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新型コロナウイルスの感染症の影響で、3月の集会

等を開催するかどうか委員間で検討、その結果を踏

まえて窪田代表より本会報巻末の「お知らせ」を掲

載して頂きました。3月の集会等はこの内容に配慮

し予定通り開催することとしました。 

◆ 3月集会 

 期日 3月29日（日）PM2:30～ 

 於 赤城生涯学習館 

 議題 山行計画、山行報告他 

 係 三浦、久住   

◆ 3月委員会（同日PM1:00～） 

 議題 都岳連関連 

  100周年関連 

  山行計画 他 

◆ 4月集会、委員会 4月26日（日） 

＜4月－５月の山行計画＞ 

4月5日(日) 今熊山、金剛の滝  L 岡本 

 武蔵五日市駅→広徳寺(都指定史跡)→金剛の滝

→今熊山→東電新多摩変電所経由→小峰公園、

桜尾根→公園ビジタ－センタ－→武蔵五日市駅 

コースタイム=4時間程 

・集合場所=武蔵五日市駅前 

・集合時間=9時30分 

4月29日(日) 西丹沢/ミツバ岳・四附権現山  L 岡本 

  小田急・新松田駅⇒浅瀬入口バス停(登山口)→

756mピーク→世附権現山(1019m)→ミツバ岳

(834m)→滝壺橋(下山口)→浅瀬入口バス停 

コースタイム=4時間25分(内40分は平坦地)＋α 

・集合場所：小田急・新松田駅前バス停 

 ・集合時間：8時20分、又は9時30分   

4月(日程未定) 蓼科山(2,530m)        L 椎名 

 八ヶ岳連峰北端に控える流麗な山姿眺望抜群   

☆コース：中央線茅野駅～(諏訪バス 45 分)～

ロープウェイ入口(40 分)～女ノ神 屋～(2 時間

半)蓼科山～往路を戻る(約 3 時間半)茅野

駅・・・歩程約 4 時間半 

5月9日(土) 丹沢 弘法山  L 布川 

（3月28日（土）より延期） 

 小田急線の秦野駅から鶴巻温泉へと続くコー

ス。桜のスポットとして有名な弘法山公園を通

り、緑豊かな林の多い道を進み、吾妻山を経由

して鶴巻温泉へと下る。 

5月17日(日) 奥多摩/笠山、笹山、都幾山  L 岡本 

 東武東上線小川町駅前 8時10分、又は9時10分 

 ⇒白石車庫バス停→笠山→笹山→七重峠→都幾

山→慈光寺→慈光寺入り口バス停⇒せせらぎバ

スセンター⇒小川町駅又は東部越生線明覚駅 

 コースタイム4時間45分＋α    

5月(日程未定) 菜畑山(1,283m)       L 椎名 

 道志山塊の展望台～富士・南ア・丹沢の・・ 

   中央線都留駅⇒(クシー50 分)林道登山口→(30 

分)菜畑山→(40 分)水喰ノ頭→(1 時間)今倉山→

(30 分)道坂峠→10 分)トンネル口→TX→       

都留駅・・・歩程約 2 時間半  

 

 

尾瀬ケ原の木道 遠くに燧ヶ岳を望む  
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参加者 L、窪田 (参加者1名)  

 4年振りの単独山行となった。4～5日前まで当日

は雨の予報が、2日前に晴れに変わり実行した。 

 いつもの装備をザックに入れる、万一のアクシ

デント等に対処出来るよう3～4人が入れるツエル

ト、お湯を沸かすガスバナー、ガス缶、クッカー

を持っていく。これで冬の寒い日に野宿しても体

力を温存し安心して耐えられる。 

 2時間40分電車を乗継ぎ東武東上線寄居駅(標高

100m)に着く、薄日が差す空模様で、風もほとんど

なく絶好のハイキング日和だ。早く歩きたいと、

はやる気持ちを押さえストレッチ、体が温まった

ところで出発。北口の町中を過ぎ住宅街を進むと

庭先等に今が満開の紅梅、蝋梅、そして白梅の香

りを楽しみ春の兆し温もりを感じた。 

 最初のポイント大正池は上高地の大正池を思い

浮かべ歩いて来たが、柵で囲まれた小さな溜池で

用水用として、おそらく大正時代に造られたと思

われる。傍らに綺麗なトイレ、東屋、ベンチが置

かれ特に目に付いたのは「鳥の聞きなし」案内板

で例えば、よく知るメジロ→チョウベエ、チョウ

ベイ、チョウチュウベイ。ホオジロ→イッピツケ

イジヨウ、ツカマツリソウロウ等々で興味を引い

た。 

 この先で山道となり50分程で広々とした山頂に

到着。立派な展望台(現在使用禁止)、東屋、ベン

チが要所に設置され小さめのガッチリした鐘が2本

の柱に支えられた屋根の下に吊されている。標高

は低いが 

南面の展望は眼下寄居の市街、蛇行する荒川の流

れ、関東平野が一望出来た。又、直下の斜面には

梅の花が咲き、山頂には何本かの桜の木あり桜花

の季節に来ても素晴らしいと思う。 

 下山は円良田湖分岐まで降り、農業用の人造湖

で1500本のさくら名所となっている湖まで往復

し、お釈迦様の石像が設置されている羅漢山に登

り、悟りを開いた高僧、羅漢さんが並ぶ山道を

下った。 

 羅漢さんは厳しい修行により、あばら骨が見え

痩せている石仏が多く見られ、その様子が心に

残った。 

 少林寺から車道に出て1時間程で寄居南口に戻る

が、まだ時間が早いので荒川を渡り鉢形城跡まで足

を延ばした。鉢形城は荒川絶崖上と支流の深水川の

合流地点にあり自然の要害をなしていて、戦国時代

小田原の北条氏の出城として置かれていた。本丸の

跡地から鐘撞堂山は目の前にあり、見晴らしが聞く

山頂から敵が押寄せて来たときに鐘を鳴らし本城に

知らせたというが、なるほどと頷ける。 

 直ぐ近くに大きな石碑があり、よく見ると東京ア

ルコウ会の発足に関わった、作家の田山花袋先生が

大正7年にこの地を訪れた時に詠んだ漢詩、文字は武

者小路実篤の筆で「襟帯山河好 雄視関八州 古城

跡空有 水尚東流」と刻まれている。 

 語の意味は、山が襟のように取囲み、川が帯のよ

うに流れる所、素晴らしい山や川。関八州が見渡せ

る場所。古城の跡は何故か空しい。荒川の水は東に

流れる。 

 今回のハイキングでは大きな拾いものをして得を

した。              （記 窪田） 

＜コースタイム＞ 

寄 居 駅 北 口8:50→大 正 池9:25→鐘 撞 堂 山10:15～

10:55→円良田湖11:30～羅漢山11:40→少林寺12:05 

→寄居駅南口12:55→鉢形城跡13:15～14:00→寄居駅

南口14:15 

参加者：L 布川、瀧澤、久住、成田、後藤、武田、   

   田村（め）、 松井       (合計８名) 

 2～3日前の天気予報では、雨の確率が高く中止に

なるかもしれない心配がありました。しかし、当日

は、何とか曇り空でのスタート。登れるとなると曇

り空も気にならなく、ただただラッキーと思えまし

た(蛇足ですが、当日は、R2/2/22のゾロ目)。 

さて、スタート駅の西武秩父線東吾野駅に降り周り

を見渡すと自動販売機が2台ある以外店はなく、駅

舎、白梅、数件の人家からのどかさを感じ、これか

ら登る山に期待をもたせてくれました。  

 今回の山行は、布川リーダーをはじめ8名の参加で

した。(男性３名、女性５名) 

 山行報告 山行回数 NO.5697 

 ◯ 2020.2.15（土）薄曇り 

 奥武蔵・鐘撞堂山 ＝係 窪田＝ 

 山行報告 山行回数 NO.5698 

 〇 2020.2.22（土）曇り→晴れ 

 奥武蔵・越上山、顔振峠 ＝係 布川＝ 
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駅前で各々軽くストレッチをした後歩き始めました

た。アップダウンを何度も何度も繰り返し登り、

所々で白梅が咲いていて、視界に入る梅の花は、登

る意欲を掻き立ててくれました。 

 途中休憩をしたユガデは、見渡すと紅白の梅、ロ

ウバイや草花が点々と咲き、色鮮やかな柑橘系の実

も沢山実り、畑や数軒の家々には、焦点化された日

差しが当たり、これらの田舎ののどかな風景がより

心地よさ、暖かさを感じさせ、「となりのトトロ」

に出てくる里山をイメージさせました。今回の山行

では、この場所が一番印象深く、登る前の期待を裏

切ることはありませんでした。  

 ユガデを過ぎしばらく上り下りを繰り返す頃、お

腹が空きはじめ何度か時計を眺めていると「お昼」

とアナウンス。林道のアスファルトの道端で各々置

いてあった丸太に腰を掛け、お昼そしておしゃべり

会(布川リーダー、久住さんからは、デザートのおす

そわけ)。トレイルランニングをしている方々が時折

通りかかり、挨拶をしながらあっという間に消えて

行きました。 

 再び歩き始めましたが、顔振峠には、思っていた

以上に時間がかかった記憶。太く高い杉の木の間を

歩いていくと間もなく到着。木々の中から突然拓け

た何軒かの茶店が現れ、お客さんも立ち寄っていま

した。晴れてきた山々を見晴らし台から眺めると、

遠くの山々がとても鮮やかに見え、山の素晴らしさ

を感じさせてくれました。 

 山行計画では、顔振峠➔黒山三滝➔越生駅という

予定でしたが、予定変更して吾野駅に向かうことに

しました。顔振峠の茶店のおばあさんに道順を聞く

と丁寧に教えてくださり、教えてくださったアス

ファルトの道を進むと遠くからも線路、駅舎が見え

始めホッとした気持ちになり間もなく到着。 

 今回の山行では、顔振峠から黒山三滝に向かうと

時間的にも厳しい状況が考えられ、変更した判断

は、正解でした。 

 高さのある山ではないですが、適度な上り下り、

様々な花、里山の風景、見晴らし台からの山々等バ

リエーションのある山行でした。 

リーダーの布川さんをはじめ皆さんありがとうござ

いました。 

 これから新緑の季節を迎え、山行が大変楽しみで

すが、広がってきているコロナウイルスが心配にな

ります。早く治まってくれることを願います。 

                 （記 後藤） 

＜コースタイム＞ 

東吾野駅前集合9:20、出発9:40→福徳寺9:55→虎秀村

雨乞い塚10:25→越上山分岐13:20→林道にて昼食

13:30〜14:30→諏訪神社14:40→顔振峠15:00→東吾野

駅16:35 

 

参加者: L岡本、延里、成田、阪野(試行) ４名 

 JR高尾駅北口で集合した4名は9時12分発小仏行き

バスに乗車、満員である。日影バス停では15人程下

車した(9:22)。小仏川を渡って日影沢林道に入る。

林道に入って150m程先の電柱「中継支6」とカーブ

ミラーが立つ所より日影沢を彼岸に徒渉する

(9:32)。そこにはハッキリした踏み跡がある。な

お、徒渉点の此岸先10mにニリンソウ群生地復元事

業を概説する「復元中！消えた花のいま」という立

札がある。 

 徒渉した先は、低い雑木帯の50cm程の山道で歩

き易い。すぐに衣服調整の休憩を取った程の陽気で

ある。徒渉時から20分程経て小仏城山北東尾根に入

る(9:52)。一部分杉植林帯があるが、自然林の明る

い尾根歩きである。標高550m辺りまで結構急な登

りが続くが、適宜に休憩を取りながら焦らずのんび

りと登る。バリエーションルートというが、踏み跡

がこれほどはっきりしているのが不思議に思える。

疎林になると樹間から北方向に中央自動車道が思い

の外、間近に見える。すれ違ったトレイルランの若

者2人は尾根コースを3往復するという。若い力が羨

ましい。  

 山行報告 山行回数 NO.5699 

 〇2020.2.24（月）晴れ  ＝係 岡本＝ 

 高尾・小仏城山、東海道自然歩道  
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 熊笹の広野の道に出た(10:40)。笹尾根の笹原より

趣があるようだ。送電線を潜る(10:52)。南側の送電

塔まで進むと、豁然と開けた南方向の景観が目に入

る。重畳たる山々の最奥辺りは蛭ヶ岳、檜洞丸なの

だろうか。送電塔から暗い杉植林帯を10分程進んで

日影乗鞍(標高621m)に着いた(11:03)。山頂は薄暗闇

に閉ざされた杉林の円丘である。山名版はどこにも

ない。日影乗鞍を降って10分程で本コース唯一の目

印らしきもの、高さ1.5m程の立札「東京農工大学同

窓会記念林 平成25年」とその傍に丸太のベンチが

ある(11:15)。本コース唯一のベンチでもあり、あり

がたく休憩する。この先辺りから、山道は日影林道

と並走した末に合流する(11:37)。 

 合流点からは、物の10分足らずで小仏城山山頂(標

高670.3m)に着く(11:45～12:36)。山頂広場のベンチ

テーブルはほぼ満席で、営業中の城山茶屋は繁盛し

ていた。外国人がいないのに気づいた。昼食を摂り

記念写真を撮った。富士山は西方向に春の霞に浮か

ぶように姿を見せている。斜面の芝で寝転び、霊峰

を眺める至福の時間に浸っている人が羨ましかっ

た。先を急いだ。 

 降りは、東海自然歩道である(注1)。東海自然歩道

は従来の山道を利用して出来るだけ安全な道に拡幅

して作られたもので、道幅は1.5m程と広く、また木

段が多く設けられていて歩き易い。その反面自然な

山道の面白みに欠ける。所々に残っている旧山道を

見つけることがあった。またコースには4体の苔むし

た石仏が生き残っていた。小仏城山から30分辺りの

461mピークにある展望台(13:00)から眺望した相模湖

の景観が美しい。 

 南西方向に中央自動車道が樹間に垣間見だし、つ

づら折れの道、竹林の道を降り終えて千良木の登山

口に着いた(13:50)。登山口前の富士見茶屋で休憩を

とった。安倍総理総理夫妻、田部井淳子が立ち寄っ

た写真が壁に貼ってあった。主人の話では総理夫妻

はこの登山口から東海自然歩道を二度登られた由で

ある。また、新型コロナウイルス感染が問題化して

からは客が減ったという。新型コロナウイルスが世

界経済に及ぼす影響云々の観点もあるが、こんな小

さな売店にも明白な被害が出ているようである。主

人が時間をかけて作った熱々の自家製甘酒は、最近

甘酒に凝っている者にとっても絶品のうまさであっ

た。 

 富士見茶屋を出てから先は、千良木バス停で相模

湖駅までバスに乗るか、国道20号線を駅まで歩く選

択もあったが、相模川の風致を楽しむために遠回り

するのんびりコースを取ることにした。千良木バス

停から相模川に架かる弁天橋までの山道は、石仏の

ある急坂を降り、底沢から流れて相模川に注ぐ沢を

渡るなど変化のあるものだった。吊り橋の弁天橋

(注2)から見下ろす川面は青緑色で瀞のように穏や

かである(14:45)。嵐山への登山口を左にみて、相模

ダムの堰堤上を渡り(15:08)、国道20号線に出て、

相模湖駅に着いた(15:25)。 

 日影・小仏城山間の北東尾根ルートは、昭文社地

図(2010年版)では破線、道標なしである。確かに道

標は全く見なかったが、日影沢の徒渉点を見つける

ことができれば、踏み跡は明白で迷うことのない低

山山行の面白みを満喫できるルートである。降りの

東海自然歩道は主として人工林の尾根歩きで道標も

整備されおり、刺激は少ないが安全なルートであ

る。 

(注1) 東海自然歩

道 明治の森高尾

国定公園を起点

に、大阪府箕面市

(みのおし)の明治

の森箕面国定公園

を終点とし、11都

府県にまたがる1697kmの長距離自然歩道(1973年完

成)。 

(注2) 弁天橋 地元の弁天橋観光組合によって1952

年に架橋されて有料だったが、その後行政に売却さ

れて無料になった。橋長73m、幅員1.5mの吊橋。                               

                                   (記 岡本) 

<コースタイム> 

高尾駅北口バス停発9:12⇒日影バス停下車9:22→日

影沢徒渉(登山口)9:32→日影乗鞍11:03ー小仏城山

11:45～12:36ー千良木登山口13:50ー弁天橋14:45ー

相模湖駅15:25 



5 

東京アルコウ会々報 2020. 3. 23 発行 

 参加者：Ⅼ田村（正）、伊藤、小國、久住、 

   田村（め）、武田、白石、松井、吉田（9名） 

 昨夜の冷たい雨が嘘のようにあがり、暖かく雲一

つない絶好のハイキング日和。 

９時半のJR舞浜駅はいつも人でごった返している

が、東京ディズニーリゾートが新型コロナウイルス

の影響で臨時休園とかでガラガラ。 

 各自駅のトイレでよく手を洗い、駅前で柔軟体操

をした後、駅北口を１０時に出発した。 

 左方向へ湾岸道路沿いに歩いて、左に見えるディ

ズニーランドのホテルを目をやりながら旧江戸川に

架かる舞浜

大 橋 を 渡

る。話に夢

中になるあ

まり、後方

から来たサ

イクリスト

やランナー

に迷惑をか

けてしまっ

た。川を渡り、葛西臨海公園で小休止。 

 湾岸線沿いをさらに歩くと右側に水再生センター

の大きな建物群が出てきた。一昔前この辺は遠浅の

海で砂浜には浜昼顔の群生が咲き誇っていたのだろ

うか。小学生のころ家族で近くの稲毛の海岸で潮干

狩りしたことを思い出した。 

 やがて荒川に架かる荒川湾岸橋だ。水が随分とキ

レイになっている。水鳥が潜って魚か何かを狙って

いる。右手前方にはスカイツリーを遠望でき、風が

心地よく開放度１００％。橋を渡って左折し、警視

庁術科センター、ヘリポートを左に見ながら若洲海

浜公園に向かう。この辺の広い産業道路わきにはお

びただしい数のゴミ袋やペットボトルが散乱してお

り、怒りを通り越して悲しくなってしまった。 

 公園には想像以上に沢山の家族連れやカップル

が、巷の閉塞感などないように楽しそうにくつろい

でいた。 

 芝生の上で車座になってランチをとる事にした。

各々がいろんな食べ物を持ち寄り満腹。 

 食後は公園隅にある無料の展望台へ。そこから歩

いて東京ゲー

トブリッジを

渡 る。ま る で

恐竜が向かい

合っているよ

うな形状で、

恐竜橋とも云

われているそ

うだ。高さは８８ｍあり、前方眼下には海の森水上

競技場、真上には飛行機が飛び、ディズニーラン

ド、都心のビル群と素晴らしい眺望だ。ただ残念な

ことに富士山を見ることはできなかった。 

 結局計１４ｋｍ歩き、帰りは都バスで東陽町に向か

い、東西線二つ目の門前仲町で反省会を開いて解散

した。 

  前回の印旛沼ハイク同様、山歩きと同時に自然散

策や名所旧跡巡りの平地歩きも時々は企画に入れて

は如何がでしょうか。                                                                       

＜コースタイム＞                   （記 吉田） 

JR舞浜駅10:00→舞浜大橋10:15→海浜公園11:00→荒川

湾岸橋11:20 

若洲海浜公園13:00-14:00→東京ゲートブリッジ

15:30→東陽町行き都バス16:02 

門前仲町にて打ち上げ 

 

 2019年9月末にドングリの豊かな奥多摩・榧(かや)

ノ木尾根を歩いた。ドングリを袋一杯に拾い、孫が

世話になっている保育園に提供して大変感謝され

た。ドングリは全園児に分配され、その次に孫を迎

えに行った際に、可愛い園児から可愛い「ありがと

う」の合唱で迎えられた。園児は、「どんぐり ころ

ころ どんぶりこ…」と童謡を上手に歌えるのだが、

そのドングリを触ったことがないというのだから、

本当に嬉しかったはずだ。爺さん冥利に尽きる福と

はこんなことだろう。 

  古希を超えた今でも、街路樹に落下しているドン

グリを見つけると、2、3個そっとポケットに入れ

 山行報告 山行回数 NO.5700 

 〇2020.3.1（日）快晴   

 東京湾岸ハイキング  ＝係 田村（正）＝ 

 随想 

 

 山に親しみ山に想う(24) 

 

 －小さな探検・ドングリの苦悩－  (岡本 記) 
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る。ドングリを手の平でもてあそぶ時の感触が好き

だし、幼い頃の郷愁に浸るような心地になれて豊か

な気持ちになる。 

  2011年1月末に秦野駅から震生湖、渋沢丘陵、頭

高山を経て渋沢駅に至るコースを歩いた。天気に恵

まれて丹沢山塊の雄大な景色を望み、関東大地震で

できた堰止湖の震生湖を周回し、丘陵南麓の畑と果

樹園の豊かさに感銘し、落ち葉を踏んで暢んびりと

歩いた散歩のような山行であった。また、石仏、石

塔、馬頭観音などが丘陵の道に密度濃く点在し、往

時の人々が物なり豊かな中で営為していたことが想

像された。  

  渋沢丘陵の西端にある栃窪集落を過ぎ、頭高山入

口近くになると、山道脇にドングリが目立ち始め

る。大木の陰の湿り気を含んだ地面にドングリが10

粒ほど散らばっている。その内、4粒が芽(根)を出

そうとしており、果皮が裂けていた(写真①)。これ

までも果皮が裂けて発芽(根)し始めているドングリ

を何度か見つけたことがあったが、直径30cmの狭

いところに4粒も発芽(根)し始めていることに惹か

れ、屈んで顔を近ずけて見た。4粒のうちの1粒が赤

い果肉の先から一筋の手(根)を伸ばして、その先が

地面に突き刺さっていたのだ。しかも、ドングリの

本体の堅果(種子)が1cmほど地面から宙に浮いてい

た(写真②)。これは驚き、自分にとって発見だ。発

芽(根)する場合、ドングリの上部の尖った先から芽

(根)が出るにしても、地面には堅果(種子)のギザギ

ザ模様のある殿部から手(根)が出て地面に突き刺さ

ると思っていた。それが想像とは異なり上部から出

た芽(根)が半回転して堅果(種子)を宙に支えた状態

で地面に突き刺さっていたのだ。 

  地上に落下したドングリの運命は厳しいだろう

と、素人ながらにも容易に考えられる。先ず、落下

すれば発芽(根)までにゾウムシなどの虫に卵を産み

つけられて死に体になってしまったり、リスや猪に

喰われてしまうかもしれない。発芽(根)するために

どの程度の雨滴(湿気)が必要なのか、更にどの程度

の陽光が必要なのか知らないが、運良く発芽(根)し

ても、落下点がセメント上であったり、乾いた土壌

の上であれば、硬くて半回転して突き刺さることは

できない。大きな落ち葉の上に落ちても不運であ

る。突き刺さるためには、適度の水分が供給され、

適度の柔らかい土壌の上に落下する必要がある。幾

つもの要素の過不足ない調和という環境が整わなけ

ればならない。 

 発芽(根)して逆立ちした後の生育はどうなるのか

ネットで探って調べたところは、次のようであ

る。「コナラの林は、冬に葉を落として日光が地

上に届く。この時期、地中に根を伸ばし、逆立ち

の状況で春になる。春に木々の枝から新芽が伸

び、林が緑に覆われ地上に届く日光が柔らかな陽

射しに変わる『適度に明るい木漏れ陽』が注ぐ

頃、新芽を伸ばし始める。上方に伸びる新芽は、

これが不思議なことに、下方の土壌に伸びた根(逆

立ちを支えている手)の途中(堅果と地表の間の部

分)を引き裂いて発芽する(写真③)。発芽した新芽

は、直射日光に弱く、日光が強いと新芽は焼かれ

て枯れてしまう。」(この項より先で使った「新

芽、手」は、根ということになる)  

  新芽(芽生え)から本葉を出しても、その先も幸運

の女神の庇護を受けないと、実生が樹木にまで成長

できる蓋然性は極めて小さいはずだ。こう考える

と、逆立ちしたドングリを見つけても、写真を撮っ

たり観察するだけにして、珍しいからといって拾わ

ないで欲しいものだ。われわれ人間以上に、ドング

リの人生行路には波乱が待ち構えているのだから。 

(了) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

写真 ① 写真 ② 

写真 ③ 

 随想 －城山－  (小國 記) 

平安時代の末期から世の中は不安になり、山賊な

どが荘園を襲撃するようになりました。そこで荘

園を管理している武士たちは、武装し農民を組織

し、荘園を守りました。しかし武士同士の土地争

いも起こり、武士は館の周りに堀をめぐらし、掘

り起こした土砂で土手を作り、武士の館は砦のよ

うになっていきました。 
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 室町時代に入ると、南朝と室町幕府（北朝）と旧鎌
倉幕府の残党と3つの権力争いになり、複雑化し世の
中は乱れ、地方の武士たちはかってに独立し、戦国時
代になりました。武士たちはさらに堅牢な砦を必要と
した。そこで山に城を造りそこで居住するようになり
ました。これらが山城です。この頃平城、平山城、山
城と実に多くの城が作られました。多くは領主の居館
ではなく戦闘用の砦です。 
 山城には山頂に平らな土地を作り天守や櫓などを
造った跡があり、自然の断崖絶壁を利用したり、なだ
らかであった傾斜面を掘り崩して断崖絶壁（切岸）を
作り、薬研堀（Ｖ字型に掘削）を斜面に沿って造った
り、尾根上をところどころに薬研堀という空堀（水の
ない堀）で切断したりして、攻撃が困難になるように
しました。また天守や櫓のある山頂とつながる傾斜の
ある尾根には、馬蹄形の平らな土地を階段状につなげ
て造り、尾根上には平らな土地をつくり、櫓跡や道を
造りました。ここは要害地域として、戦闘のためのも
のを造ったのです。 
 居館を山麓に設けるときには、なるべく谷奥深くに
設置し、居館を囲むように尾根を要害地にして櫓をあ
ちこちの山頂に設置しました。そのため城山は、さし
て高くない山であっても急峻で登りにくい山であり、
かつ登れば見晴らしの良い場所である。 
 
2. 山城の終焉 
 雨などにより自然に崖が崩れることがあり、崖を石
垣にしているところもあったのですが、山城の多くは
石垣を設置していないことが多い。これは鉄砲が出現
する前に作くられたためです。鉄砲が使われる前の戦
闘は弓矢、槍、刀でしたが、殊に城攻めでは弓矢が大
きな役割を果たしました。城を守る側は、高台に板で
できた盾を並べて敵の矢を防ぎ、盾の合間から矢を射
かけたり石を落としたりして反撃しました。この時高
台や急な断崖絶壁は守るうえで大きな役割を果たしま
した。 
 しかし1543年に鉄砲が伝来。以降戦国時代の日本は
弓矢に鉄砲がとってかわり急速に普及しました。殊に
1575年の長篠の戦は日本中を驚かせました。普段は農
民で戦場では主に槍で戦う足軽が鉄砲を使って、日本
一強い武田の騎馬武者を打ち破ったのです。鉄砲の弾
丸は板でできた盾を打ち抜き、城の防御は盾では困難
になり、厚い土塀で防御するようになりました。しか
し土塀は重く崖が崩落するようになったので崖を石垣
で覆うようにしました。崖の石垣化は城山付近で石材
を調達できるところは造ることも可能であるが、なけ
れば運び上げなければならず、工事は困難を極め山城
の多くはこの時期に廃棄されました。また戦国の世で
たくさんいた地方領主は豊臣秀吉などの権力者に統一
されていき、山城は数を減らしました。さらに徳川の
世になり、一国一城となり山城のほとんどは廃止され
ました。山城跡は天守や櫓などの建造物は朽ち果て、
石垣もないので山頂の平らな土地、薬研堀などしか
残っていません。 
 
3. 山城の例 
 津久井城跡（相模原市緑区）（築井古城）はその典

型的なものです。登山道は急で、途中から山腹を回る
ような道になり尾根に出て、山頂へ至る。山腹を回る
道は、山頂側から攻撃の対象になる。尾根道は空堀跡
により分断されている。山頂には平らな場所があり、
天守閣跡、一段下がったところにも平らな場所があ
り、曲輪や櫓跡である。櫓跡からの眺めは素晴らし
い。眼下に津久井川とその平野が見渡せその先には高
尾の連なる山々が見渡せます。 
 辛垣城跡（青梅市二俣尾）も典型的な山城である。JR
青梅線二俣尾駅から登り急峻な登山道を延々と上がっ
て行きます。しかしここは、石灰岩の採掘がおこなわ
れ、山頂の平地も破壊されていてよくわかりません。
樹木がうっそうと茂り見晴らしも悪い。 
   JR中央線の猿橋駅と大月駅の間の北側に壁のような
巨岩が見えます。この岩は岩殿山ですが、ここにも岩
殿城跡があります。南側は岩盤でほぼ垂直。北側は急
峻な崖。東西に尾根が続きますが狭く両側が切り立っ
ており通るのも危険なところです。意外にも岩殿山の
山頂には平らな土地があり、ここに天守閣や曲輪を設
置したとのことです。ここも見晴らしは素晴らしい。
眼下に桂川（相模川の上流）と平野、その奥には九鬼
山高畑山山脈が見渡せる。滝山城跡（東京都八王子
市）は北側には多摩川が削った急な崖が高々とありま
すが、南側は山地川の平野につながっており、この落
差はあまり大きくなく南側から見ると平山城の感じが
します。ここにも山頂には天守閣、曲輪を設けた平ら
な土地、空堀跡があります。 
 日本のマチュピチュと言われている兵庫県朝来（あ
さご）市にある竹田城跡は山城であるにもかかわらず
石垣を作った。500年の歳月により、建築物は朽ち果
てたが、石垣は残り今日の姿があります。ここは山が
岩でできており石材は山を切り崩して調達しました。 
八王子城跡が都内の山城としてあります。ここにも石
垣があります。これ等の城は長篠の戦の後にも工事が
行われています。山城を鉄砲による銃撃戦にも耐えら
れるように改築したものです。ただし石垣は、谷にあ
る居住区域のみです。 
 ハイキングで八王子城跡を見てください。皇居など
の戦国時代の後に造られた石垣とは異なり、野面積み
という造りで、自然石をあまり加工せずに積み上げ、
様々な大きさの石材が使われています。また山頂付近
の砦などを置いたところには石垣はありません。 
 

（了） 
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