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東京アルコウ会々報 2020. 7. 20 発行 

◆ ７月集会 

 期日 ７月２６日（日） PM2:30～ 

 於 赤城生涯学習館集会室 

 議題 山行計画、山行報告他 

 係 山本、永澤 

◆ ７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 

◆ ８月集会、委員会 ８月３０日（日）（予定） 

＜８月、９月の山行計画＞ 

8月2日(日)西丹沢・世附権現山、ミツバ岳 L 岡本 

 小田急新松田駅⇒浅瀬入口バス停(登山口)→ 

 756ピーク→世附権現山→ミツバ岳→滝壺橋 

 (下山口)→浅瀬入口バス停⇒新松田駅前 

 *コースタイム=4時間25分(内40分平坦地)+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(参加者と協 

  議) (西丹沢ビジターセンター行きバスは8 

   時25分発と9時35分発がある) 

8月9日(日）奥多摩三頭山 L 布川 

 武蔵五日市8時50分集合。 

  9時00分発数馬行き乗車 

8月16日(日) 奥武蔵・笠山、笹山、都機山 L岡本 

 東武東上線小川町駅⇒白石車庫バス停→笠山 

 →笹山→七重峠→都機山→慈光寺→慈光寺入 

 口バス停⇒せせらぎバスセンター⇒小川町駅

 または東武越生線明覚駅 

 *コースタイム=4時間45分+α 

 *集合場所=小川町駅駅改札口 

 *集合時間=8時10分又は9時10分(参加者と協 

 議)(白石車庫行きバスは、8時14分発と9時 

  12分発がある) 

8月30日(日) 西丹沢・檜洞丸(往復)    L 岡本 

 小田急新松田駅⇒西丹沢ビジターセンターバス 

 停⇒つつじ新道入口→ゴーラ沢出合→檜洞丸  

 (往路を戻る) 

 *コースタイム=5時間50分+α 
 *集合場所=新松田駅前バス停 

 *集合時間=8時20分(西丹沢ビジターセンター行 

  き8時25分発バスに乗る) 

9月6日(日) 上野原、小菅の湯エリアの奈良倉山、 

 鶴寝山        L 布川 

 ブナの大木と、巨木のトチの木が見事です。 

 * 集合：上野原駅前、バス停、８時14分発小菅 

   の湯行き乗車。 

9月20日(日) 秩父・熊倉山       L岡本 

秩父鉄道白久(しろく)駅→白久温泉経由→城山

コース(小幡尾根)→熊倉山(蝉山)(1426m)→城山

コース(小幡尾根)→温泉経由白久駅または城山

(熊倉城址)経由白久駅 

*コースタイム=5時間10分+α、 

       又は、5時間45分+α 

*集合場所=白久駅前 

*集合時間=9時20分(検討の余地あり)  
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参加者：L 岡本、窪田、延里 （3名） 

 3ヶ月半振りの山行である。武蔵五日市駅前でバ

ス待ちする登山姿の長い列を後にして、我々3人は

この曇天が夕方まで持つようにと祈る気持ちで予定

通り9時半に徒歩、出発した。 

 檜原街道を西に進み、15分程先の上町信号で南に

折れ、小和田橋で川面に靄のかかる秋川を渡る。流

れは、茶色に濁った激流である。橋から50m程先で

右折し、さらに150m程進んで左折して樹林の道に

入る。右折点と左折点の路面には50cm四方の案内盤

が埋め込まれていた。右折点には略図、左折点には

「広徳寺0.3km、小峰公園2.0km」とあった。左折す

ると直ぐに10基程の石仏群がある。風霜に磨耗して

年代は読み取れない。広徳寺までの樹林の道は舗装

されており、緩やかに上る。道路脇の土手に咲く草

花談義をしている内に広徳寺が現れる。 

 広徳寺の前に守兵のように立つ5m程の石柱には

「臨済宗建長寺派 広徳寺無尽禅寺」と刻まれてお

り、その背後に茅葺き、切妻造りの総門がある。総

門右手の通用門から入ると茅葺き、唐様寄棟造りの

山門「正眼閣」が重厚に構えている。山門を潜ると

第二の山門のように、幾つもの乳根を発達させた二

株の大銀杏が青々とした葉を広げている。秋には黄

色の絨毯を敷く。銀杏の左に経蔵、右に鐘楼、正面

に本堂が現れる。本堂の入り口は立派な唐破風であ

る。広徳寺は南北朝時代の1373年に創立された古刹

で都指定文化史跡であり、敷地内に都指定天然記念

樹のタラヨウ(多羅葉)とカヤ(榧)の大木がある。本

堂の裏手にあるタラヨウは都内最大である。20cm程

の長楕円形の葉の裏に経文を書いたり、葉を炙って

占いをしたという。戦国時代、この葉の裏に文字を

書いて情報のやり取りをしたともいう。これが「葉

書」の語源になったと言われる。沢山の葉裏にお願

いが書いてあるので、我々3人も東京アルコウ会

云々などそれぞれの思いを書いた。お盆を間近に控

えて境内や外回りの雑草を檀家総出で刈っていた。

広徳寺から次の金剛の滝への山道入口を作業中の御

老人に尋ねたところ、「滝までは沢を跳び越えたり

するし、岩が滑るので用心しないと」との注意をも

承った。 

 金剛の滝への道は、総門に向かって左手の墓石の

前にあるが、標識はない。山道は入って暫く2m幅

の林道風であるが、登るにつれて徐々に狭くなり、

50cm幅となって、深い樹林の道となる。尾根に出る

と道標「金剛の滝0.4km、小峰公園1.1km、広徳寺

0.8km」がある。尾根より南へ高低差60m程を一気

に逆川の河原に降る。クサリ、ロープがあるが、足

元の丸太や岩が濡れており滑りやすい。曲がりくね

る沢沿いに河原を上流へ、沢を跳び越え、垂れる低

木の枝を避けながら進むと、突然雌滝が視界に入

る。高さ約4mというが、思っ

たより小振りであるとの直感で

あったが、近づくにつれ幅広で

水勢の強い滝であるとの印象に

変わった。雌滝に向かって右手

の大岩に人一人が屈んで潜り抜

けられる程の洞門の入口が黒々

と見える。大岩の後部にある雄

滝への入口である。灯はなく

真っ暗闇の中をクサリを頼りに緩やかに登る。洞門

の長さは6m程で長くはない。暗闇を通り抜けると

パッと明るくなった視界に飛び込んでくる雄滝は強

烈である。高さは約18mでそれ程でもないが、梅雨

を集めて落下する水量とその勢いは豪快そのもので

ある。水しぶきを広く八方に飛ばし、肌に感じられ

るようだ。雄滝の中ほど左側に不動明王の像が祀ら

れているというのだが、豊かな水量と飛沫に隠れて

見えない。我々は雄滝正面の山道から不動明王の像

を探したり、落瀑の音響を暫く聴き入っていた。金

剛の滝は、八王子市側の今熊山とあきる野市と八王

子市の境界をなす舟子尾根に挟まれた山峡を流れる

逆川に懸かっている。もし晴天続きの後で水量が少

なければ、不動明王は見えたかもしれないが、これ

程までに滝は魅力的ではなかっただろう。奇妙な言

い方かもしれないが、雨続きの悪天候に恵まれた結

果、滝観賞にとって最良の機会に恵まれたと言えよ

う。 

 滝から河原を戻り、今熊山への山道に入る。道標

には1.3km先とある。登り初めは、木段のジグザグ

道が続く急峻な尾根筋を登る。その先はトラバース

道となって楽になる。12時過ぎに枝葉から雨滴が落

ち始めた。既に流汗淋漓の有り様なのだから、大雨

になろうが同じだという腹づももりでいたところ、

すると不思議にも雨は止んでしまった。今熊山に近

づくにつれ山道は緩やかになり、漸く山頂(標高 

 山行報告 山行回数 No.5702 

〇 2020.7.5（日）曇りのち晴れ 

 今熊山、金剛の滝      ＝ 係 岡本 ＝ 
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550m)に着いた。山頂は20mx50m程の矩形の空間で

ある。山頂の端に石造りの今熊神社本殿がある。ウ

グイスの上手な囀りを聴きながら昼食をとった。こ

れまで登ってきた道は今熊神社の裏参道、降りは 

表参道だから整備された道かと予想したが、岩が露

出したところや樹根がのたうっている所があり、注

意しつつ黙々と歩いた。30分程で里の今熊神社遥拝

殿に着く。遥拝殿は千木、鰹木を設けた豪奢な造り

である。 

 遥拝殿前の車道を下り、東電新多摩変電所前を経

由して小峰ビジターセンターに向かう。初めて見る

超高圧変電所は、ある種驚きであった。一見の価値

がある。1km程続く広大な敷地に、遮断器、断路

器、避雷器、変成器等の巨大な機器が密集した変電

所は幻想的なオブジェの空間のようである。窪田さ

んに電気に関する変な質問をしては色々教えて戴い

た。 

 変電所を通り過ぎて東西に走る低い尾根に取り付

き、都立小峰公園内の桜尾根を降って、小峰ビジ

ターセンターに着いた。桜尾根にはかつて五日市と

八王子を結ぶ八王子往還街道が通っていた。それを

物語るように今も立派な馬頭観音碑や庚申塔が点在

している。ビジターセンターに着く頃には既に青空

になっていた。ホリデイ快速秋川号に乗るため、ビ

ジターセンターには失礼だが立ち寄ったことにし

て、秋川街道を武蔵五日市駅に向け急いだ。お陰で

秋川号に乗れた。                    

                 （記 岡本） 

<コースタイム> 

武蔵五日市駅前出発9:30→小和田橋9:55→広徳寺

10:25～10:55→金剛の滝11:35～12:00→今熊山、今熊

神社本殿13:20～14:00→今熊神社遥拝殿14:35→東電

新多摩変電所15:00→小峰ビジターセンター16:30→武

蔵五日市駅17:00 

 

 ＪＲ中央線の猿橋駅から大月駅の間に北側の車窓

に巨大な一枚岩が見えますが、これが岩殿山です。

この山の上には典型的な山城の岩殿山城がありまし

た。 

Wikipediaでは、「相模川水系の桂川と葛野川とが合

流する地点の西側に位置する。頂上の南側直下は鏡

岩と呼ばれる礫岩が露出した約150メートルの高さ

の崖で、狭い平坦地を挟んで、さらに急角度で桂川

まで落ち込んでいる。岩殿山には大同元年（806
年）開創と伝わる天台宗寺院の円通寺が存在し、円

通寺は岩殿山の南東麓に観音堂や三重塔、新宮など

の伽藍が配され、「岩殿権現」「七社権現（明

神）」と呼ばれた。13世紀に入ると天台系聖護院末

の修験道の場として栄えている。  

 16世紀になって大名の領国支配制が成立すると、

郡内地方は甲斐守護・武田や郡内領の国衆・小山田

氏の支配を受けるようになった。  

岩殿山城の築城時期は不明であるが、『甲斐国志』

では小山田氏の本拠である谷村館（都留市谷村）の

詰城説を取っている。『甲斐国志』に先立つ天明3
年（1783年）の萩原元克『甲斐名勝志』でも同様の

見解が取られており、江戸後期には小山田氏による

要害説が認識されていたと考えられている。一方

で、近年は岩殿山城を谷村館の詰城とするには距離

が離れすぎていることから、武田氏による相模との

境目の城として築かれたとする説もある。  

 典型的な山城岩殿山(いわどのやま)城  

 2017年10月8日 天気：晴れ 

             （記 小國） 
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 岩殿山城は東西に長い大きな岩山をそのまま城に

している。全方面が急峻で、南面は西から東までほ

とんどが絶壁を連ね、北面も急傾斜である。東西か

ら接近できるが、それも厳しい隘路を通らなければ

ならない。各種の防御施設が配されたが、天然の地

形のせいで郭も通路も狭く、大きな施設の余地はな

かった。周囲には集落や武家館が点在していたと考

えられている。」 

 岩殿山登頂ルートを「山と渓谷社」のインター

ネット地図で調べたところ、南側からのルートにバ

ツ印がついていた。そこで登頂は岩殿山西側の浅利

川橋から山に入り、尾根伝いルートで岩殿山をめざ

し、同じルートで帰ってくることとした。 

 中央線大月駅8時15分下車。町中を西へ進み、浅

利川沿いの県道を北へ進んだ。浅利川橋で渡河し、

川沿いに北へ進み登山道入口を探した。入口には、

ロープが張ってあり、山崩れのため入山禁止の札が

あった。せっかく来たので崩落個所まで行きそこか

ら引き返すこととした。 

 登山道に入ると急な尾根道になり、樹林の中を

登って行った。突然樹木がなくなり、岩盤上に出

た。右側は断崖絶壁で見晴らしは素晴らしい、眼下

に大月の町と桂川その先には菊花山さらに山並みが

幾重にも見える。岩は丸い小石を噛みこんだ礫岩で

ある。まるでセメント不足の手抜きコンクリート工

事のようである。「稚児落とし」である。 

 なぜこのような恐ろしい名がついたのか、案内に

よると1582年3月、武田勝頼は築城して間もない新

府城を焼き払い、岩殿城に向かって敗走していた。

岩殿城城主の小山田信茂は織田方の命令で甲斐善光

寺に出頭する事態だった。岩殿城は北条勢によって

攻撃されており、小山田氏の残された婦女子は、平

時より整備されていた「落城の道」を通り脱出する

ことになった。 

 堅手門から大手門、築坂峠、兜岩、呼ばわり谷の

大岩壁（稚児落しの前の呼び名か？）へと来た時

に、夫人が背にしていた子供が泣き出し、泣き止ま

ないどころか他の子供も泣き出し、敵に発見されて

しまった。夫人はやむを得ず、子供らを岩壁上から

落とし、雁が腹摺り山（大菩薩山塊のひとつ）方面

へ落ち延びた。子供らに最後水を飲ませたところを

「水くれ堂」、子供らを落とした150mの岩壁を稚

児落しと呼ぶようになった。 

 雁が腹摺り山に向かった夫人は峠で従者の小幡と

別れ、受け取ったつづらを持ち、小和田郷の東光寺

へと急いだ。この峠は村人からつづら峠と呼ばれて

いる。東光寺は小山田氏縁の寺で、夫人はこの寺の

床下で自刃したという。 

 稚児落しで捨てられた子供は、浅利郷の名家の子

として成人したといい、後年、残された稚児鎧によ

り物語が伝承されていった。当時は武田家を滅ぼし

た織田・徳川を恐れて語られなかったが、この稚児

は後に天神社に祀られた。 

 1582年3/24日、小山田信茂一族は武田への不忠を

咎められ織田方によって甲斐善光寺にて処刑された

が、領内には占領軍の侵入はなく小山田氏の寺社や

家臣団・領民は安泰であった。 

 さらに進み分岐に。分岐を過ぎて進むと再び岩盤

上に出た。右側に先ほどの稚児落としの大きな一枚

岩が垂直に切り立って見える。 

 尾根道を進むと小さな祠が祭ってある。水くれ堂

か？案内がなく不明。天神山に到着。広葉樹林にお

おわれていて見晴らしは悪かった。さらに尾根道を

進んだ。尾根から左へ急な下りを降り、岩頂の北側

を巻き、急な登りを登った。尾根上で若い男女二人

づれに出あった。どこから来たのか尋ねると、岩殿

山からとのこと。崩落個所を聞くと、高月橋側から

の登山道にはなかったとのことであった。ただし入

山禁止の札とロープは張ってあったとのことであ

る。浅利川方向の道にも崩落はなく通行可能である

ことを伝えた。 

 

稚児落としの岩壁 

稚児落としから岩殿山を望む 
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 身の毛もよだちそうな断崖絶壁の鎖場を鎖に頼り

ゆっくりと下りた。降りたところは岩壁途中で足を

やっと乗せることのできる狭い細い道である。岩壁

の反対側に深くはるか下に樹冠を見ながら鎖を握り

しめながら進んだ。再び尾根に出た。尾根道を進み

築坂に。ここは大手口の空堀跡との説明表示があっ

た。頂右手の巻き道に入った。 

 きわめて急な階段の途中に出た。ロープが張って

あり、入山禁止の札が階段側にあった。ロープを越

えて階段に入り、急でつづら折れの段差が大きく、

踏み板部の狭い目も眩みそうな急な階段をゆっくり

登った。もし踏み外すとどこまで転がり落ちるか分

からないような階段を、すでに限界に達した体力

で、10段程度登っては休み、休んでは登りして登っ

て行った。二つの大きな岩の間に揚城戸跡との案内

板があった。城門としては素晴らしい位置である。

この岩を通ると開けた場所になり、城跡の石碑が

あった。南側は眼下に桂川、大月の町が見える。桂

川が蛇行し岩殿山の裾を削り、岩盤の壁をむき出し

にしたのかと思う。 

 四阿で昼食を取った。西側に広場がある。馬場跡

との表示があった。こんな高いところにも馬を連れ

てきていたとは、大変だっただろうと思う。用水池

もあった。さらに西へ少し登ると本丸跡、円通寺跡

があり、さらに西の高台には山頂があり、烽火台と

アンテナがあった。これら城塞に必要なものすべて

を狭い岩山の上に設けた。工事は大変であったこと

と思う。また烽火台跡とアンテナが同じ位置にあ

る。通信は新旧同じく見通しが重要である。 

 目も眩みそうな急な階段を慎重にゆっくりと下り

た。つづら折りの階段は行けども、行けども続い

た。寺の屋根かと思うような立派で大きな屋根が眼

下に見えた。降りていくと屋根は丸山公園内にある

岩殿山ふれあい館である。公園まで降り、ふれあい

館に入ろうとしたが館は閉鎖されていた。登山口ま

で降り、町中を大月駅まで歩いた。 

翌19日朝は遅く起床した。近くのスーパーでフィル
ムを買い、午前10時半から救仁寺行きのバスを待っ

た。時刻表がないから何時にバスが来るか分からな
い。バス停には、70代ぐらいのおばあさんが6人
待っている。農事で苦労した跡が顔の日焼と深い
皺、手の甲の皺に歴々と表れている。辺りを気遣い
することなく、欠けた歯並びが見えてしまう程に大
声で談笑を楽しんでいる。11時半にバスが来た(救
仁寺まで2100ウオン)。バスは南漢江沿いに遡上し
ていく。ある所では、河原に生える低木や芦などに
七夕の短冊まがいにビニールが絡まっている。先日
の豪雨の爪跡である。バスは次々と停車を繰り返し
て客を乗り降りさせて行くが、停留所の標識が一つ
もない。運転手は停車地の名前を知らせることもし
ない。バス利用者は近郷、地元の人だから、これで
も支障がないと言うのだろうか。「乗客の中に登山
姿の外国人がいるなどということは知ったことか、
知らないよ」なのだろう。行き先が終点の救仁寺な
ので安心していたが、そうでなければ、運転手の後
ろに立つなり座って事前に降りるバス停名を知らせ
ておく乗り方がよい。この方法でも運転手が忘れて
乗り越したことがある。最善の方法は降りるバス停
名を運転手に五月蝿がられる程に常に耳打ちするこ
とである。12時に救仁寺入口バス停に着いた。広い
駐車場のバスをみると、ソウルや地方の大都市から
の直行便があるのがわかる。 

 救仁寺は大韓仏教天台宗の総本山である。この日

は、8月3日から9月2日までの修道月間にあたり、多
くの篤信者が訪れた境内は混雑していた。観光客は
自分一人ではないかと思われる。修道者は宿坊に泊
まり連日祈祷する。男性は少なく、特に年配婦人が
多い。若い女性も結構いる。信者は通りすがりの僧
侶にも合掌し、南大門を出る際、本堂に向かって深
く礼をしていく。清々しい。説法宝殿で法要をして
いた。500ウオンの線香を買って供えておいた。殿
舎の横の「忘己利他慈悲之極」と刻まれた石碑が目
に留まった。昼食のため駐車場傍の韓定食屋に入っ
た。山菜ピピンバップ(山菜混ぜご飯)を注文しなが
ら、一人だという意味で人差し指を立てると、例に
よって顔を顰められた。ピピンバップ以外に豆腐チ
ゲ(小さな豆腐鍋)とゴボウ、ほうれん草、ニラを塩
辛で味付けしたもの、白菜と大根のキムチなどが沢
山出てきた。一人では食べ切れないほどであるが、
食べ切ってしまうとまた嫌がられることもあるらし
い。残ったキムチなどは又使い道がありそうかも。
2時近くに定食屋を出た。 

 随想 

 山に親しみ山に想う(26) 
 －小白山国立公園・太白山道立公園紀行－  

 （６月号会報に続く）    (記 岡本) 
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 次の目的地である温達山城、温達洞窟に行くため
に、2時半発の提川行きバスに乗った。温達観光地
まで10分程と教えてもらったが、終点ではないので
運転手の真後ろに陣取り温達山城を「ふうふう」と
吹き込んだ。他の乗客5名程と共に下車した。山
城、洞窟共に観光開発地域にあって入園料3000ウオ
ンを徴収された。温達という名前は、新羅軍の侵入
を防ぐため、この辺りで戦った高句麗の温達将軍よ
り借りたものである。温達城の築城年代などは不明
で李朝の初め頃には既に山城の機能は失っていたと
いう記録がある言う。温達山城を3時半に登り始め
る。案内板には往復1時間所要とある。登り始める
と直ぐに出逢った、下山して来る途中の中年夫婦は
「上に登っても石があるだけ、他には雑草のみ、
行っても見るものはなかったですよ、他に何かある
のですか」声を掛けてきた。対応に窮して「いや、
何もないのを見に行くのですよ」と返すしかなかっ
た。3時45分に城内に入ると、そこは50m四方の石垣
に囲繞された空漠たる城塞である。内側は背の低い
雑草が草むすだけで一片の建造物もない。3m四方の
発掘跡がビニールに覆われていた。城壁は瓦のよう
な扁平の石を積み重ねて築かれており、大きな岩石
で築いたものではない。城壁の角に登ると南漢江の
流れを眺めることができ、南漢江と支流のナムチョ
ン川の合流する要所に城塞が築かれていることが見
て取れる。茫然と遠くの景色を眺めていると、音楽
堂で習っているテグム(大笒、大型の横笛)の曲調
「荒城の跡」をこんな所で吹けば、下手な笛も少し
はマシに聴こえるだろうと、ふと思われた。4時半
に下山した。 

 温達山城の少し下にある温達洞窟に寄った(洞窟
料金3000ウオン)。洞内は摂氏16度で涼しい思いを
しただけで何の変哲もなかった。李氏朝鮮時代の地
理誌「東国輿地勝覧」にも「南窟」と記載されてい
る。山城の麓にあることから昔より「城山窟」と呼
ばれてきたが、観光政策により温達洞窟と改称され
た。 

 5時半に寧越行きのバスに乗り、30分程で寧越の
中心街に着いた(料金2200ウオン)。街は丹陽より広
域で南漢江の両岸に発達している。メインストリー
トにはハイカラな店が並んでいる。3軒の時計メガ
ネ専門店が競合していた。小さな街で見られるよう
に1軒が独占しておらず、競合してもやっていける
状況にあるようだ。それは豊かさの証であろう。銀
杏並木通りに真新しいモーテルも数軒ある。夕食は
うどん専門店「うどん大店」で天婦羅うどん(5000
ウオン)と蒸し饅頭(2500ウオン)を食べた。満腹
だ。このチエイン店の素うどんは2000ウオンと安
く、明るい照明とテーブル席がゆったりしているこ
となどから、若者に人気がある。中学生の男女別々
のグループが入ってきた。当時韓国ではまだ男女混
成グループが食堂に入って来ることはない。女子中
学生グループをみると、制服の小綺麗な身なりであ
る。日本の女子中学生が韓国語を話しているような
錯覚に陥りそうだ。 

（翌20日以降分は次号に続く） 

 3月号会報にて山城について書きましたが、今回
は石垣についてうんちくを述べたいと思います。 

 はじめに私の山城の文書を読んでいただいた皆さ
んに謝罪を。前回山城の中で「本丸」と「天守閣」
を間違えてしまいました。山城に造ったのは本丸で
す。 

 戦国時代は小さな国々が相争い、山城はその時の
戦闘用のものです。山頂に平地を作り、そこに本丸
を置き、その山頂につながる尾根に平地を作り、曲
輪を作った。山腹は自然の急な崖を利用したり、な
だらかな斜面は切り崩して、急傾斜の崖を作った。 

 天守閣は織田信長が、安土城で作ったのがはじめ
です。以降日本は統一へと強力な大名による戦いへ
と変わりました。天守閣は敵対勢力への威嚇や住人
への権威付けで作られました。 

 前回にお伝えしたように、鉄砲の出現は、戦闘体
制を大きく変えました。それまで飛び道具は弓矢で
したが、これは板でできた盾で十分防ぐことができ
ました。しかし鉄砲はこの楯を打ち抜きます。楯は
戦いに役立たなくなった。城の守りとして厚い土塀
を作り、鉄砲の弾丸を防ぐ必要に迫られました。し
かしこれは重く崖は崩れてします。この土塀を支え
るのに石垣が必要になりました。 

 それまでも切り崩して作った崖は崩れやすいた
め、石垣を作って崩れを防いでいました。しかし鉄
砲出現後石垣は努力目標から必要条件に変わりまし
た。 

 山中を歩いていると、時々木々の中の苔むした石
垣に出会いますが、これは廃村跡が多い。これ等の
石垣は皇居や国宝級の城に見られるような大きな石
材ではなく、人が運べるような大きさが多く、小ぶ
りでまた不揃いな石で作られ、石垣表面は石が出っ
張り凸凹がある。これ等の石垣を野面（のずら）積

みと言います。八王子城を
見たことがありますか？城
山川の北側に石垣を作って
平地を作り、ここに御殿を
作り、居住場所とした。城
山川の下流側から御殿に近
づこうとすると大きな野面
積石垣に当たります。石垣
は御殿跡の周りのあたりの
みです。城はこの谷を挟む
2本の北側と南側の山脈に
ありますが、こちらには石
垣はありません。城のある

山はどこも急峻で工事は困難であったであろうと思
われます。 

随想 

 山城から石垣の城への変化 

               (記 小國) 

松坂：野面積み 
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 石垣の積み方には野面積みのほかに打込接（うち
こみはぎ）、切込接（きりこみはぎ）、算木積があ
ります。野面積みは石を加工せずに積み上げるのに
対し、他の三つの方法は石を加工し、表面、上下左
右の面を削り（加工）して積みます。打込接の石垣
では大きな石を積み上げ、大きな石と石の隙間を埋

める小さな石で構成されています。表面はほぼ平で
すが穴がいたるところにあります。 

 切込接は石をさらに加工し隙間はほぼなく、表面
は平です。そのため城を攻撃するものは登って行く
のは困難です。排水ができないためにわざわざ排水
口を作ります。 

 算木積は城の石垣の角にみられます。石を長方形
に加工したものを長辺と短辺を交互に積んだもので
す。 

 山のはなしとは異なりましたが、石垣を見つけた
ら思い出してください。 

＜Wikipedia の説明＞ 

野面積み（のづらづみ） 

 自然石をそのまま積み上げる方法である。加工せず
に積み上げただけなので石の形に統一性がなく、石同
士がかみ合っていない。そのため隙間や出っ張りがで
き、敵に登られやすいという欠点があったが排水性に
優れており頑丈である。技術的に初期の石積法で、鎌
倉時代末期に現れ、本格的に用いられたのは16世紀の
戦国時代のことである。野面積みの一種として穴太積
み（あのうづみ）があげられるが、穴太積みは穴太衆
が手掛けた石垣であって、特に野面積みの一種をいう
ものではない。穴太衆の技術の高さを誇示する為に江
戸後期以降用いられた呼称である。 

打込み接ぎ（うちこみはぎ） 

 表面に出る石の角や面をたたき、平たくし石同士の
接合面に隙間を減らして積み上げる方法である。関ヶ

原の戦い以後、この手法が盛んに用いられた。野面積
みより高く、急な勾配が可能になる。 

切込み接ぎ（きりこみはぎ） 

 方形に整形した石材を密着させ、積み上げる方法で
ある。慶長5年（1600年）以降、隅石の加工から徐々に
平石にまでわたるようになり、江戸時代初期（元和
期）以降に多用されるようになった[1]。石材同士が密
着しているので排水できないため排水口が設けられ
る。 

積み方による分類 

 石垣の積み方は、布積と乱積の2つに大きく分けられ
る。石垣最上部の天端（てんば）が垂直になった箇所
を雨落とし（あめおとし）といい、その下に反りがあ
るものを「寺勾配」、雨落としが浅い・無いものを
「宮勾配・扇の勾配」という。  
布積み（ぬのづみ） 

方形に整形した比較的おおきな石を目が横に通るよう
に積み上げる方法で、整層積み（せいそうづみ）とも
いう。目地が通っているので、強度に問題がある。現
在でも擁壁事業（土留工事）で用いられているが、現
在はコンクリート擁壁の表面にモルタルを接着剤とし
た練り積みであり、強度的問題は無い。 

乱積み（らんづみ） 

 大きさの違う自然石の平石、加工した平石をさまざ
まな方向に組み合わせ、積み上げる方法で、乱層積み
（らんそうづみ）ともいう。安土桃山時代以降に用い
られた。 

また布積の発展型とされる、「整層乱積み（せいそう
らんづみ）」もある。大きさの違う長方形の石を使
い、横目を通さないため布積より崩れにくい。  
巻石垣 

 石垣が孕んで（脹らんで）崩落する事を防止するた
めに既存の石垣の前面に築いて補強する石垣。現存す
る城跡もあるが中でも鳥取城天球丸の巻石垣は球面に
なっており現時点で確認されている唯一の球面石垣で
ある。 

外観による分類算木積み（さんぎづみ） 

石垣の出角部分（隅石）の積み方である。慶長10年
（1605年）前後に用いられて以降、城郭の石垣に見ら
れる。長方体の石の長辺と短辺を交互に重ね合わせる
ことで強度を増している。 

谷積み（たにづみ） 

 平石の隅を立てて積む積み方で、落積み（おとしづ
み）ともいう。長方形の平石を用いる例もある。1800
年代中期以降に見られ、城石垣ではその多くは近代の
造営であるという。またこの積み方は昭和年間に至る
まで道路工事で使われ、現在でも多く見ることができ
る。 

亀甲積み（きっこうづみ） 

 石材を六角形に加工して積み上げる切込み接ぎの石
垣の一種である。亀の甲羅の模様に見えるためこう呼
ばれる。力が均等に分散するため、崩れにくいが、江
戸後期に低い石垣に用いられた例のみである。沖縄の
グスクでは、相方積みともいわれる。 

玉石積み（たまいしづみ） 

 玉石を用いた積み方。頑丈でないため石垣を高くす
ることはできない。 

笑い積み（わらいづみ） 

 大石の周りに比較的小さな石を積む積み方。 

Tsuyama：打込接 

Otemon：切込接、角は算木積 


