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平成 29 年を迎えて

・年男２回目（２４歳）の時はユースホステル活動

会長 内田 襄
新年あけましておめでとう
ございます。
昨年は、文化財ボランティ
アの会結成 20 周年の行事、市
民ガイド、案内ガイド、岡田家の張り付け当
番などにご協力いただきありがとうございま
した。
先輩方が築いてこられたもの大事にし、変

（ボランティア）に明け暮れていた、その成果とし
て政府主催の『青年の船』に推薦され、東南ア
ジア６ヶ国を２ヶ月かけて国際親善して来た。
（有給でしたので良い時代でした）
・３回目（３６歳）の時は松山の研究所から大阪
本社の営業部門へと転勤となり、『セールスエン
ジニア』として繊維製品を売りまくった頃でノル
マに苦しみながらも達成感の充実した時代でし
た。（頑張れば報われた時代でした）

化する環境にも対応し、
「大きな一歩でなくて
も、小さくても確実な一歩を」の気持ちで進
みたいと思います。
とかく高齢者の事故がニュースになること
が多い時代です。健康と安全が一番です。み
んなで明るく、楽しく活動しましょう。

・４回目（４８歳）の時は家内が『急性骨髄性白血
病』に見舞われて幼い２人の子供を抱えて、家
事と看護と仕事に孤軍奮闘した時期で私自身
がよくダウンしなかったものだと思う。（まだ体力
があった時代でした）
・５回目（６０歳）の時には、定年退職する前に
『労作性狭心症』となり開胸による自己動脈を３
本搾取して４ヶ所の冠動脈バイパス手術を８時
間かけて行い、一命を取り留めた。営業時代の

６回目の年男回想
酒井 正憲
私が生まれた昭和 20 年 4 月 6 日は、沖縄へ
の連合軍の進攻を阻止する為に実施された菊
水作戦の囮として戦艦大和が散った日である。
当時は西宮市甲子園口に住んでいたが、兄
が死産だった為、私の時は安全を考えて母親
の実家の愛媛県松山市で無事に出産した、と聞
かされている。

ストレスや偏った食生活が災いしての自業自得
と深く反省している。（無理が出来なくなった時
代に入った）
・そして６回目を迎える今、父親の年（６９歳亡）
を越え、母親の年（９５歳亡）に向かっているが、
『ぴんぴんころり』と良い終日を迎える為に、頭と
身体の健康維持と伊丹を知る為に先輩方の指
導を受けながら充実した日を送りたいと思う。

伊丹市文化財ボランティアの会では、旧岡田家・石橋家や郷町内・旧西国街道など、市
内外から訪問される人たちに文化財のガイドを行っています。
市内の史跡・文化財のガイドについてのお問い合わせは、伊丹市社会教育課までお願い
します。
（☎：072-784-8090）
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桑津の古い街並みを通り、西桑津公園を抜け
て森本地区に入ります。今回の歴史散策では旧
地名の看板を巡りながら、地域の歴史に触れる
ことも目的のひとつです。桑津・森本・口酒井・
岩屋の旧地名の説明板から村の変遷を知ること
ができました。
時折ガイドの声をかき消すジェット機の轟音が、
神津地域に影響を与えた空港の歴史を思い起
こさせます。

文化財ボランティア養成講座始まる
第２２回文化財ボランティア養成講座が、
１月２４日（火）から始まり、５回の講座
（詳細は１０頁今後の予定参照）がありま
す。その後２回の準備会を経て、３月 18 日
（土）市民参加の史跡巡りガイドを実践しま
す。
伊丹ロマン事業

神津と空港の歴史を巡る
今年で 10 回目を迎えた「伊丹ロマン事業」の
テーマは伊丹・神津地域の歴史。
今回、巡るコースは以下のとおりです。
有岡城跡→桑津神社→春日神社本殿→阿部
備中守正次の墓→口酒井遺跡→岩屋遺跡出
土堰遺構復元展示

口酒井の春日神社では神社のご厚意で社殿
を開けていただき、県の有形文化財指定である

11 月 6 日（日）、一般参加者８名、会員６名の
計１４名が JR 伊丹駅カリオン前に集合しました。
天気予報は終日晴れでしたが、当日は時折細
雨が降る曇天模様。
国史跡に指定されている有岡城跡の説明を聞
いた後、神津方面へ出発しました。
桑津橋を渡り、桑津神社に向かいます。昭和
17 年の空港建設で立ち退きになった西桑津村
の火明（ひあかり）神社と東桑津村の火闌（ほす

一間社春日造の社殿を近くから見ることが出来
ました。参加者たちは食い入るように観察してい
ました。
続いて、江戸時代初期に伊丹地域（神津地区）
を領有していた阿部正次の墓に立ち寄り、墓に
刻まれた梵語の話などの説明を聞いた後、口酒
井遺跡へ向かいます。
猪名川流域では縄文・弥生時代の代表的な
遺跡が発見されています。伊丹市が管理する口

せり）神社がここに移転合祀され、現在の桑津
神社になっています。火明神社の稲荷社本殿
は、建立年代が明らかな神社本殿では市内最
古の建築物として極めて貴重で、平成 27 年県
指定有形文化財になっています。

酒井資料整理事務所には多くの遺物が展示・
保存されています。
最後に、伊丹スカイパーク内にある岩屋遺跡
出土堰遺構の展示を見学。用水路に水を引くた
めに川の流れを変える 3 つ堰が発見され、弥生
時代に複雑で高度な灌漑施設があったことが推
測されます。その堰のひとつが復元展示されて
います。
約７km の行程の神津地域めぐりはスカイパー

口酒井の旧地名の説明

クで終了となりました。日頃ガイド依頼の少ない
地域ですが、歴女や古墳女子が流行るご時世
なので人気のコースになるかもしれませんね。
（金川 記）

桑津神社境内社稲荷社
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市内文化財巡り 歴史ウォーキング

の前に低い笹オカメザサ、左側に少し高い笹ネ
ザサが植栽されている。
この辺り一帯は低い笹が一面に生えていて、
旅人の詩情を醸し出していたのでしょう、数多く
の歌が詠まれている。
「有馬山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ
人を 忘れやはする」
「しなが鳥 猪名野を来れば 有間山 夕
霧たちぬ 宿りはなくて」

水と緑と文化財を巡る
初冬の空に映える紅葉が真っ盛りの１１月２３
日（木・祝）、第３回の市民ガイドを行った。
数日の暖かさが一転して、曇り空の風が冷た
い朝、一般参加２１名と会員参加１３名 計３４名
は、阪急稲野駅西側の公園に集合して、下記の
コースを歩いた。
御願塚古墳➡五ヶ塚史跡➡猪名野笹原➡
杜若寺➡荒村寺➡有岡城跡
御願塚古墳（五ヶ塚）
落ち葉をカサカサと踏み、水面に浮かぶ紅葉
やカルガモの群れを見ながらほぼ堀を一周して、
正面で説明を聞く。

隣接地には、古墳の可能性は高い黄金塚（こ
がねづか）という塚があるらしい。由多加織の工場
があった地である。（現在は東リ構内）
杜若寺
「右尼崎・左大坂」と書かれた石の道標が、南
側墓地をはいった左に設置されている。
大坂道と尼崎道に分かれる所にあったが、道
標が壊れたことから墓地内に移ったと聞く。
境内には、大塚鳩斎の墓碑があり、墓銘は頼
山陽晩年の筆である。また、伊丹の俳人梶曲阜
の墓もある。
大坂道を北上して、有岡城南端の竹と木しか
見えない鵯塚砦の跡を見上げ、祠と鬼貫の句碑
を想像する。
その辺りから坂になって上っていくのが一目
瞭然。右下に学校の運動場が見え、左側産業
道路まで下っているのを見て、東側が崖になっ
た台地であることを実感された。

御願塚古墳の説明

御願塚古墳は、周辺の４つの塚と合わせて五
ヶ塚と呼ばれていたとも、天保の頃祈願に成功
して御願塚と呼ばれたとも言われている。豪族
によって５世紀ごろに造られた前方後円墳で、
後円部（東部）に埋葬されている。墳頂部は平ら
に削られて、南神社が祀られている。外堀のあ
った部分は、敷石の色を変えている。
４つの塚のうち、掛塚（かかりづか）・温塚（ぬくめ
づか）・満塚（みつづか）を回った。塚の跡もなく、住
宅の塀にかかっている看板・学校の植え込みの
中に見え隠れする標石・住宅の角に立つ標柱
があるだけである。いずれも、《昭和４８・１０・２

荒村寺
この寺は、禅宗に帰依してつくられた寺で、
村重の位牌が祀られている。村重の墓は堺の
南宗寺にあったとされる。

３》設置とあった。あと１つの破塚（やぶれづか）は、
離れた鈴原小学校内にあるのでパスする。
猪名野笹原旧跡
摂津名所図絵（コピー）が掲示されており、そ
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荒村寺門前で説明

境内には、鬼貫が詠んだ「古城や 茨ぐろな
る 蟋蟀（きりぎりす）」の句碑がある。蟋蟀はこ
おろぎのことで、廃城になった光景が思い浮か
ぶ句である。
最後に、土塁や石垣など有岡城の説明があり
解散。２～３人の「ありがとうございました。」の大
きな声が心にひびいた。
北風の吹く１日だったが、参加者が多く、目・
耳・足で紅葉を楽しみながら説明を受けたことで、

統一の過程で天守と堅固な石垣が出現し、権威
の象徴である近世城郭が確立されます。このよ
うな歴史的発展過程を経た城郭遺跡は全国で４
万とも５万ともされますが、この中から名城１００
を選ぶために、以下の３つの選定基準を定め、
この３基準を総合的に勘案して城郭ファンから
の推薦とともに、城郭に関する各分野６名の専
門家による選定会議を行い、平成十八年に選
定された。

満ち足りた気分になった。土曜班の皆様お疲れ
様でした。
（中尾 記）

＜選定基準＞
➊ 優れた文化財・史跡であること ➋ 著名な
歴史の舞台であること ❸ 時代・地域の代表で
あること

★次回第４回市民ガイドは、３月１０日（金）に予定さ
れています。

（出典：公益財団法人日本城郭協会 HP）

Ⅲ 城の歴史
＊文中、太字の城名は 100 名城を示す。
１ 古代の城（紀元前～十二世紀）
１）弥生時代の環壕集落 1
日本における城

研究発表

「日本 100 名城」

Ⅰ 城とはなにか
「城」という言葉の語源は「土より成る」で、地面
を掘り、土を盛って囲った区画が最初の城として
理解される。（公財）日本城郭協会では「城とは

の起源は古く、弥
生時代に遡る、
“環壕集落”という
一種の城が発見さ
れている。代表例
1 環壕集落
である吉野ヶ里遺跡は
弥生時代の大規模な環壕集落で、竪穴式住居
群を深い空堀の薬研堀で取り囲み、要所には
堀を半円月形に張り出して、そこに物見櫓と推

人によって住居・軍事・政治目的をもって選ば
れた一区画の土地と、そこに設けられた防御的
構築物」と述べ、世界各地で農業生産による冨
の蓄積が始まるとともに、その争奪戦から起こっ
たとされる。
Ⅱ 名城とはなにか（日本１００名城選定基準に
ついて）
日本では、「城」は弥生時代に集落防御のた
めに構築されたことに始まり、各地に壕と柵で囲

定される六本の掘立柱からなる建物を設けてい
た。環壕集落は全国各地で見つかっており、集
落間の抗争から住民を守る、一種の都市防衛の
城であったと言える。
２）飛鳥時代の朝鮮式山城
『古事記』には“稲城”、『日本書記』には“城”と
いう語が現れる。飛鳥時代には豪族による築城
がなされていたらしい。飛鳥時代後期の天智天
皇弐年（663 年）、日本・百済連合軍が唐・新羅

った環壕集落跡が見られます。古代国家形成
から中世にかけては、軍事目的以外に政治目
的も加わり、山城・城柵・居館が造営されます。
さらに戦国時代から江戸時代にかけての天下

軍に白村江の戦いで敗れて百済が滅亡したこと
は、当時の城郭に大きな変化をもたらした。百
済の遺民が多く日本へ亡命し、彼らの技術によ
って九州から瀬戸内にかけて新しい城“朝鮮式

で巡る城の歴史
－日本の城の発達と変化の足跡を、
時代・地域の代表として選ばれた名城から追う－

吉岡 弘員
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山城”が次々と築かれた。朝鮮半島に近い大宰
府には、新羅や唐の来襲から守るために、大宰
府を大きく取り囲む、大陸的な発想の都市防衛
線として土塁と石塁からなる大野城など６城を築
き危機に備えた。当時の朝鮮式山城は、谷まで
含めて大きく一続きの城壁（土塁や石垣）で山を
取り囲む形式で、中世の山城が段々畑状に曲
輪を配するのと異なっている。特に、七世紀後
半の築城と考えられる鬼ノ城は比高 360m の山

には、陸奥国府と鎮守府を兼ねた律令国家の
行政と軍事の拠点でとして多賀城が築かれた。
これらは、一般に蝦夷征討と称されてきた律令
国家による東北侵略及び統治のための城（官庁）
であって、“城柵”と呼ばれ、防備性はあまり高く
なく、武装化した政庁とでも言ったほうが分かり
やすい。
２ 中世城郭の出現（十三世紀～十六世紀）
１）館と初期の山城

の頂部を、谷もろとも長さ 2.8km の城壁で取り巻
いた典型的な朝鮮式山城である。また、九州か
ら山陽地方にかけて、“神籠石”と呼ばれる山上
の列石遺跡＊が分布する。長く神域を示すもの
と思われて神籠石と名付けられていたが、発掘
によって朝鮮式山城と同形態の城跡であること
が確認されている。
りして列を作った遺構。縄文時代中期から晩期の遺跡で多く見られる。

平安時代前期までの城
が朝廷による国家事業とし
て築かれたのに対し、それ
以後は主として武士による
2 足利氏館
築城に一変する。鎌倉幕
府が成立し“御家人”となった武士たちは在地
支配を維持するため、“館”と呼ばれる屋敷を構
えた。足利氏館 2 に見られるように、館は基本的
には水堀と土塁で囲まれた方形の姿（方形居館）

３）国家の都城の誕生
持統天皇八年（694 年）に遷都された藤原京
や、和銅三年（710 年）に遷都された平城京など
は、中国大陸の古代都市、長安や洛陽などを模
倣した“都城”であった。本来なら高く堅固な“羅
平城京では正面の南側だけに城壁があり、その
中央に羅城門があっただけで、大陸の羅城に
比べれば日本の古代の都城は都市防衛にはな
っておらず、城とは言えない。本格的な羅城は、

をしており、正面入口に弓矢や槍を備えた櫓門
を設けている。元寇後、鎌倉幕府の支配力が低
下すると、幕府勢力や荘園領主に属さない武装
集団と後醍醐天皇が結びつき、後醍醐天皇は
楠木正成を重用して赤坂城、千早城に籠り、幕
府に対抗。千早城に幕府軍が足止めされてい
る間に、新田義貞が東国で挙兵して鎌倉幕府を
滅亡へと導いた。ここに“南北朝時代の山城”が
誕生する。急峻な山岳地形を利用し、尾根筋に

豊臣秀吉が京都の周囲に築いた御土居＊の出
現を待たなければならない。

４）東北の城柵
新潟県から東北地方にかけて、朝廷によって

多くの砦群を設けた集合体で、簡単な柵や櫓を
設けただけの臨時施設であった。
南北朝時代が終結し、室町幕府が安定すると、
将軍の館として「花の御所（京都府）」が造営さ
れる。室町幕府を支えた守護大名たちも、各地
に「花の御所」を模倣した守護館を築いた。武田
氏三代の居館である武田氏館（別名：躑躅ヶ崎
館）、一乗谷城の朝倉氏館などが代表例。
２）戦国時代の山城

築かれた古代の城が分布している。その最初が、
大化三年（647 年）に新潟県北部の海岸付近に
築かれた停足柵である。これ以後、平安時代前
期までの間に次第に北上し、神亀元年（724 年）

応仁の乱を契機として、常に他国からの侵入と
いう脅威にさらされるなかでは、これまでの平地
居館では戦いに対応できず、軍事的防御施設
（戦の拠点）としての城が必要となった。戦国時

＊列石遺跡･･･表面のなめらかな比較的大きな河原石を並べたり組んだ

＊御土居…天下統一を成し遂げた豊臣秀吉が、長い戦乱で荒れ果てた
京都の都市改造の一環として外敵の襲来に備える防塁と鴨川の氾
濫から市街を守る堤防として天正 19 年（1591）に築いた土塁です。
台形の土塁と堀からなり、その延長は 22.5km に及び、東は鴨川、北
は鷹ヶ峯、西は紙屋川、南は九条あたりに沿って気づかれました。
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代の城は、南北朝期の城のように自然地形を生
かすだけでなく、山を削り、土を盛るなどの人工
的造作が加えられた。関東の覇者、後北条氏が
西方に対する防備の要として箱根外輪山に築
いた山中城、上杉氏の春日山城、六角氏の
佐々木観音寺城、尼子氏の月 山 富 田 城 、２７
０もの曲輪を持つ毛利氏の吉田郡山城などが代
表例。なお、佐々木観音寺城は主郭部や屋敷
に“高石垣”を本格的に導入した最初の城であ

平地や河口部での築城も可能とした“平城”が
誕生。平野部に築かれたため、周辺に侍屋敷、
商人や町人の集住する城下町を配置することが
可能となり、巨大城下町を取り込んだ城が出現
し、領国の政治・経済・文化の中心として機能す
ることになった。生駒氏の高松城、毛利氏の広
島城、宇喜多氏の岡山城、蒲生氏の会津若松
城などが相次いで築かれた。ここで注目すべき
は、本格的な近世城郭が全国に築かれるように

り、安土城の総石垣造の先駆けをなすものとさ
れている。
３ 近世城郭の出現（十六世紀後期～十九世紀）
１）山城から平山城・平城へ
山城は軍事的側面を最優先した戦いのため
の戦略的拠点であったため、交通の便も悪く、
領国支配に適さない場合も見られた。力ある戦
国大名は、城を領国の政治的・経済的中心とす
べく、平野の中にそびえる小高い丘に立地する

なったのは概して秀吉の天下統一後であって、
すでに実戦に供される機会を逸していたことで
ある。実戦で使われたのはそれ以前の中世城
郭であり、その多くが籠城や落城の歴史を有し
ている。近世城郭で実戦を経験した城は、関ヶ
原の前哨戦における伏見城、大津城、津城、上
田城などで、多勢の攻城軍に対して少数の城
兵で守備したため、本来の防備能力を発揮でき
ず、上田城を除いて開城している。また、関ヶ原

“平山城”を築いた。急速な平山城の背景には、
個人戦・接近戦が主流の戦闘が、鉄砲の普及と
ともに組織的戦いと遠距離の射撃戦が主流の
戦闘へと戦闘方法が変化したことにある。そして、
天正七年（1579 年）に織田信長が築いた安土城
が日本の城の形態・構造を大きく変えることにな
る。信長は旧来からの寺院建造技術等を再結
集し、新たな築城技術者集団を作り上げた。安
土城の中心部には、五重の「天主」と呼ばれる

以前に建てられた天守は犬山城を除いて現存
しない。従って、現存する近世城郭はほとんど
が関ヶ原以降のものと言える。
２）慶長の築城ラッシュ
関ヶ原の戦いの戦後処理によって、全国的な
大名の配置換え（転封）と東軍徳川方に属した
大名の禄高の大幅加増が行われ、それが起因
となって全国的な築城大盛況期を迎えた。加増
の対象となった大名（外様大名）の大部分は中

高層建築物を建築し、全山が総石垣で囲い込
まれていた。信長配下の武将たちは、それぞれ
が安土城を模した城を築きあげた。秀吉の姫路
城などが前後して築城されているが、石垣を多
用し、本丸に天守を上げ、城内に城主の居館と
なる御殿を建てるという近世城郭が出現し、本
格的な城下町の建設もこの頃から始まっている。
信長の後継者となった豊臣秀吉は天正十一年
（1583 年）に大坂城を築き、ここを拠点に天下統

国・四国・九州地方に広大な新領国を得、その
禄高に見合う大城郭を居城として新造、あるい
は旧城を大改修したからである。従って、慶長
の築城ラッシュは西日本を中心にして起こり、西
日本と東日本の近世城郭の規模や形式に大き
な相違点を残すことともなった。この築城ラッシ
ュは慶長二十年（＝元和元年、1615 年）の大阪
夏の陣までの約１５年間続き、同年に徳川幕府
が公布した“一国一城令、武家諸法度”によって

一の道を歩み始める。“天下普請”による大坂城
築城が築城技術の発展と普及に大きな影響を
与え、近世城郭は秀吉の天下統一に伴って全
国へ急激に広まり、自然地形を利用することなく

終焉を迎えている。今日、全国の主要都市に見
られる近世城郭の大多数はこの慶長の築城ラッ
シュの時期に創築あるいは大改修された城であ
る。
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この築城ラッシュの間
に、石垣築造技術の発
展や旧来の“望楼型天
守 3”に対して“層塔型
天守 4”の開発が行われ
ており、土木建築技術
の飛躍的な進歩が生じ
ている。
徳川家康による天下

して天守の建造も少なくなった。幕府自身も明
暦三年（1657 年）に江戸城天守を焼失して以降、
天守を再建していない。寛文五年（1665 年）に
大阪城、寛延三年（1750 年）に二条城でも天守
を焼失し、ついに幕府は全ての天守を失ってい
る。諸大名の居城の天守も焼失した後に再建さ
れなかった例も多く、明石城や赤穂城は天守台
だけを築いて天守は未建築であり、天守のかわ
りに三重櫓を建てるという方法をとることも多かっ

３ 望楼型天守

普請は二条城、彦根
４ 層塔型天守
城、江戸城、駿府城、名
古屋城、篠山城などに及ぶ。これら幕府方の城
は、ひたすら単純に直線と直角を生かした縄張
りに、長大な多門櫓や雁木（石段）を設け、戦闘
正面を強固にすることを基本とした無駄を省い
た城であった。外様大名による代表例としては、
加藤氏の熊本城、鍋島氏の佐賀城、黒田氏の
福岡城、加藤氏の伊予松山城、山内氏の高知

た。正規の天守建築は福山城や島原城などごく
少数に限られる。

城、毛利氏の萩城、堀尾氏の松江城、森氏の津
山城、池田氏の姫路城、藤堂氏の伊賀上野城、
伊達氏の仙台城、佐竹氏の久保田城、津軽氏
の弘前城などが有名。これらの城は、規模の大
小こそあれ、巨大な天守・櫓を構え、高石垣を
利用した複雑な折れを持たせた極度に軍事的
色彩が強い城であった。
３）江戸時代の築城
元和元年（1615 年）に出された“一国一城令、

防強化の必要性を感じた幕府は、嘉永三年
（1850 年）に松前藩に松前城、福江藩に福江城
を築かせた。海防のために海に向けて砲台を設
けるという西洋式を取り入れた城であった。日米
和親条約が安政元年（1854 年）に締結されると、
開港場のひとつとなった箱館（函館）を守る必要
が生じ、幕府は、安政四年（1857 年）に西洋の
軍学書を参考に、“稜堡式”と呼ばれる星形の
縄張りによる五稜郭を築城した。

武家諸法度”の中で幕府は、新しい城を築くこと
を禁止したが、実際には幕府の政略によりかな
りの数の築城を許している。西国大名への備え
のために、元和五年（1619 年）に譜代大名であ
る小笠原氏に明石城を、元和六年（1620 年）に
同じく水野氏に福山城を築かせた。また、幕府
が命じる天下普請も引き続き行われ、豊臣大阪
城の再建工事（徳川大阪城）、二条城の拡張工
事、江戸城の増築工事がその代表例。一方、外

江戸時代を通じて幕藩体制を維持する権力の
象徴とされてきた近世城郭は、明治維新を迎え
て不要となり、明治七年（1874 年）ごろから次々
と破却されていった。建物などは競売に掛けら
れたものが多く、その殆どが薪として売却されて
取り壊された。石垣の石材も港湾や河川、鉄道
の工事に転用するために持ち去られた例が少
なくなく、尼崎城、丹波亀山城のように完全に消
滅した城もある。

様大名であっても転封による新領地の禄高に見
合うだけの居城がない場合には、築城や改修を
認めていた。丹羽氏の白川小峰城、浅野氏の
赤穂城などが代表例。さらに、泰平の世を反映

昭和二十年（1945 年）の空襲による被害も大き
く、天守では広島、福山、岡山、和歌山、大垣、
名古屋、水戸の７城の天守や、名古屋城本丸御
殿や仙台城、宇和島城、大坂城、伊予松山城な

＊元和以降に建てられた天守
・天守の再建･････････伊予松山城、宇和島城、高知城、
備中松山城、和歌山城、岡崎城、小田原城など
・天守代用の三重櫓･･･丸亀城、新発田城、水戸城など

４）幕末の築城と明治の廃城（十九世紀～）
幕末になるとロシア、イギリス、アメリカなどの
欧米の船が日本近海に姿を現すようになり、海
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どの櫓や城門が焼失してしまった。従って、現
存する城郭建築は往時存在したもののごく一部
に過ぎず、残る石垣も明治以降の改変がかなり
見られる。戦災焼失した天守は、水戸城を除い
てすべてコンクリート造で再興され、外観だけの
復興が一般化。近年になって、内部まで含めて、
正しく城郭建築を復元しようとする試みが一般
化し、木造による天守・櫓・城門・御殿の再建が
行われるようになったが、細部の正しくない例が

はほとんどが城壁の一部を開口させた石造アー
チ門で、二階部分には建物を載せて防備を厚く
していた。また、岩盤をアーチ形にくり貫いた門
も見られ、グスク特有の門となっている。城郭内
部に広大な祈りのスペースである神域が存在す
ることも特徴である。有名なものに、華麗なる首
里城、美しい曲線を描く城壁が累々と巡る今帰
仁城、高石垣で築かれた郭が連なる中城城な
どがある。

多いのが現状である。
Ⅳ独特の形をした北海道と沖縄の城（チャシ・グスク）

１ チャシ－物見や祭祀の場としても利用された
アイヌの砦
「チャシ」は砦や柵による囲いを意味するアイ
ヌ語。チャシは北海道を中心に千島列島・樺太、
東北地方の一部地域に見られる独特な形状を
した砦、または城の総称。北海道で約５００か所
が確認されており、１６

京・アラカルト ⑤

京の通り名・数え歌
池田 利男
京の東西・南北の通り
は、秀吉の都市計画によ

世紀から１８世紀にかけ
て造営されたことがほ
ぼ確実視されている。
3 根室半島チャシ跡
自然地形を巧みに利用
し築かれた簡易なものが殆どであり、純粋な軍
事施設というより聖域などの側面も持っており、
祭祀に利用される場合が多く、部族同士の談合
や漁業のための見張り場（鮭の遡上監視など）と
して使われることもあった。根室市には３２か所

り、正方形か矩形になっ
ている。
東西の通り（北から）
丸太町・竹屋町・夷川・
二条・押小路・御池・姉小
路・三条・六角・蛸薬師・錦小路・四条・綾
小路・仏小路・高辻・松原・万寿路・五条・
雪駄屋町・鍵屋町・魚棚・六条・三哲・七条・
八条・九条・十条・東寺

のチャシ跡が確認されているが、保存状態のよ
い根室半島チャシ跡群 5（面崖式）が昭和五十
八年（1983 年）に国指定史跡に指定された。
２ グスク－独特の曲線を描く城壁で囲まれた琉
球の城
グスクは奄美諸島から沖縄諸島、先島諸島の
広範囲にわたって３００か所ほど点在する城の
総称。１４世紀中頃に地方領主が地域支配のた
めに築いたと考えられている。いずれも石垣に

数え歌
まる・たけ・えびす・に・おし・おいけ・
あね・さん・ろっかく・たこ・にしき・し・
あや・ぶつ・たか・まつ・まん・ごじょう・
せった・ちゃらちゃら・うおんたな・ろくじ
ょう・さんてつとおりすぎ・ひっちょうこえ
れば・はち・くじょう・じゅうじょう・とう
じでとどめさす

よって囲まれ、緩やかなカーブを描く曲線城壁
をもつ。城壁の上部には、胸壁で守られた通路
が設けられている。また見張りや側面攻撃のた
めの物見台（アザナ）が多数設けられていた。門

順が合っていない部分もあります。
南北の通りも、数え歌になっていますが、
あまりポピュラーでないので省略します。
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[町の小さな文化財 第 11 回]

［ガイドまめ知識 第９回］

旧制伊丹高等女学校の門柱

クスノキ

旧制伊丹高等女学校は大正１０年（１９２１年）
に創設され、同１２年（１９２３年）、現在の行基町
４丁目、伊丹市立伊丹高校の場所に新校舎が
落成した。
校舎の玄関は北向きで、当時の写真を見ると
玄関正面に門があり、門柱はレンガ積みでる。

法厳寺の門前で「あそこに見える大きな木
は、クスノキです。幹囲６ｍ樹高３０ｍ、県
の天然記念物に指定されています。
ちなみに、
幹囲３ｍ以上の樹木を巨木と言います」
「あの
う、クスノキはどこまで大きくなるんです
か？」さて、どう答えましょう。

この門を出てまっすぐ行くと、「町の小さな文
化財第１回」で紹介した行基橋に行き当る。校
舎落成の頃は学校の周囲は広々とした田園地
帯で、阪急伊丹駅から学校までの通学路には
一軒の家もなかったと「県立伊丹高校９０年史」
に記されている。
伊丹高等女学校は昭和２３年の学制変更によ
り旧制伊丹中学と統合、県立伊丹高校として市
内緑ヶ丘に移転する。

日本の巨木ベストテンは以下のようになっ
ています。

その後敷地は市立伊丹高校に引き継がれ、
女学校時代の建物は現在見当たらないが、レン
ガ積みの門柱はモニュメントとして今も残されて
いる。

７．カツラ

20.0m 山形県最上町

７．クスノキ

20.0m 福岡県宇美町

７．クスノキ

20.0m 佐賀県武雄市

７．クスノキ

20.0m 熊本県熊本市

樹種

幹囲

所在

１． クスノキ

24.2m 鹿児島県蒲生町

２． クスノキ

23.9m 静岡県熱海市

３． イチョウ

22.0m 青森県深浦町

４． クスノキ

21.0m 福岡県築城町

４．クスノキ

21.0m 佐賀県武雄市

４．エドヒガン 21.0m 鹿児島県大口市

ベストテンの
内７本が、クス
ノキです。クス
ノキは大きくな
り易い木だと言
えます。
蒲生の大クス
法厳寺のクスノキ
は、クスノキとしては、それほど大きいとは
言えませんが、まだまだ大きくなる可能性が
あります。
樹木の説明をすると必ず話題となるのは、
樹齢です。法厳寺の大クスは推定 500 年とさ
れています。日本一の蒲生（かもう）の大クス

旧制伊丹高等女学校の門柱

門柱は鋼材で補強され、鉄製の門扉は後に
取付けたもので現在は使用されず、閉鎖されて
いる。傍には丹鈴会（女学校の同窓会）により石
碑が立てられている。
校舎が落成した大正１２年から緑ヶ丘へ移転
した昭和２３年までの２５年間、伊丹高女の乙女
が日々通った想い出の門である。
（松田 記）

は 1500 年と言われています。
いずれにしても
根拠ある数字とは言えません。
「○○年と推定
されています」程度にしておきましょう。
（山田 記）
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編集後記

クラブ）
・11/16（水）Aコース（西宮市友会 西宮市）
・Aコ

平成２８年度新年会

ース（寥和会 赤穂市）
・Aコース（まほら会 大阪市）

１月１７日（火）12 時から恒例の新年会が
催行されました。
内田会長と小長谷生涯学習部長の挨拶に続
いて、陣羽織を着用した池田顧問の音頭で乾
杯が行われ賑やかな宴が始まりました。

・11/17（木）郷町館（レフネックPC楽研 川西市）
・11/20
（日）岡田家（尼崎市退職校長会 尼崎市）
・Aコース（大
翔岳風会 豊中市）
・11/23（水）御願塚他（第3回市民ガイ
ド）
・11/29（火）昆陽寺（笹原ブロック老人会 伊丹市）
・
12/2（火）Eコース（兵庫古代同好会 神戸市）
・12/10
（土）有岡城址（FTSフレンドリークラブ）
・Aコース（HCS
歴史探訪クラブ 阪神間）
・12/11（日）郷町館（歴史ハイク
四季の会 阪神間）
・12/14（水）Aコース（ジオシルバー会
大阪府）
歴史ロマン体験学習支援
・11/12（土）ブレスレットをつくろう
・12/3（土）ペンダントをつくろう（ケース）

乾杯、今年もよろしく

・1/21（土）螺鈿細工（１）

続いて、芸達者な面々による余興が次々
と飛び出して座を盛り上げてくれました。

有岡城跡の清掃 ・11/26（土）
・12/27（火）
・1/24（火）

今後の予定（２月～４月）
定例会 2/14（火） ・3/14（火） ・4/11（火）
案内ガイド ・2/26(木)Aコース（旧跡探訪の会 伊丹
市）
・3/8（水）Aコース西宮市立夙川公民館 西宮市）
・
3/25（土）西国街道（摂陽地区福祉まちづくり協議会 伊丹
市）

手品

どんぐり座公演
・2/16（木）天神川小学校 ・2/24（金）伊丹小学校老人

狂言「釣女」

会 ・3/8（水）桜台小学校

最後に、松田副会長の閉会の挨拶があっ
て、１５時過ぎに散会しました。

歴史ロマン体験学習支援

（山田 記）

・2/18（土） 螺鈿細工（２）
有岡城跡の清掃 ・2/28（火）
・3/28（火）
・4/25（火）
文化財ボランティア養成講座

活動記録（１１月～１月）

・1/24（火）オリエンテーション・1/31（火）荘園図と条里
制・2/7（火）伊丹地域の鉄道・2/14（火）伊丹の近現代

定例会 ・11/8（火） ・12/13（火） ・1/17（火）

史・2/21（火）伊丹の歴史・2/28（火）史跡めぐり（準

案内ガイド ・11/6(日)Fコース（ロマン事業史跡めぐり）
・

備）
・3/14(火)史跡めぐり（下見）
・3/18（土）史跡めぐり

11/9(水)Aコース（寿楽会 大阪市）
・11/11（金）Aコース

（本番）

（無二の会 豊中市）
・11/12(土)昆陽寺（FTSフレンドリー

編集後記
いよいよ米国のトランプ政権が始動しました。早速大統領令を乱発、世界中がトランプさんに
振り回される年になりそうです。われわれとしては健康に留意して、何事があってもしぶとく生き延
びましょう。
（M.Y.）
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