の⾼さは約30㎝で⽊柱は径30㎝程度の太さ
で地上に約30㎝出した。この⽊柱と⽯柱によ
り⽰される⾨跡盛⼟の表⾯には⽟⽯を敷きつ
めた、そしてこの⼟壇の四周に張芝した。な
お⻄⾨の南側は1.2ｍおいて⼟塁につづき、
その斜⾯には芝を張った。⾨より北の⽅は⼟
塁の⾼さが判明しないので約10㎝の⾼さで盛
⼟し茶の⽊を1列に南北⼀直線に植えた。盛
⼟の幅は約30㎝とした。【P.77/7行目～】 

 

その他修
景等 

風致植栽

  【６】風致植栽  

⾵致及び景観保持のため次表のとおり樹⽊
の植栽を⾏った(次表は割愛)。 

 なお、植栽については、平安時代の庭園に
ついて、当時の物語や絵巻に描かれている樹
種を選ぶつもりであったが、経費の都合で、
松・桜(枝垂を含む)うめ(紅・⽩あり)かえ
で・やなぎ・はぎ・やまぶき・つつじなどに
限られた。なお、その配植については、当時
の庭園観として、春を東、秋は⻄へ、という
感じを詠んだ詩歌があり、物語にも取り上げ
られ、絵巻にもそのように描かれているの
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項目 整備の考え方 施工方法 

で、東⽅にうめ・さくら・やなぎなどを多く
し、かえでは⻄岸に近く植えた。また観⾃在
王院に関する⽂献(吾妻鏡)の中に、醍醐の花
会式の絵が⼤阿弥陀堂四壁の中に現われてお
り、現在でもその花会式は、醍醐清滝社(仁
王⾨の南、五重塔の⻄下⽅)で⾏われている
ので、滝⼝⽯組や遣⽔に因んだ位置を選んで
桜樹を植えることにしたのである。【P.78/1

行目～】 

 

 植栽 

 ⻄境⼟塁以外の境界線を限る⽅法として茶
の⽊を植えたのは復元的に別に根拠のある
わけではない。【P.86/2行目～】 

５．張芝工事 

 本年度は、前年度に盛⼟整備した中島上
312ｍ2にも芝を張った。また本年度整備した
池岸の傾斜地118ｍ2についても張り芝を⾏っ
た。緩傾斜地であるので、平地の20％増とし
て、計142ｍ2となる。【P.64/7行目～】 

 

 植栽はある程度景観を整えるためのみに⽌
めた。本来植栽は、もし、その下に何等か
の遺跡があったら、植込⼯事や根の成⻑の
ために破壊されることのあることを⼗分に
考慮したからである。【P.86/7行目～】 

【４】園地の張芝 

 平坦に整地した敷地の⾯積10,875.14ｍ2の
うち、広場・園路として砂利敷を⾏った区域
1,614.35ｍ2の外側には、すべて張芝を⾏うこ
とにした。この区域中に⾏った張芝の量は⼯
事費の関係から50年度は6.976ｍ2だけ張芝を
⾏い、残り2,285.79ｍ2は翌年にまわされるこ
とになった。【P.67/1行目～】 

 

 解説板 

 説明板の類はなるべく多く⽤意したが、同
時に、それがその周辺の環境を害せぬよ
う、その位置についても配慮したつもりで
ある。【P.86/9行目～】 

 

 周辺環境

 この機会に今⼀つ述べたいことがある。そ
れは史跡の整備は単に指定地の整備ばかり
では完全でない、ということである。いか
に指定地が史跡らしい景観を完了したと
て、その周辺がそれにふさわしい環境でな
ければならぬ。塔⼭はこの寺の借景として
その⼭形と樹林の緑をあくまでも保たねば
ならない。⻄⽅は⽑越寺境内と連なるから
問題はない。⼼配なのは東⽅、南⽅の景観
である。都市の開発は⼤いに望ましいとこ
ろであるが、少なくもこの史跡に近接する
地域の開発施設はこの史跡に調和するよ
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う、配慮されたい。これは整備委員⻑とし
ての私⾒であるが、例えば、史跡とは異質
的な意匠を施さぬこと、⾼さを制限するこ
と、樹林等⾃然物を多くすること、特に⼯
場等公害を及ぼす施設を避けること、騒⾳
を防⽌すること等の事項をぜひ守られた
い。【P.87/10行目～】 
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４．指定地の公有化   

 平泉町は、旧観⾃在王院庭園の整備事業に伴い、名勝指定地の公有化を進めてきた。令和
元年度時点の⼟地所有者区分は下図の通りであり、指定地のほとんどが平泉町所有地であ
る。 

 
図2-4. 公有化図 
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５．旧観⾃在王院庭園の公開活⽤   

 旧観⾃在王院庭園は、史跡公園として広く⼀般に公開されている。そのほか、総合学習時
の昼⾷会場やキッズサッカーなどの学校教育と連携した活⽤や、町⺠の憩いの場として活
⽤される他、年間を通して多くのイベントに利⽤されている。表2-5に年間イベントスケジ
ュールを⽰した。 

 
表2-3. 旧観自在王院庭園の年間イベントスケジュール【令和元年（2019年）の例】 

日付 イベント名 概 要 

5⽉3⽇ 藤原祭り 中尊寺や⽑越寺で藤原四代の追善法要、稚児⾏列、開⼭護摩法要、郷⼟
芸能、能や狂⾔の奉納が⾏われる。 

5⽉4⽇ 哭き祭り 基衡の妻の死を弔う葬列を模した祭り。 

6⽉29⽇ 平和の祈り 奥州藤原⽒が求め築いた「平和」「平等」の理念及び東⽇本⼤震災から
の「復興」「慰霊」を世界に向けて発信するイベントを開催するもの。
実施するにあたり、テント・イス・机・仮設の祭壇を設置する。 

7⽉ 世界遺産祭 「平泉世界遺産祭2019」（７⽉６⽇〜７⽇実施）の会場として使⽤。 
イベントを実施するにあたり、仮設ステージ、模擬店⽤テント・折りた
たみイス・机・仮設トイレを設置。 

7⽉ ⽔掛御輿 「ひらいずみ夜祭り及び平泉⽔かけ神輿」の会場。 
実施するにあたり、神輿の仮宮、仮設ステージ、照明⽤やぐら、模擬店
等⽤のテント20基、観客⽤イス、テーブル並びに仮設トイレを設置。 

8⽉ 納涼会 商⼯会⻘年部主催の「納涼会」会場として使⽤。 
イベントを実施するにあたり、簡易テント15張・⻑机50脚・⻑椅⼦40脚、
パイプ椅⼦150脚、仮設トイレ２台を設置する。 

8⽉16⽇ 夢灯り 8⽉16⽇⼤⽂字送り⽕に併せて⾏われる、あかりの⾏事。⽜乳パックで
つくった灯りを旧観⾃在王院跡にならべ灯すもの。 

11⽉ 産業祭り ひらいずみ産業まつりの会場として使⽤。実施するにあたり、ステージ
⽤⾞両１台、テント40張・来客⽤テーブル25台、椅⼦130脚、簡易トイ
レ３基等を設置。 

不定期 ブ ル ー ラ イ ト
アップ 

11⽉14⽇の世界糖尿病デーに際し、糖尿病予防啓発の⼀環として旧観⾃
在王院庭園の中島を⻘⾊にライトアップするものである。実施期間前後
に限り照明機器等の仮設物を設置する。 

不定期 ウ ォ ー キ ン グ
イ ベ ン ト の 発
着点 

各種団体で催されるウォーキングイベントの発着点として活⽤されて
いる。 
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世界遺産祭の様子① 世界遺産祭の様子② 

産業まつりの様子① 産業まつりの様子② 

ひらいずみ夜祭の様子① ひらいずみ夜祭の様子② 
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６．整備課題  

 旧観⾃在王院庭園の整備が完了してから約40年が経過し、それらの修理や公開活⽤に関
わる課題が挙がってきた。近年の発掘調査から得られた知⾒や、新たに公有化した⼟地も含
めた整備課題について、表2-4にまとめた。 
 
表2-4. 計画対象範囲の課題 

計画対象範囲 現状及び整備課題 

Ａ：池護岸修理エリア 

①洗掘等によって汀線のラインが崩れており、来訪者が汀に近づ
いた場合に踏み抜く恐れがある。同じ箇所が繰り返し崩れるこ
とから、破損の理由を明らかとし、修理の⽅法を⾒直す必要が
ある。                   →【写真Ｅ】

Ｂ：東⻄⼤路・南北
⼤路エリア 

東
⻄
⼤
路 

②公有化した⼟地に⼟塁跡がよく残されていることから、これを
保存し、かつ整備済区間と調和のとれた整備⽅法を検討する必
要がある。                 →【写真Ｄ】

③県道側で⼤路空間をイメージした整備を⾏っていることから、
旧観⾃在王院庭園側でも連続的な整備⽅法の検討が必要とな
る。                    →【写真Ａ】

③敷地境界に⽣垣を植栽しているが、遺構表⽰と混同し来訪者の
誤解を招く恐れがあり、往時の空間表現を分断する状況になっ
ている。                  →【写真Ｈ】

④設置済みの説明板の内容と配置が適切でないことから、内容を
⾒直し更新する必要がある。         →【写真Ｇ】

⑤住宅が無くなったことで束稲⼭への眺望が開かれたことから、
視点場としての整備⽅法の検討が必要である。駐⾞場が景観上
の阻害要因となることから、取り扱いが課題となる。 

→【写真Ｃ】 

⑥住宅が撤去され、束稲⼭への眺望⽅向にある電線や住宅等が⽬
⽴つようになった。             →【写真Ｂ】

南
北
⼤
路 

⑦⾦鶏⼭への重要な軸線だが、⼤路としてあまり認識されていな
い。また、歩きにくいため来訪者がほとんど⽴ち⼊らない空間
となっている。               →【写真Ｆ】

⑦現在の⽟⽯敷は、遺構で確認されている⽟⽯敷よりも⼤振りで
あることから、発掘成果に合わせた表現になっていない。 

→【写真Ｆ】

 
 
 



29 

 

図2-5. 旧観自在王院庭園の整備課題 
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A 県道側の整備状況（東西大路跡の表現）

C駐車場 

E 護岸の破損状況 F 車宿及び柱表示の整備状況 

D 土塁の残存状況 

B 束稲山への眺望 

G 解説板の設置状況 H 敷地境界の生垣の状況 
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第３章 基本⽅針 
 

 平泉町は、旧観⾃在王院庭園の昭和期の整備に際し、遺跡保護のため寺域全体を町有化し
た上で、できる限りの復元的検討を⾏い、史跡公園として公開することを⽬指した。史跡公
園の整備は、「⽂化財に対する国⺠の親しみと理解を深めることがねらい」であったと、旧
観⾃在王院跡整備報告書に記されている。平安期の浄⼟伽藍の庭園を⾃由に鑑賞し、優れた
価値が多くの⼈々に認識され、町⺠や観光客に⻑く親しまれてきた史跡公園は、その理念を
実現してきたといえる。 
 今後も、これまでの整備理念を踏襲し、残された課題に、新たな知⾒や改善を加えながら、
史跡公園としてさらなる充実を⽬指す。 

 

１．遺跡の確実な保存 
 貴重な価値を持つ遺跡として、確実に保存し、後世に伝える。 
 
２．眺望景観の保全 
 史跡公園と周辺を取り巻く⾵景の⼀体的な調和に努める。北の⾦鶏⼭、東⽅の束稲⼭
を望む、眺望の開けた空間とする。 
 
３．町⺠の憩いと活動の公園づくり 
 町⺠の憩いの場・集いの場として親しまれている現在の活⽤を継承し、⾝近な⽂化財
としての位置づけを保持し、尊重する。 
 
４．⼤路の歴史的な空間表現と回遊空間づくり 
 幅100尺（約30ｍ）あったとされるかつての⼤路の空間を、史跡公園と現在の⾃動⾞
の通過する道路部分をあわせて再現し、平泉中⼼部にゆったりと散策しながら回遊で
きる、広⼤な歴史的空間を確保する。また、県道部分(都市計画道路⽑越寺線)と共に、
歴史的景観との調和を⼤切にしたデザインや素材による整備を⾏う。 
 
５．旧観⾃在王院庭園の鑑賞上の価値の維持 
 旧観⾃在王院庭園の特徴である、優美な曲線や素朴な意匠を表す池護岸・遣⽔・⽯
組・中島等の庭園を構成する要素の適切な管理を⾏うとともに、必要な修理を⾏う。 
 
６．調査研究に基づく整備の推進 
 過去の調査研究に新たな成果を反映した整備を⾏い、旧観⾃在王院の歴史的価値の
理解につなげるとともに、全国的にも庭園遺跡整備の先駆的事例であることから、庭園
史研究者と連携して整備事業に取り組むものとする。 
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第４章 整備計画 
 

１．整備の全体計画 

本計画は、２つの範囲（A：池護岸修理エリア、B：東⻄⼤路・南北⼤路エリア）を対象
にしており、それぞれの範囲において歴史的価値を維持あるいは顕在化させることを念頭
に、整備内容を以下に⽰す。 

 
（１）庭園の美観を保ち、公開を継続する（A：池護岸修理エリア） 
 池護岸修理エリアにおいて、洗堀・崩落が繰り返される要因として、（1）排⽔の流末のた
め護岸に当たる⽔勢が強いこと、（2）⼤⾬時の排⽔機能が⼗分ではなく越流がたびたび発⽣
すること、（3）池中の⿂類が護岸をつつくこと、（4）⾒学者が護岸際まで近づきやすいこと、
などが挙げられているが、特定できていない。また、平成15年度には昭和期の整備と同じ⽅
法で修理したが、今後も破損を繰り返す修理⽅法は適切とはいえない。ただし、別の⽅法を
採⽤して、名勝庭園としての美観を損ねたり、⾒学者に誤解を与えたりすることは避けなく
てはならない。そのため、以下の⽅針のもと、池護岸の修理を進めるものとする。 
 

①池護岸の適切な修理⽅法を採⽤するために、事前に発掘調査と試験施⼯を⾏い、経過観
察（モニタリング）の期間を設けることとする。経過観察の中で、固化材を添加する案
の効果と、想定される破損理由との関係性を確認しながら、美観を損ねない池護岸の強
化⽅法や排⽔機能の改善など、対応策を検討する。 

②⾒学者が池護岸の際まで⽴ち⼊ることを防ぐには、柵等の設置が考えられるが、庭園景
観に配慮した公開を維持する考えから、モニタリング期間中は現状のままとする。固化
材を添加する強化⽅法の⼗分な効果が得られない場合などは、⽴ち⼊り制限等の公開
⽅法の⾒直しを検討する。 

③⼤きく成⻑した修景樹⽊が、遺構保護や⾒学の⽀障となっていることから、池護岸の修
理に合わせて伐採・剪定・補植等を⾏う。 

 
（２）広がりある⼤路空間をイメージし、歴史的景観を体験できる整備（B：東 

⻄⼤路・南北⼤路エリア） 
 ⽑越寺の⾨前で交差する東⻄⼤路・南北⼤路は、幅100尺（約30ｍ）で直線的に伸びる道
路で、平安時代の平泉において最も幅広い⼤路として存在した。また、旧観⾃在王院の近傍
には、⾞宿や倉町（⾼屋＝倉庫群）といった都市機能が集まり、多くの往来でにぎわう、奥
州藤原⽒の拠点にふさわしい景観であったと想定されている。 

したがって、東⻄⼤路・南北⼤路エリアは、平安時代の平泉における中⼼街区として、メ
インストリートを軸に都市機能が集積していた様⼦が伝わるよう整備を⾏う。そのために
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は、阻害する要素を除去し、⼤路の空間が認識できるようにする。 
 
①東⻄⼤路は、県道の道路拡幅事業で実施された、歴史的景観との調和を図る整備の考え

⽅を踏まえ、名勝指定地側も、カラー舗装、街路灯や植栽、施設の⾊調等の統⼀を図り、
⼀体的に⼤路空間を表現する。 

②東⻄⼤路と南北⼤路の交差部は、束稲⼭への眺望が開けていることから、視点場として
機能させるために、駐⾞場の移転等を⾏う。 

③南北⼤路と⾞宿跡の範囲は、地表⾯の⽟⽯敷が歩きにくいことから、仕様を改めて、来
訪者が回遊しやすい歩⾏空間を整備する。 

④⼟塁跡は、未整備部分の発掘調査成果が過去の調査所⾒と齟齬が無い場合は、昭和期の
整備⽅法を踏襲して、南側まで延⻑して整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4-1. 南北大路計画断面図 

図4-2. 東西大路計画断面図 
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⑤南⾨跡は、昭和期に整備されていた⽊柱を再設置する。 
⑥築地跡は、現在の整備状況を維持する。 
⑦⾞宿跡の柱の補修は、⽇常の維持管理で⾏う。 

 

図4-3. 整備計画図  
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２．池護岸修理エリアの整備計画 

（１）遺構保存に関する計画 

 旧観⾃在王院庭園の遺構の保護に留意し、必要な保護盛⼟厚を確保したうえで修理を⾏
う。 
 池護岸は、洗堀等によって汀線が崩れている。想定される崩落の原因として、⾵による⽔
の流れの変化・鯉による洗堀等が考えられるが、モニタリングを⾏い、洗堀を受ける要因の
解明に努める。 

 

（２）池護岸修理に関する計画 

 池護岸の修理は、下記の⼿順による調査・検討を経て⾏う。 
 

 ①発掘調査 
 遺構⾯までの深さと、池護岸が洗堀を受けている状況を確認するために発掘調査を実
施する。 

 
 ②試験施⼯ 

 発掘調査の埋め戻しの際に、固化剤を加えた客⼟で復旧する。経過観察を⾏い、池護岸
の洗堀防⽌に対し効果があると判断できる場合は整備⽅法として採⽤する。 

 
 ③経過観察 

 試験施⼯を⾏った範囲の経過観察を⾏う。⼤⾬が降った際に池護岸を乗り越えて⽔が
流出することから、特に⼤⾬が降った後の状況を注視する必要がある。 

    
 ④整備⽅法の検討 

 試験施⼯・経過観察の結果を踏まえて整備⽅法を検討する。 
 固化剤を加えた盛⼟で池護岸が維持できない場合は、⽊杭護岸・しがらみ護岸・⽯積護
岸等、別の⼯法も含めて最適な⽅法を検討する。 

 
 ⑤整備⽅法の決定、設計・施⼯ 

 整備⽅法を決定し、設計・施⼯を⾏う。 
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図4-4. 検討フロー 
 

（３）植栽に関する計画 

 旧観⾃在王院庭園の樹⽊は昭和期の整備で植栽されたものであり、⼤きく成⻑して遺構
保護や⾒学に⽀障をきたす樹⽊も多い。以下の考え⽅に基づき、樹⽊の整理を⾏うこととす
る。 
  ・遺構を破壊する恐れのある樹⽊は剪定・伐採を⾏う。 
  ・庭園景観の調和や眺望を妨げる樹⽊は剪定・伐採を⾏う。 
  ・来訪者の⾒学を妨げる危険⽊・⽀障枝は剪定・伐採を⾏う。 
  ・整備や維持管理に際して動線の妨げとなる樹⽊は剪定・伐採を⾏う。 
  ・上記の剪定・伐採に伴い樹⽊を整理した場合は、必要に応じて後継⽊を植える。 
 

   枝が伸び地面に接している         園路にかかり見学の妨げとなっている 
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３．東⻄⼤路・南北⼤路エリアの整備計画 

（１）遺構保存に関する計画 

 旧観⾃在王院庭園の遺構の保護に留意し、必要な保護盛⼟厚を確保したうえで整備を⾏
う。過去の資料や新たに実施する発掘調査の情報を踏まえ、遺構⾯の⾼さを発掘調査で確認
する。 

特に、新たに公有化した⼟地で⼟塁跡が確認されたことから、遺構で確認された地形の起
伏を活かしながら、保護盛⼟によって⼗分に保護する。また、東⻄⼤路・南北⼤路の範囲は
管理⽤⾞両が⼊った際、⼗分に遺構⾯が保護されるよう、整備⾯と遺構⾯までの保護層を⼗
分に確保する。 

 

図4-5. 大路舗装範囲の模式断面図 
 
 
 

（２）動線計画 

 多くの⾒学者は、⽑越寺駐⾞場、あるいは平泉駅からの徒歩によるアクセスが想定される
ため、いずれも東⻄⼤路と重なる範囲を⾒学者の動線ルートに設定し、整備済の県道と⼀体
的な広がりのある歩⾏者空間を確保する。 
 旧観⾃在王院庭園の本来の正⾯である南⾨跡が庭園⾒学においてもエントランスとなる
ため、東⻄⼤路から南⾨跡を通って園池まで誘導する。庭園内は、主要な⽯組を回遊しなが
ら園池を⾒学する。 
 南北⼤路は、町道と重なる部分ではあるが、これまで利⽤者は少なかった。舗装を変更す
ることにより、⾒学者が歩きやすく、また他の遺跡や⽂化財センターなどへの散策しやすい
道として改善を図る。 
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図4-6. 動線計画平面図 
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（３）地形造成に関する計画 

 地形造成は、遺構保存のための保護盛⼟厚を確保するとともに、既整備範囲や道路事業範
囲等の隣地地盤との⾼低差にも留意して⾼さ設定を⾏う。このため、東⻄・南北⼤路の道路
⾯や側溝などの遺構について、今後の発掘調査にて確認を⾏い、保護すべき遺構の標⾼を明
らかにしていく。現状においては、東⻄⼤路は東⽅向が低く、⻄⽅向に向かって⾼くなる。
南北⼤路は北⽅向が⾼く、南に向かって低くなっている。このため、舗装⾯に⾬⽔が溜まる
ことのないよう現況に沿った微勾配を設定する。具体的な⾼さ関係は、発掘調査が完了して
いないことから、今後の調査で明らかにしていく。 
 

（４）遺構の表現に関する計画 

 東⻄⼤路・南北⼤路エリアにおける遺構の表現は、南⾨跡・築地塀・⼟塁跡・溝跡(東⻄
⼤路)・⼤路・⾞宿跡が含まれている。このうち、築地塀は現状維持とし、⾞宿跡は⽇常管
理で⽊柱の交換を⾏い、その他は再整備を⾏う。 
 
 
 ①南⾨跡の整備 

 南⾨跡は失われた⽊材を再び設置して、昭和期の整備に復旧する。昭和期の整備では、
主柱を表す太さ30㎝程度の⽊柱を⼆本⽴て、その主柱の外側南北線上幅1.8ｍの距離に4
個の切⽯柱(太さ15㎝)を⽴てた。現状では築地の隅（端）を表⽰する切⽯柱のみ残り、南
⾨跡の表現である⽊柱が失われて、⽯柱が⽬⽴ち、柱遺構の表⽰と誤解を招く恐れがある
ことから、⽊柱を復旧する。 

 

 
       
 ②⼟塁跡の整備 
  ⼟塁跡は、昭和期の整備済み区間に連続して、未整備の南⻄隅の⼟塁跡を同様の仕様に

て整備する。 
 なお、未整備の南⻄隅には⼟塁の⾼まりがよく残っていると考えられており、今後の発

図4-7. 南門跡整備模式図 南門整備状況(昭和54年整備報告書より)
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掘調査成果によっては、必要に応じて部分的な使⽤変更を検討する。 
 

   
      
 ③⼤路の整備 

 東⻄⼤路・南北⼤路共に、脱⾊アスファルト舗装を⾏い、東⻄⼤路と重なる県道整備区
間とともに、幅100尺（約30ｍ）ある⼤路の広がりを表現する。 
 南北⼤路は⽟⽯敷で整備されているが、歩きにくく、⽴ち⼊る⼈が少なかった。東⻄⼤
路の現状は芝張りである。これらを県道整備区間と仕様を揃えて、脱⾊アスファルト舗装
に変更することで、歩きやすさを改善し、かつ⼤路空間の⼀体性を確保する。 
 南北⼤路に重なる町道区間も、同⼀の舗装にて整備する。南⻄隅の駐⾞場部分も、南北・
東⻄⼤路の交差する重要な地点にあたるため、駐⾞場移転後は、同⼀の舗装にて整備でき
るように所有者と協議を⾏う。 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

土塁跡の現状（昭和期の整備） 未整備区間（土塁南端部） 

南北大路の現状（玉石敷） 都市計画道路毛越寺線事業範囲 
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 ④溝跡の整備 
 確認された溝跡（道路側溝）の表現は、県道整備の際の表現に合わせて、溝跡の範囲を
⽯材で表⽰する。東⻄⼤路・南北⼤路エリアにおける溝跡の表現を⾏う範囲は、今後の発
掘調査で明らかにする。 

 

 
 
 ⑤⾞宿跡の整備 

 ⾞宿跡の範囲は、昭和期の整備を踏襲して現状の⽟⽯敷のままとし、⾞宿跡の柱跡表⽰
も低い⽊柱とする。⽊材の腐⾷に対しては、これまで⽇常の維持管理において交換してき
たことから、今後も定期的に柱を交換する。⼤路空間全体を脱⾊アスファルト舗装に変更
することによって、⾞宿跡の範囲を表現するために、⽟⽯敷を活⽤する。 
  

 
 
 

  

溝の表示（道路事業範囲） 溝の表示拡大（道路事業範囲） 

車宿跡（玉石敷の中に低い木柱を並べる） 柱表示（腐食） 
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（５）植栽に関する計画 

 直線的な⼤路空間を、より⽴体的に際⽴たせるため、東⻄⼤路には県道の南側歩道に植栽
した街路樹と同様に、名勝指定地側にも緑陰を兼ねたシダレヤナギを列植する。 
 指定地境界部にある⽣垣は、遺構の表現を視覚的に妨げていることから撤去する。 
 

 
図4-8. 植栽計画図 
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４．案内・解説施設に関する計画 

 旧観⾃在王院庭園に配置されている解説板の中には、内容更新が必要なもの、配置を⾒直
す必要なものがあることから、全⾯的に更新する。新たな解説板は必要箇所を検討した上で、
平泉遺跡群全体のサイン計画のもと、統⼀デザインを採⽤していることから、旧観⾃在王院
庭園もデザインを揃えて制作する。 
 

平泉町サイン計画（平成20年3⽉）の基本的な考え⽅ 
・遺跡内は歴史体験の場であることから過剰な説明は避ける。そのため案内板・解説板 

は遺跡理解を促す補助的⼿段として必要最⼩限のサインの設置とし、それを補うもの 

としてガイダンス施設・パンフレット等を活⽤する。 

・⽂章表現を極⼒抑制し、図・絵・写真等視覚的に認識可能なものを適宜使⽤する。 

・離れた位置からも確認でき、景観に配慮した形状・⾊となるよう配慮する。 

・耐久性のある材を使⽤する。 

 
 解説板は⼤・中・⼩の3種類があり、表4-1のように⽬的の設置箇所を考慮して、適切に使
い分けることとする。既存の町全体の案内図や名称標識は、撤去あるいは移設とする。 

 
表4-1. 解説板の種別及び解説内容 

種 類 解 説 内 容 写 真 

解説板(⼤) 

（総合案内板） 

名勝旧観⾃在王院庭園の概要を説明するも
ので、現在２基設置済である。東⻄⼤路の
整備時に、南⾨跡前にある解説板（⼤）
は、動線に沿って適切な位置に移動する。

 

解説板(中) 

 

東⻄⼤路および南北⼤路・築地塀の説明を
⾏う。 

 

 

 

 

解説板(⼩) 南⾨跡・⼟塁跡・⾞宿跡・池護岸等の個別
の遺構について説明を⾏う。既存の説明板
を更新するもので、記載内容は再検討を⾏
う。 
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図4-9. 案内・解説施設計画平面図 
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５．公開・活⽤施設に関する計画（照明・ベンチ等） 

 旧観⾃在王院庭園への来訪者が安全かつ快適に利⽤できるよう、照明及びベンチ等の施
設を設置する。 
 

①照明 
旧観⾃在王院庭園は街灯がなく、歩道として夜間利⽤するには暗くて危険なことから、

安全対策のため東⻄⼤路・南北⼤路に照明を設置する。照明の形状は、⽬⽴たないよう⾜
元灯とし、県道整備で設置されたポケットパークのボラード照明と同様のデザインとす
る。南北⼤路では、町道との境界明⽰を兼ねて配置し、東⻄⼤路では、シダレヤナギの列
植とラインを揃えて配置する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ベンチ 
東⻄⼤路の南北⼤路の交差部にあたる指定地南⻄隅は、束稲⼭への眺望が開かれて視

点場として重要な位置にあることから、来訪者が⼭並みを遠望しながら都市空間を合わ
せて体感できる視点場として、ベンチを設置する。 

園池周辺に設置したベンチは、腐⾷した⽊製座⾯を交換しながら利⽤を継続する。 

 
 

照明（毛越寺前ポケットパーク） 照明遠景（毛越寺前ポケットパーク） 

ベンチ（旧観自在王院庭園） 道路事業で設置したベンチ 
（毛越寺前ポケットパーク） 
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第５章 整備事業に必要となる調査等に関する計画 
 整備事業に伴い、発掘調査を実施する具体的な調査箇所を表5-1にまとめた。 
 
表5-1. 調査年度及び内容 

年 度 調 査 箇 所 ⽬ 的 
令和２年度 ⼟塁・⼤路 区画施設の位置及び遺構の性格の確認。 
令和３〜４年度 南北⼤路 遺構⾯の確認。 
令和５年度 池護岸 洗掘状況及び護岸形状の確認。 
令和６〜７年度 東⻄⼤路 遺構⾯及び溝の確認。 

 

（１）⼟塁（令和２年度調査予定） 

⼟塁については、前回の史跡整備において発掘調査・整備ができなかった寺域南⻄側を対
象に、⻄・南側区画施設の位置及び内容確認を⽬的とした調査を実施する。また、昭和期の
調査では、築地なのか⼟塁なのか不明確であったことから、区画施設の性格を特定すること
も⽬的とする。 

また、本計画の対象外ではあるが、寺域の北・東側の境、区画施設が不明確であり、将来
的には発掘調査等による検証作業が必要となってくるであろう。⻑期的な調査課題の⼀つ
に挙げることができる。  

（２）池護岸（令和５年度調査予定） 

護岸が洗掘されていることから、その原因究明及び整備盛⼟と遺構⾯の関係確認のため、
トレンチ調査を実施する。位置は洗掘が進んでいる南⻄側を主体とするが、中島も対象候補
とする。これは、昭和47年の発掘調査において、「伝普賢堂の地域は当初からのものではな
く、当初ここに池が⼊り込んでいたことが、今回の調査で確認された。中島はそれに伴って
どうであったかが問題になるが、はっきりとしたことはわからなかった。」とあることから、
未確定・不明確であった中島の遺構確認も併せて⾏うものとする。 

また、調査終了時は護岸の試験施⼯も兼ねて、無量光院跡の整備⼯事に使⽤している固化
剤を混合した⼟で埋め戻し、モニタリングを⾏いながら状況を確認し、最終的な整備内容に
反映させる。なお、護岸の試験施⼯を兼ねた埋め戻しについては⽂化庁の許可を得て実施す
る。 

（３）南北・東⻄⼤路（令和２・３〜４・６〜７年度調査予定） 

これまでの発掘調査において、南北⼤路については⾞宿の発⾒、道路⾯の確認、東⻄⼤路
については南側道路側溝の確認など多くの調査成果を得ている。整備に向けて、新たに公有
化した南⻄隅を中⼼に、東⻄⼤路・南北⼤路の道路側溝及び道路⾯の確認を⽬的とした発掘
調査を実施し、遺構情報の収集を⾏う。 
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図5-1. 発掘調査計画図 

  



48 

第６章 事業計画 

（１）整備事業完了まで 

 旧観⾃在王院庭園の整備事業は、平泉町が主体となって推進する。まず、令和２〜５年度を
調査・研究期間とし、発掘調査や池護岸の修理⽅法検討のための試験施⼯を⾏う。その後、
⼀部調査を継続しながら調査・研究期間で得られた情報に基づき、令和６〜13年度に基本設
計・実施設計・整備⼯事を実施し、令和13年度の完了を⽬指して、各種の取り組みを推進す
る。整備の検討は、平泉遺跡群調査整備指導委員会による指導助⾔を受け、昭和期の整備の
資料を保管している奈良⽂化財研究所の庭園整備専⾨家等との連携にも努める。 

（２）⻑期的な整備課題 

 上記の整備事業以外の課題も残されている。緊急を要さないものの、名勝旧観⾃在王院庭
園の公開・活⽤の観点から、いずれ修理及び再整備が必要となる箇所である。庭園部では、
滝⽯組に⼟が流⼊するため整備時の⽯組の景観が鑑賞しにくくなっている。東側の区画の
解明のために発掘調査が必要となる。イベント時に活⽤される南側範囲において、降⾬後は
⽔が抜けにくい状況になり、来訪者の⾒学に不便をきたしている。これらの課題について調
査・研究を継続しながら、⻑期的に対応を検討する。 
 
表6-1. 今後の課題 

検討項⽬ 課    題 

①庭園部 ・滝⽯組が⼟の流⼊によって埋没しつつある。 
・本整備対象外でも徐々に池護岸の崩落が進むとみられ、⻑期的な護岸修理の計画

が必要である。 

②東側範囲 ・旧観⾃在王院庭園の東側の区画の解明が必要である。 

③⻄側範囲 ・⾞宿跡の積極的な活⽤策（復元検討を⾏い映像展⽰の作成、⽜⾞を再現してイベ
ント時に現地展⽰等）の検討が必要となる。 

④芝⽣広場 ・降⾬後に⽔が抜けず歩きにくい状況が続き、⽔たまりになる場所も多々ある。昭
和期に整備した暗渠排⽔の⽬詰まりが想定される。 

⑤宗教法⼈所有地 ・⼤⼩阿弥陀堂建物の⽼朽化に対して修理が必要となる。 
・⼤⼩阿弥陀堂周辺の⽯造物について整理が必要となる。 

⑥植栽 ・遺構を破壊する恐れのある樹⽊、庭園景観の調和や眺望および来訪者の⾒学を 
妨げる危険⽊・⽀障枝、整備や維持管理の動線の妨げとなる樹⽊は剪定・伐採 
を⾏う。上記に伴い樹⽊を整理した場合は、必要に応じて後継⽊を植える。 
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