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2005.9.19 武田山シンポジウム 於安佐南区民文化センター

基調講演「政令都市広島の原点は安芸武田三百年」

三浦正幸先生広島大学大学院文学研究科教授

本日は午前中大変雨が降りましたが、はるばるお越しいた

だきましてありがとうございます。

先ほどのプロモーションビデオの最後に「どうぞ武田山へ

登って下さい」という話しでありましたが、そう簡単に迂闊

に登りますと、けっこう難しいところがあります。私も２５

年前に広島大学へ勤務いたしまして、２５年間武田山へ登ろ

う登ろうと思いつつ、実は初めて登ったのは１週間前です。

なぜ２５年間も登り損なったかといいますと、武田山はご存じのとおり「山」です。昔の城は

山のてっぺんに造ってあります。山のてっぺんの城というのは知らずに登りますと必ず道に迷い

ます 道に迷うだけならまだいいんですが たぶん登ってそのままぐるっと廻りますと ただ 山。 、 、 「

だった」ということになりまして、結局肝心要の見るべきものを見てこないという、そういう状

態になってしまいます。従いまして私は２５年間登ろう登ろうと思いつつ、誰も案内してくれる

地元の方がおいでにならないものでしたから、ついに登り損なってしまったんですが、このシン

ポジウムの機会にやっと念願かなって登ることができました。

今日、皆様方に資料が配ってあると思います。その中に２枚ホッチキスでとめたものがあると

思いますが、それが今日私が用意した資料でございまして、２枚目をご覧になっていただけます

か。銀山城のあちらこちらの絵が書いてあ

ります。これは１週間前に私が登って銀山

城の中を見て歩きまして、そのまま家に帰

った後に記憶を頼りにスケッチしたもので

す。若干ゆがんでいるところもあると思い

ますが、大体このようになっているという

ことでございます。従いましてぜひとも登

って頂きたいんでありますが、今日これか

ら後からのディスカッションになると思い

ますので、うまく登れるようにしていただ

きたいと思うわけでございます。

、 、さっそく今日の話しを申し上げたいと思うわけですが 銀山城というのは安芸の国の半国守護

要するに安芸の国の半分以上を支配した室町時代の守護職という重要な役目、現代の考え方でわ

かりやすく言えば広島県の半分の県知事だと思って下されば結構ですが、その武田氏が住んでい

たお城。住んでいたというのはちょっと語弊があるかもしれませんが、武田氏が使っていたお城
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であります。

もちろん武田の当主は、山の上に住んでいた訳じゃありませんで、普段はふもとに住んでおり

まして、いざ合戦となった時だけ上に登っている、そういうお城でございます。

それで今日の資料１枚目の右下の方に書いておいたのですが、１枚目の右下が銀山城の図面に

なっています。そこに１４世紀武田氏が創築いたしまして天文１０年（１５４１年 、多分城を）

造って２００年頃のことでありますけれども、１５４１年、今から約４５０年前に毛利に攻めら

、 。れて落城してしまいまして 銀山城の歴史的使命が終わってしまったということになっています

この武田の銀山城は、山のてっぺんに造ってある城でありまして、こういう山のてっぺんにあ

る城を と言います。山城というのは、中世の室町時代、大体１４世紀、１「山城（やまじろ 」）

５世紀、１６世紀の約３００年間になりますけれども、この約３００年間の城というのが山の上

に造られた 「山城（やまじろ 」というものでございます。、 ）

それに対して、皆様ご存じの広島城というのがありますが、広島城は山の上にある城じゃなく

て平らな城 といいます。今日の資料１枚目の右上に広島城の絵図を載せて、「平城（ひらじろ 」）

おきましたが、ちょうど絵図の真ん中に「本丸、平城」とちゃんと書いてあると思います。平ら

な城ですね。広島城みたいな城が、近世、桃山時代、江戸時代の城、要するに１６世紀末から始

まり桃山、江戸、明治維新まで使われた城が といいます。、「近世城郭」

さて、この日本の城というのは中世の山城と近世の平城、もしくは平城の真ん中にちっちゃな

山が描いてある城がありますが、そういったのが といいます、に分「平山城（ひらやまじろ 」）

けられます。要するに中世の山城と近世の平城、平山城、この２つに完全にわけられます。これ

を同じように思ってしまうと大変に誤解を産み出しますので、全く違うもの、今日の話しの最初

にはこの２つのお城は違うものだということを先にお話ししようと思います。

まず最初に、銀山城のような山のお城でありますが、これは低い山も高い山もあります。低い

山ですと大体高さ１０ｍ位。１０ｍといいますとこのホールの天井より低いです。ちっちゃい山

というか丘みたいなところのてっぺんに城を造ったのが小さい方の城。大きい方の城になってき

ますと、だんだんだんだん山が高くなっていきます。銀山城の場合は、今日の資料の右下に描い

ておりますが、比高４００ｍと書いております。山の麓から山頂までの標高差が４００メートル

あります。広島城は比高６ｍ、広島城城外の地面と本丸との高さがたった６ｍしか違わないんで

す。いかに広島城がペッタンコだったのかということですけれど、中世の山城の方がどうかとい

、 。 、 。いますと 中世の山城は小さい方が大体１０ｍ位の山になっている で 銀山城は大体４００ｍ

ずいぶん高さの差があります。勿論、城の大きさも違います。山の上にある、もしくは山の上で

はなくて平らなところにある、これが中世と近世の城の違いなんですけれども、もっと決定的な

違いがいっぱいあります。

まず第一に、中世の山城というのが日本に一体いくつあるか、これからちょっと申し上げてお

きたいんですけれども、銀山城みたいな山の上にある城、これは皆様のたぶん想像を絶すると思

中世の山城が約４万いますけれども、日本中で北は北海道から南は鹿児島県まで、この間にある

と言われています。正確な数は判りません。でも４万城は必ず確実に超えています。から５万
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なにしろ、広島市の中に中世の山城は何と１００もあるんです。いいですか 「どこにそんな、

城があるんだ」と思われるかもしれませんが、ちゃんと１００あります。

この広島市内に１００、中世の山城がありますから、大体どれくらいの距離を置いて間隔があ

るかといいますと、今の国道がありますでしょ。広島市内に国道が通っていますね。それから県

道が通っていますね。主要な国道、県道を歩いて１時間行って、その間に見える山は全部城だと

思って下さい。だから１時間歩くと次の城、また１時間歩くと次の城、もう城だらけです。はっ

きり言えば、 いと、これぐらいたくさ現在の国道の両側にある山の中で城でない山はほとんどな

んある。そういうことで、これでおわかりになったでしょうけれども、中世の山城は一杯ある、

有象無象にあるというのを、まず理解しておいていただきたい。

大体２００それに対して近世、江戸時代、桃山時代の平山城というのは全国探してみましても

しかないんです。中世の山城に比べると２００分の１しかないんです。広島市内には勿論ぐらい

広島城１つしかありませんし、広島県内でも近世の城というのはたったの５城、５つしかないん

ですね。そんなわけで数がまるっきり違うということがいえます。

数が違うというと当然城の構造も全然違い

ます。まず最初に、１枚目の資料の右の絵は

正保広島城ですがこれを見て下さい。これは

と言いまして城絵図（しょうほうしろえず）

今から３５０年前の広島城の姿です。今と比

べますとずいぶん広島城大きくてですね、現

在では真ん中の本丸と二の丸とその下のちっ

ちゃい二の丸しか残っていませんが、昔から

こんな大きさがありました。

左側には太田川本流の本川がありますし、

、 、それから図の下の方 外堀が通っていますが

これは今電車道になっています八丁堀の電車

道ですね。これが下の外堀ですね。ずっと右

の方へいきまして、右の側の端の外堀なんて

いうのは福屋百貨店のすぐ西側にあるバス通りがあるのが外堀です。

今と比べると大体５，６倍の大きさがあります。大変大きな城でございます。ちょうどその真

天守閣（てんしん中よりちょっと左側に五重の天守閣が描いてあります。だから近世の城はまず

があります。それから天守閣がある本丸のところにこれは字で「本丸・平城」としか書ゅかく）

いていないんですが、かつてここに壮大な御殿が建っていました。広島城主の住む御殿ですね。

大体、江戸時代のお城の御殿というのは１００ｍ四方の敷地が要ります。１００ｍ四方ですか

ら昔の面積でいえば一町歩、現在の言葉でいえば１ヘクタールでありますけれども、１００ｍ四

方ぐらいの敷地にびったりと建物が建ちます。大体延べ床面積で、２０００坪、４０００畳ぐら

い必要なんです。それくらいの御殿を建てていた。

それからこの図を見ていただくと、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんが、あっち

こっちにいっぱい が建っています。例えば左の本川沿いのところをご覧になりますと櫓（やぐら）

２重の櫓がずらーっと並んでいますね。今は一つもないですけど、ものすごく沢山の櫓が建って
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います。

それから本丸のまわり、天守閣の前ですけれども立派な が描いてあります。それから満々石垣

と水をたたえた堀が３重にめぐっています。 があります。それからお城の周りには広島の水の堀

があります。城下町

天守閣があって、御殿があって、櫓がいっぱいそびえていて、高い石垣があって、ものすごく

立派な水堀があって、まわりに城下町がある、これが近世のお城でありますが、中世の山城は今

申し上げましたお城の要素が一つも無いんです。

いいですか、何にも無いんです。天守閣なんか全然建っていません。御殿もありません。水堀

なんてあるわけないですね、山手に水堀なんて造っても水が漏れちゃいますからね。それから銀

、 。 。 、山城には石垣があると言われていますが 実は石垣なんてありません あれは自然の石です で

広島城の城らしいところ城下町なんてありません。櫓もまともなのは建っていません。要するに

。は何一つないというのが 銀山城みたいな中世のお城、 であるということになるわけでございます

そんなことを申し上げると「なんか中世の城というのは何かさもしい城だな」と皆さん思われ

るかもしれませんけど、実は日本中の城が全部そうなんです。なぜそんな中世の城と近世の城の

形が違うのかと申し上げますと、それはお城の数が違うから、違うに決まっています。

なにぶんにも中世の城というのは、近世の城の２００倍もありましたから、数が２００倍で４

万から５万もありますから、そんな所に一々天守閣を建てていたらエライことになります。

中世の山城、銀山城みたいな山城に一体家臣はどれぐらい住んでいたのか。家臣と言っていい

か、城兵はどれぐらいの数の兵士がいて、敵が攻めてきたらどれくらいの人数で迎え撃っていた

のか、銀山城をちょっと置いておきまして、世間一般の山城、日本中に４万も５万もたくさんあ

普通の中世の山城を守る兵士の数は 「数る山城でありますけれども、大体普通考えて見ますと 、

です。いいですか、数十人です。数十人で一つの城を守るんです。そこで壮大なる合戦が十人」

そこで繰り広げられるというのは嘘八百です。数十人ぐらいが普通でありまして、１００人以上

で立て籠もることができる城というのはほんのわずかしかありません。ましてや１０００人を超

えるような城兵を納めた城なんていうのは、日本中探しても数城しかないんです。それぐらい中

世の城なんていうのはちっちゃなものだったんです。

皆様方が映画だとかドラマだとかそれから昔の物語が好きな方でしたら、太平記なんて軍記物

の物語がありますけれども、そこに出てくる昔の合戦っていうのは全部誇大表現、誇張表現ばっ

かりでありましてですね、嘘八百でございます。大体、中世の山城の籠城戦なんかですと数十人

の兵士が守っているところをですね、数十人の兵士が攻めていく、で、ちょっと小競り合いをし

て、最悪事態で戦死者が１人か２人か出る。大体そんなもんです。よっぽどヤクザの出入りの方

が恐いわけです。それぐらいのが大体昔の合戦だったみたいなんですね。

それらのところで考えてみますと、要するに中世の山城は沢山あるけれども、それは全部大き

さがちっちゃかったんだと、しかも大きさが小さいだけじゃなくて、石垣もなければ天守閣もな

し、御殿もなし、大きなお堀もない、だから造るのが非常に簡単だったんです。従いまして、沢

山あるし、いいかげんなものしかできていないということになるわけです。要するに城に立て籠

もる兵士の数が全然違う、そういうことをまず認識して頂きたいと思うんです。
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城主の経済力の差中世の山城がもう一つみすぼらしかった理由を申し上げますと、正直これは

がはっきり出ます。もちろん４万も５万もある城と２００しかない城では経済力２００倍という

のはすぐわかると思いますけれども、例えば広島県を例にとりますと、銀山城を攻め落としまし

た毛利を見てみますと、今日の資料の左側に銀山城の敵でありました毛利の城の吉田郡山城が載

っておりますけれども、この吉田郡山城は、先に申し上げておかなければならないんですが、ち

ょっと後先になりましたが、この１枚目の資料に載っております城と広島城の絵図は全部同じ大

きさに縮尺してあります。

だからこのままの大きさで比べていただければ、大きさの違いがはっきりとわかると思います

けれども、左側に吉田郡山城、毛利の本城ですね、これがあります。毛利の本城も銀山城と同じ

ように１４世紀に造った城でありまして、そのあと大永３年（１５２３年）に毛利元就が城主と

して中に入って、その後山陰地方におりました尼子氏に攻められた尼子合戦を経験し、その後拡

張しているわけであります。

これを見て頂きますとわかるとおり、左側の吉田郡山城最盛期の大きさと右側にあります広島

城の大きさ全く一緒ですね。ほとんど同じ面積だというのがおわかりになると思います。ただ、

毛利氏が吉田郡山城を一番最初に造った１４世紀の時の大きさというのは、左の上にある郡山城

の図のさらに左側の点線で囲ったところがございますが、そこを見て下さい。

そこに「尼子合戦当時の郡山城」と書いておいたんですが、これは毛利元就がここに立て籠も

りまして尼子の大軍、１万の大軍をここで引き受けて籠城して持ちこたえたと、毛利元就が日記

に書いております城といいますのは実はこんなにちっちゃな城なんです。いいですか。ここのと
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。 、 、ころに毛利が立て籠もっていた 尼子合戦当時の毛利の所領はですね ３千貫といってますから

３千貫というのは後の３千石と同じです。だから郡山城は３千石の領地の領主のお城です。右の

広島城を造った時の毛利輝元の所領が１１２万石ありましたから、だから３千石と１１２万石で

すと約４００倍違います。だから、郡山城に比べると４００倍の土木工事費を投入できると、だ

から石垣もあれば天守閣もある、当たり前のことだということになるんであります。

それからもう一つ中世のお城を考える上でわかっていただきたいのは、この領主の経済力の差

だけではありませんでして、この があります。領主の持っていた権力の違い

広島城の場合ですと、これは最初は造ったのは毛利輝元でありますけれども、その後になりま

してから福島、浅野と城主は変わりますが、要するに大名のお城です。広島城が出来て以来、ど

うなっちゃったかと申し上げますと、広島藩、広島の全圏域の中でお城を持つことが出来たのは

大名だけなんです。要するに城は大名だけの独占物、専有物になってしまった。家臣には城を持

たせないようになっていたんです。

ところが、それよりもっと前の毛利がまだ吉田郡山城にいる頃、もうちょっと前にいきますと

銀山城がまだ存在していた頃になりますけれども、その頃ですと、一番上に例えば武田氏があり

ますね。その下に毛利ですとか色んな領主がいますね、その毛利や武田の家臣にまたいっぱいち

っちゃな領主がいますね、そういった領主が全部一人ずつ城を持っていたんです。だから広島市

内に１００も城があるんです。広島県内ですと１００どころじゃなくて１０００を超えてしまい

。 、 、 、ます そんな沢山の城があったのは そういった小さな領主 それから領主の下の家臣のまた城

そんな城がいっぱいあったもんですから、城だらけ。要するに全ての家臣はほとんどが城持ちで

あってですね、全部「一城の主」なんですね。

ところが、広島城のような近世の城が造られるようになりますと、城というのは領主だけの専

有物になってしまう。だから家臣から城を召し上げてしまいます。家臣には城を持つことを許し

ませんでして大名だけが城を持つ。で、何が行われるかというと家臣は城がない、大名は城があ

る。従って大名と家臣の間の身分の差が非常に隔つことになりまして、家臣は大名に対して絶対

に服従をするという形になりまして、非常に領主の権力、大名の権力が上がったと思います。そ

家臣からほとんどの権力を全部もぎ取っういったように大名の権力を集中するために、要するに

て全部大名に権力を集中させてしまうこと、これが実は近世の城の大きな城の役割の一つだった

わけですね。

そういったようなことで、当然城の形が違う。大名によって城を奪われてしまった家臣は、例

えば広島県の場合ですと、広島城のまわりに全部集められて、広島城の周りに住むことになる。

家臣が全部広島城の周りに住むようになりますから、広島城の周りに城下町ができる。だから城

下町があるのは広島城で、 そんなところが、中世と近世の中世の山城には城下町はありません。

お城の決定的な違いだったということがわかるわけでございます。

ついでに今１枚目の資料を見ていただいたんでありますので、このそれぞれのお城の大きさを

見ていただきますと、さっき申し上げましたように１枚目の右上には広島城最盛期の大きさとい

うのが大体そこにありますとおりでありまして、大体とと横、１キロ四方ぐらいあります。非常

に大きな城であります。左下に１００ｍ、２００ｍのスケールを入れておきましたんですが、随

分大きなもんですね。広島城が約１ｋｍ四方ぐらいあります。
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それに対して吉田郡山城、最盛期の吉田郡山城は広島城と全く同じ大きさの１ｋｍ四方、ただ

しこれは山の大きさが１ｋｍ四方でありまして、実際の中の城はたいしたもんじゃありません。

それから吉田郡山城の左下にあります尼子合戦当時の郡山城、これは最初の毛利の城ですけれど

も、これは随分ちっちゃいですね。全城あわせましても縦が３００ｍくらいで横幅が２００ｍく

らいしかありません。

それから下の段の左側にありますのが、東広島市にあります鏡山城、これは国の史跡になって

います。山口にいた大内氏の出城であって、これによって安芸の国を大内氏が支配しようとしま

した中心的なお城なんですけれども、これとて大体こんなような大きさであって、山全体で吉田

の郡山城と同じくらいの大きさであります。

今日のテーマであります銀山城でありますが、右下にあります。右下で見ますとですね、太く

囲ってあるところが後で申し上げますが、本丸とか二の丸とかいう曲輪（くるわ）になるんであ

りますけれども、これを見ていきますと皆様方 「なんだ、郡山城よりちっちゃいじゃないか」、

とおっしゃるかもしれませんが、今日はこれ、紙の節約でですね、山のてっぺんだけちょん切っ

てこれに載せました。

、 、 。実は銀山城はですね この大きさで載せますとこの紙全部を使っても収まらないんです 実は

山すそははるか下まで延びてしまいまして、ものすごく大きいんです。この紙１枚全部が銀山城

になってしまうんです。だからしょうがないから真ん中の中心部のところだけをちょん切って載

、 。 、 。せてあると そう思ってください だから いかに巨大であるかというのがおわかりと思います

銀山城が下から上までの高さの差が４００ｍ、それに対して吉田郡山城が２００ｍ、だから郡山

城の２倍もある、というのがおわかりになるかと思います。
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で、そこまでおわかり頂きまして、今度は２枚目を見て下さい。それで今日の講演のテーマは

そこに書いてありますように広島市が政令指定都市になっていますけれども、その元は武田の銀

山城にあると非常に大それた題になってますけれども、実はこれは別に大それた事じゃありませ

んで、武田の銀山城はものすごく立派なものである。このものすごく立派な銀山城は一体どうで

きているのかを今から詳しく申し上げます。

これは１週間前に調べてきたことでございますから、ちょっと泥縄で申し訳ないんですけれど

も、２枚目の下あたりに銀山城の中心部、本当に中心部だけでありますけれども、現在流布して

おります というものをそのまま使ってそこにあげておきました。これ「縄張図（なわばりず 」）

は広島県教育委員会が作った図でございます。ただ、広島県教育委員会が作った図は実にいい加

減な図でございますもんですから、そこにちょっと書き足しがしてあります。あと余分なものも

書き込みまして、ちょっとだけ修正がしてあります。

さっきも言いましたように、中世のお城は山のてっぺんにある山城です。銀山城も４００ｍの

武田山のてっぺんに造ってあります。中世の山城を造る時には山のてっぺんに造るわけですけれ

ども、どんな山でもよいかというと、そういうわけにはいきません。富士山みたいな山にはお城

はできません。

例えば広島市でいいますと江波の向こうに似島がありますね。あの似島はきれいな富士山のよ

うになっておりますね。あれは城になりません。なぜならないかというと一番てっぺんに本丸を

造ります。一番てっぺんに本丸を造ると、二の丸以下を造ることが出来ません。だからてっぺん

に本丸ができて、下は何もナシ。よくその辺の公園にあるプリン山みたいなものになっちゃいま

す。これではお城にならないです。

中世の城を造ろうと思いましたら、富士山みたいな山ではなくて、谷と尾根が入り組んだもの

を選ばないといけません。２枚目右下の銀山城の縄張図を見ていただきますと、これは等高線が

複いっぱい入っていまして、等高線が出たり入ったり出たり入ったりグチャグチャで、こういう

でございます。雑な地形がお城を造る上で好適

まず、何をやるかといいますと山のてっぺん、一番上の山頂の部分の所、この場合図で行きま

すと、ど真ん中に と書いた一番広い広場がありますが、これが だと思って下さい。「館跡」 本丸

いいですか。ただし、本丸という言葉は今伝わっておりませんので、今「館跡」と言ってますけ

れども、これが後のお城の本丸ということに相当いたします。ただ、広島県におきましてはです

「詰めの丸ね、山城の一番てっぺんを、広島城もそうですけれども本丸に相当する所をですね、

と大体呼んでました。それから と書いても「つめのまる」と読ませた（つめのまる 」 「甲丸」）

みたいでありますが、おそらく武田氏がいた頃はおそらく「館跡」のことを「詰めの丸」と呼ん

でいたと思います。一番てっぺんが本丸に相当する「詰めの丸」でございます。

これは山のてっぺんを平らに削りまして、ならしただけです。要するに平地を造るんです。そ

のままの山ですと尖ってますから人は住めませんですからね。尖った山のてっぺんを削って平ら

にすると、そうすると一番てっぺんに本丸、詰めの丸ができるわけです。

大体中世の山城の大きさっていうのは、最初のてっぺんの詰めの丸あたりが、１００坪から３

００坪くらいの大きさになります。１００坪から３００坪というのは大したことはありません。

この（安佐南区民文化センターの）ホールの方がよっぽど広いです。いいですか、ちっちゃな本
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。 、 、 、丸が出来ます ちっちゃな本丸ができまして 今本丸 もしくは詰めの丸と申し上げたんですが

「曲そういったところを「くるわ」と呼んでいます 「曲がる」に「輪」と書きまして２文字で。

と読みます。なぜ曲輪というのかというと 「曲がる」もそれから「輪」も （ま輪（くるわ 」） 、 ○

る）を表しておりまして、山のてっぺんを削ってしまいますと大体丸くなります。まあちょっと

いびつな丸になりますけれども、大体丸くなりますんで、従って「曲輪」という名前がついたと

言われています。勿論、曲輪という字はほかの書き方もありましてお城のことを「城郭（じょう

かく 」と言いますけれども、城郭の の字ですね、１文字で「くるわ」と読む場合もあり） 「郭」

ますが、とにかく曲輪というのが出来ます。

で、本丸に曲輪を造りましたらですね、この次が問題でありますけれども、後はですね、山の

地形を見ていただきますと富士山みたいな山じゃございませんので、周りに谷と尾根がずぅーと

巡っています。いまその図を見ていただきますと、例えば真ん中の本丸、詰めの丸の館跡から見

ていただきますと、真ん中あたりに尾根筋がビューと通っています。尾根ですから等高線がずぅ

ーと下にとがっています。そのすぐ左のところ斜めに今度は谷筋が通っています。谷、等高線が

今度はへこんでいますね。へこんでいるというか山の方へ向かってとがっています。そのまた左

の尾根の所に斜めにいってますけれども、上高間、下高間と書いてあるところがまた尾根になっ

ています。要するに谷と尾根、谷と尾根と、要するに尾根と谷が交互にきているのが武田山であ

りますし、中世の山城をつくっているところは全部こういう格好になっています。

この尾根と谷がわかれましたら一番てっぺんに本丸がありますですね。それぞれの曲輪は今度

尾根に沿って高いところを削って、削った土をちょは尾根のてっぺんに沿って順番に削ります。

っと低い所へ持って行って、また高いところを削ってまた下ろすわけです。そうすると尾根に沿

ことになります。今の銀山城の図を見ていきますと、一番てっぺって段々畑みたいな曲輪が並ぶ

ん、山頂にずらっと尾根が一列に延びていますが、その尾根の上に段々畑みたいな曲輪が一列に

並んでいます。大体２０ぐらいの曲輪が並んでいるというのがわかると思います。それから尾根

が、例えば南の方へ向かって２本延びておりますが、２本延びた尾根の上に順番に曲輪が、削っ

てある場所、削ってある場所ときてます。真ん中あたりには 、ずっと下が「千畳敷 「御門跡」 」、

って というところへ順番に曲輪が連なっています。それから左の方を見ていただきま「馬返し」

「 」「 」 「 」すと というところに曲輪が連なってその下をさがったところにまた上高間 下高間 馬場

という広い曲輪があります。そういったように順番に曲輪が連なっている、これが中世のお城の

作り方で銀山城はこの典型的な作り方になっています。

、 。それぞれの曲輪の数でありますが 大体 といわれています銀山城は５０の曲輪からできている

曲輪の数、５０。そこの図にあがっているのは５０もありませんけれども、ちゃんとまじめに数

えると５０あるはずでありまして、この図はまだ未完成な状態でありまして、５０ぐらい。

。 。曲輪の数は５０ですけれども最大の曲輪が大体３００坪ぐらい ちっちゃいのは２０坪くらい

一番小さい曲輪ですと、今私がいる舞台の３分の１から４分の１ぐらいの曲輪になります。現代

の分譲住宅だって１軒建ったらもうぎっしり一杯、そう思ってください。そのくらいのものが一

つの曲輪。大体ですね、曲輪の数がたくさんになりますと中世山城は２０から５０坪ぐらいの曲

。 、 。輪が普通だと思って下さい １００坪 ２００坪の曲輪は非常に大きな曲輪で滅多にありません
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そんなちっちゃな曲輪がちまちま、ちまちま並んでいたわけです。

この銀山城の場合は曲輪の数が５０といわれています。それから小さな山城、一番最初に申し

上げました小さな山城ですと山の高さが１０ｍしかないようなものがありますけれども、高さが

１０ｍしかないちっちゃな山城ですと、曲輪の数は２つから３つぐらいしかありません。そうい

うところは１０人ぐらいの兵士で守るんですね。中ぐらいのお城で大体曲輪の数が１０前後。大

きくなると銀山城のように５０前後。吉田の郡山城が確か１４０と聞いております。それから新

潟県にある上杉の春日山城で２００といってます。やたら曲輪の数が多いんですけど、一つ一つ

の曲輪はちいちゃなもんであったと、だから全部足しても大したことないというふうなことがわ

かると思います。

この武田の銀山城がどうできているかがおわかりになったと思いますけれども、今度は銀山城

だけの特別な特徴を申し上げます。今ご覧になっていただいた２枚目の図面を見ていただきます

と、武田山というのは実に変な山でして、山のてっぺんがほとんど同じ高さでビューと長く続い

ています。

今、そこの図で言いますと左の上の方に 「ゆみば」もしくは「ゆんば」と読んだと「弓場跡」、

思いますけど、弓場というところがあって、ちょっと右下に というところがあります「観音堂」

「御守岩（ごでしょう。それから右にいって堀切というところがあって、またずっと右に行って

というところがありますね。さらにずっと右へ行って というのしゅいわ 「館跡」 「見張台」）」、

があって、さらにちょっと右へ行って というところがあって、そこにまた曲輪が延びて「出丸」

いる。 だから弓場から出丸までほとんど同じ高さでずぅーと山頂が続いているんです。その長

さは大体５００ｍぐらいです。

です。私山頂部の長さが５００ｍもあるような山城は、これは日本中を探してもめったにない

の知っている中世山城を全部データ化していますが、５００ｍもある城はたったの数城、確か５

城くらいしかなかったと思います。勿論 です。吉田の郡山城は銀山城よりも曲輪広島県内で最長

の数は多いんですが、あれは山のてっぺんに本丸がありまして、山頂部の長さは郡山城でせいぜ

。 、 。 。い１００ｍしかない それに対して銀山城は５００ｍ ものすごく長い これが非常に大事です

だから本邦最長といっていいぐらいのものすごく長い山頂部に曲輪が並んでいるんです。そこに

約２０の曲輪が並んでいます。一番左の弓場からはじまって出丸まで、約２０の曲輪が５００ｍ

の中に一列にずらっーと並んでいるということがわかると思います。

次に５００ｍもありますような山頂をそのまま放っときますと、これはちょっと都合が悪い。

なぜ都合が悪いかと言うとですね、もし敵が５００ｍもある山頂のどこか１箇所にとりついてし

まったらですね、これは落城してしまいますね。ということは、どこか１カ所に敵が攻め上って

しまっても、落城しないように、５００ｍの全部で２０ある曲輪をいくつかに仕切っとかなくち

ゃいけません。仕切っているものが というものであります。「堀切（ほりきり 」）

今日の資料の真ん中の上に下手くそな絵を描いておきましたんですが、これが堀切のイメージ

、 。 。 。でございまして 大体こんなものです Ｖ字形に溝を掘るわけです これは割と簡単に掘れます

まっすぐ掘っていけば良いんです。この壁の、堀の角度は約４５度で掘っていきます。４５度で

、 。ずっと掘っていくと堀の高さと幅が同じぐらいになったところで 一番下まで掘れちゃいますね

このような します。堀切をつくりまして、山頂の５００ｍをいくつかに分断
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ちょっと堀切の位置を確認させていただき

ますと、もう１回縄張り図を見て下さい。左

の方の観音堂というところから右へ行った方

に堀切と書いてありますね。そこでまず１カ

所Ｖ字の堀切を造って分断しています。それ

から図で４ｃｍ位右へ行ったところにまた堀

切、館跡のすぐ左のところですが、そこにま

た堀切が通っています。それからまた４ｃｍ

右へいきますと、そこに堀切があります。そこは現在 という名前が付けられています「犬通し」

が、ここに堀切があります。まだ、ちょっと確認してませんが、おそらくさらに４ｃｍぐらい右

へいったところにですね出丸がありますが、出丸と見張り台の間にも堀切があったはずです。た

だ、廃城になってから４百数十年たってますから、４５度で掘った深さが４ｍから５ｍ位の堀切

なんていうのは全部埋まってしまいます。放っておくと埋まっちゃうんですね、４００年ぐらい

。 、 、経ちますとね だからほとんど現在では判らないけれども おそらく元のとおり発掘してみると

おそらく４５度にそそり立ったものすごい堀が出てくる。４，５ｍですからこの会場の横断幕く

らいの高さです。

「そんな高さくらい簡単に越えられる」と思うでしょうが、大きな間違いですよ。石垣でこの

高さなら簡単に登れます。広島城の石垣でもこれぐらいの高さだったら、私でしたら傘をさした

状態で登ることが出来ます。ところがですね、この４５度の土でできた堀切は絶対ですね、ちょ

っと登ろうとするとずるずるとすべります。もう四つんばいになって爪を立てて、猫が登るよう

な格好で登らないとちょっと無理だ。それ位、あがるのが不可能なんです。

図の真ん中にあげときましたんですが 「堀切に落ちた敵兵」と書いておきましたんですが、、

堀切に落っこちますと、そこにあるように情けない姿になります。なにしろ堀切は一番下が尖っ

ています。足の横幅しか一番下はないんです。足を置く場所がないですから、体が横にしかなら

ないです。もし落っこちちゃったら横歩きしかできません。もう上から弓矢で狙い撃ちです。と

いうことで、この堀切に落っこちましたら絶体絶命です。こういった急な土で出来た堀切のこと

を といいます。広島の繁華街に薬研堀というのがありますが、あそこ「薬研堀（やげんぼり 」）

も非常に深い堀が通っていたところでありますけれども、薬研堀。薬研というのは昔漢方薬を粉

にする時に、車がついてギコギコとやっておりますね。あれを薬研

というのですけれども、その薬研の台座のところがＶ字になってま

す。その格好をしているところから薬研堀といいます。非常に深い

堀が入って堀切が出来ている。上をたぶん４つの堀切で山頂部を切

５００ｍの山頂部は１００ｍずつ５つっていましたから、おそらく

の分かれていた。だからもしどこか１カ所敵の手に落ちて落城して

、も あとの４つは全部独立して対抗することができた 非常に堅固なお城であった、 。 ということが

これから判ると思います。この堀切は現在では埋まってしまって「なんだ。こんなものか」と思

われるかもしれませんが、昔は４，５ｍのものすごい急なものだった、とこういうふうに思って

いただかないといけないと思います。
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今度は左の上の、絵が下手で申し訳ないで

すけど、堀切のあったところの構造をちょっ

館と見て下さい 今そこに描いてあるのは。 、「

というところがあるんですね。真ん中の跡」

館跡から左の方にいく堀切の昔の姿を復元、

見てきたような嘘でございますが、描くと大

体こんなような姿だったろうと思います。

館跡の周りに多分柵が廻っていて、その入

口に木戸、城門が建っていてその向こうの方

にある丸いプリン山みたいなところが堀切の

向こう側、左の図でいきますと左の方の曲輪

の一つです。そこにＶ字形の４ｍくらいの深

さの堀切が通っています。その堀切には左右には といいまして山裾の方ま、「竪堀（たてぼり 」）

でずっと斜めに降りていくんですね。竪堀というものにつながっています。竪堀も堀切と同じよ

うにＶ字形をしています。要するに薬研です。だから４，５ｍの堀がビューッと上に上がって、

最後に尾根まで行って繋がっているとこう思ってくださって結構ですね。

で、堀切の真ん中に というのが通ってまして、土橋によって堀切が繋がっ「土橋（どばし 」）

ている。こういう構造になっています。現在ではちょっとわかりにくいですが、一生懸命観察し

てみるとそうなっている。多分、発掘調査をしてみるともうちょっとはっきりわかると思います

が、こういうふうに出ます。

、 、そうすると敵が実際どうなるかというと 堀切のところにはまったら身動きができませんから

弓矢で狙い撃ちです。で、敵がもし館跡の向こう側、図で行くと左側の曲輪を占領して館跡に攻

め込もうとした場合、そうすると堀切は渡れませんから土橋の上を通っていくんです。ところが

この土橋、上がたった３０ｃｍくらいしかなかったと思います。ですから３０ｃｍぐらいの幅の

土橋です。土橋といってもこれは通路ですね。田んぼのあぜ道に入ったと思って下さい。

３０ｃｍしか幅がないものですから、敵が渡ろうとすると一人ずつしか渡れませんね。一人ず

。 。 、つ一列になって渡っていきます 蟻の行列みたいなものですね 蟻の行列みたいに渡っていると

当然館跡の方で守っている兵士はですね、もう弓矢で狙い撃ちです。一人ずつ射殺せば全部やっ

つけることができます。だから敵はこれ以上土橋を渡ってくることができない。なかなか賢い方

法になっています。

もっと賢いのはですね、この左の絵の図に と書いてありますね。これは館側ですね。「木戸」

、 。木戸の横に柵が通っておりまして 柵の所に括弧して と書いてありますがわかりますか「 」左袖

図面の通りに見ますと、図画ちっちゃくてわかりにくいかもしれませんが、館の方から見ますと

ちょうど土橋が通っているところの城内から見て左側の方が、この土橋に向かって非常に長く面

しています。右側が短くて左側が長いんです。左右が対象に出来ていない。だから左側の袖、つ

まり城内からいうと左側が長くなっている。

どうしてそうなっているかと言いますとですね、これは一生懸命考えられていますけれども、

武田氏がこの銀山城に籠もっていた頃は、鉄砲の時代ではなく弓矢の時代だったのです。弓矢は
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最近、オリンピックのアーチェリーを見ますとまっすぐに撃っていますが、日本の弓矢はこうま

っすぐには撃てません。左にきています。左にきますと城内から左側から弓を構えると、皆様方

が寄せ手とすると、左から弓を構えると左半分をかばいますから弓しか見えない。右から構える

と大変ですよ。敵に対して右の無防備な側を全部向けてしまいます。だから、城兵が、城を守っ

ている兵士がお城を守ろうとするときには敵兵に対して左側から弓をいかけないと恐ろしくて守

城内から見た左っていられない。右からいかけると自分の身が狙われちゃいますから。だから、

側の方に土橋を攻撃するための 攻撃用の部分が長く延びている 左袖 ひ、 「 （んです こういうのを。

といいます。銀山城の土橋もちゃんと左側の方を長くとっておりまして、見事な配だりそで 」）

置になっています。なかなか考えた形ですね。

それから土橋の次は、右の上の図を見てい

ただきたいんでありますが、これは館跡にあ

ります の想像図でございます。具体仕切り門

的どこかといいますと、下の図でいきますと

真ん中あたりに館跡と書いてあります。そこ

に館跡の右の方に上下に仕切り門と書いてあ

ります。

このうちの下の側の仕切り門でございます

けれども、ちょうどそこに岩が飛び出してい

まして、岩に１２ｃｍ、４寸角の角穴が掘ってあります。どうもそれは柱を建てる穴です。出っ

張った所に柱を建てた穴がありますんで、復元しますと多分、そこに塀の端っこの柱が埋まって

いただろうと思うんです。そこに塀の柱があるということは横っちょに門があったことになりま

館跡という平地の中に、仕切りの塀をすので、だいたいこんなふうに考えられます。そうすると

ということがわかります。入れましてそこに門をつけた

これをご覧になっていますと 「なんだ、こんな所に門があったのか」と思われるかもしれま、

せんけれども、これは広島県内でも、非常に重要なことでありまして、広島県地方というのは非

常に平和な所でございましてですね、実は吉田の郡山城もそれから鏡山城も、全部城門の跡とい

うのはさっぱり判らないんです。どこに門があったのかもわかりません。どんなふうになってい

たのかもわからない。

広島県の北の方の元の大朝町、現在の北広島町に国の史跡の吉川の小倉山城というお城があり

ますけれども、小倉山城を丸ごと全部発掘調査しましたけれども、遂に城門のあとはかろうじて

１カ所除いて全然出てこない。一番てっぺんの本丸の所にも城門は全然出てきません。

要するに広島県のお城というのは城門の跡が全然わからない非常にお粗末な城門しかなかった

とこだと思われるんですが、この銀山城の城門は非常に立派でありまして、どうもちゃんと塀が

取り付いていた。おそらく発掘調査すると、この仕切門の柱を入れた大きな掘っ立て柱の穴が出

てくるであろうと思われますけれども、そういった である、そう城門が非常にはっきりとした城

いったところに なということが、これからもわかります。広島県内の城とはちょっと格が違う
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それから今度左の方を見ていただきます

「千畳敷（せんじょうと、左の真ん中の段、

の想像図でございます。千畳敷といじき 」）

うのは、館跡から南へ延びる尾根がありまし

て、その尾根上に４段下に下ったところに非

常に広い曲輪があります。銀山城の中では非

常に広い曲輪の一つでありますけれども、そ

の中の想像図です。

おそらく千畳敷と名前がついた所を見ます

と、ここがおそらく だろう武田氏が万が一籠城した時に一時的に逃れて住んだ館があったところ

と思います。上の方に館跡と書いたところ、伝説があるところがありますけれども、あのてっぺ

んに館なんかを造りますとですね、風が強くて住みにくいと思いますので、おそらくこの千畳敷

あたりに館があったであろうと思います。

本当は発掘調査しないとわからないですけどね。想像で描いておきましたんですが、まあ大体

そのような、 の建物と台所を描いてみましたが、こんなようなものがそこに柿葺（こけらぶき）

建ってただろうと。これは武田という守護のお城でありますから、そこにこんな建物があったと

想像したんでありますが、ほかのお城では実はこんな立派な建物はないんです。ほかの城跡をほ

りますと大体、６畳とか１０畳くらいのちっちゃな大きさの掘っ立て小屋しか出てこないです。

丸太柱にそのまま穴を掘ってつくった本当の掘っ立て小屋です。そんなのがいっぱい出てくるだ

けで、こんな御殿みたいのは出てこないんですが、まあここは守護の城でありますから、こんな

のもあったであろうとちょっと想像してみました。

それから左の下のところが というと御門跡

ころでありまして、ばかでかい石がどんとそ

びえていますが、そこに城門があったと伝え

られていますけれども、岩の上に門を建てる

ことはできませんので、多分岩の向こうにこ

ういうふうに門があったであろうと、こんな

ように想像した状況であります。

そういったように銀山城の中を大体見てみ

ますと、こんなようなことがわかる。要する

にちょっと見ただけでも、この銀山城というのは昔の姿を想像することができる。広島県内の山

城の中で非常に珍しい例であるということがわかります。あとついでに申し上げてみますと、銀

全然石垣山城の中にはですね、石垣があるというふうに解説には書いてありますが、実はどうも

みたいでありまして、石垣とされているのは自然の岩盤が割れて石垣みたいに見えるはなかった

だけの話しみたいであります。だから石垣がなかった時代でありますので、まあそれは当たり前

かもしれませんが、そういうものである。

銀山城の特徴 山頂をまとめますと、ほかの中世の山城と比べますと非常に雄大です。なにしろ

部が５００ｍに渡って削平（さくへい）されまして、曲輪がずらーっと５００ｍに及んで並んで

それから今日の２枚目の下の方を見てみますと、左の方の上高間、下高間という尾根筋います。
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の曲輪があります。それから谷をはさんだ反対側の尾根筋に千畳敷から御門跡、馬返しと繋がっ

ている曲輪が並んでいますけれど、この ん２つの尾根上の曲輪が間の谷をはさんで相対している

です。例えば、御門跡あたりから上高間の方を見ますと、谷の向こうに、はるか向こうにドカン

と大岩がそびえていまして、この眺めは広島県内の山城の中では最大の見せ場である。こんな雄

大な城は広島県内にはない。おそらく銀山城を攻めようとして攻め込んできた敵兵は、どっちの

曲輪から攻め込んだとしますと、反対にそびえる曲輪郡を見てですね、肝をつぶして「こんな城

はとても攻められない」とこう思ったことだろうと思います。

そういった、敵兵もおそらく震え上がったような を持っている。もちろんそ全国屈指の大景観

んなものは、東広島の鏡山城にもありませんし、吉田の郡山城にもない。そんなものすごい大景

観であるということが言えます。

そして今日のまとめになりますけれども、実はこの銀山城というのは大変良い場所にあるんで

すね。銀山城のてっぺんにこの前初めてのぼりましたんですけれども、驚くべきことに遙か彼方

。 。 。 。まで見えてしまいます 宮島が見えます 江田島が見えます 江田島の向こうの呉まで見えます

東広島も見えます。今の広島市街、広島城のあるデルタ地帯、あれなんてのは全部見えちゃいま

す。要するに銀山城のてっぺんに登りますと現在の広島市の全域が見えます。

だから銀山城というのは普通の城じゃあないんです。普通の山城、全国で４万も５万もある山

城からみえる景色というのは周りの村々がやっと見えるぐらいです。でも、銀山城は高さが４０

０ｍもありますから、これは一つの国がほとんど全部見えちゃう。だから、これこそがまさに守

護がいた城、要するに武田という安芸の国の守護職がいた城であって、まさに国を治めるべき城

政令都市広島という元はこのだ。だから普通の山城とは格が違う。今日のテーマにありますが、

なんです。銀山城に登ると広島の全市域が見え、そんなに雄大なものであるということが銀山城

言えるわけであります。

そういったわけでありまして、この 。まさにこ銀山城というのは天下一の眺めを持つ城である

の安芸の国の守護の城であるわけでありまして、そういった雄大な城がこの安佐南区、この地域

にあるということは、皆様方大変に誇りに思わなきゃあいけない。まさに広島県の西半分、安芸

の国の全域を支配してきた城であるというふうに思うべきであります。

そういった中世の山城、４万も５万もある中で稀に見る大規模な山城でありますし、非常に価

実はまだ詳しくこのお城がどうなっているかわからな値のある城であるわけなんでありますが、

んです。ほとんど未調査であります。山の上の発掘もほとんど行っておりません。今後調査がい

進みましたら、おそらくこの銀山城の中の色々な設備が見えてきまして、これが全部明らかにな

毛利の吉田郡山城も東広島にあります鏡山城も足元に及ばないような、安芸のりますと、これは

。国一の大城郭であり なおかつ天下の名城であった、 ということがいえるんじゃないかと思います

なおかつこの銀山城につきましては、先ほどのプロモーションビデオでもありましたように、

地元の方々が大変熱心に保存整備に力を入れてくださっております。そういった地元の方々の熱

心な取り組みがありますからこそ、これから先銀山城、どんどん、どんどんわからないところが

発見されていく。新しい姿がわかっていく。そうなりますと銀山城の価値というのは全国的に重

要なものであるということがわかるんじゃないかと思います。
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そういったことで今後の銀山城の大発展、それから地元の日本全国に対して銀山城を守ってい

る住民であるということで日本全国に誇りを持っていただけるようになる、そのようなことを期

待いたしまして今日の私の話を終えさせていただきたいと思います。どうも静聴ありがとうござ

いました。

（講演記録 武田山・火山保勝会 畑野 康）

三浦正幸先生のプロフィール

1954年年生まれ。1977年東京大学工学部建築学科卒業。同大学大学院を経て、広島大

学工学部助手、助教授。1999年広島大学文学部教授に就任し2001年から現職。

日本の古建築（神社・寺院・城等）に関する文化財学が専門。天守の復元的研究、出

雲大社や厳島神社などの国宝建造物の研究などを行う。広島市の文化財審議会委員、原

爆ドーム等の保存整備委員など多数兼任。
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2005.9.19 武田山シンポジウム 於安佐南区民文化センター

パネルディスカッション

「武田山を地域の宝としてどう生かすか」

出演者 コーディネーター

広島経済大学経済学部助教授 細井謙一氏

パネリスト

基調講演講師 三浦正幸氏

郷土史研究家 村岡幸雄氏

里山保全活動家 中重和郎氏

地元事情の精通者 村越幸三氏

教育者（祇園北高等学校長）金岡俊信氏

～三浦教授の発言のみ抜粋～

【パネリストの自己紹介を兼ねて一言】

三浦：銀山城は今、広島県指定史跡です。城の跡というのは史跡という名前で文化財に指定する

んでありますが、この 。ところがですね、広島城、福山城、三銀山城は広島県指定の史跡

原城、高山城、国の史跡です。中世の城を見ますと毛利の郡山城、吉川氏の北広島町にあ

ります日山城、小倉山城、これも全部国の史跡になります。それから隣の山口県から攻め

込んできた大内氏の出城でありました東広島にある鏡山城、これも国の史跡です。それか

、 、 。ら三原には小早川氏という大領主がいたんですが そこの高山城 新高山城は国史跡です

要するに、銀山城よりはるかにレベルの低いお城は全部国史跡で、それよりもはるかに

立派な、私さっき申し上げましたが、日本でも冠たる城であると思うんですが、それがま

だまだ県の史跡。これは 。もっと高く見ていたいくらなんでも銀山城を安く見すぎている

だきたい。そういった所を皆様方にお話ししていきたいと思います。

【 講演で銀山城は大変立派な城だと話されていたが、それほど立派な城がなぜ滅ん「

だのか、衰退したのか 」という質問に答えて】。

三浦：天下の名城が落城したことについて、今から私は見てきたような嘘を言います 「講釈師。

見てきたような嘘をいい」とよく言いますが、多分こういうことだと思います。

、 。武田の銀山城は天下の名城と先ほども申しましたように 大変にうまく出来ております

山の部分が５つの曲輪郡にわかれておりまして、１ヶ所が落ちても、あとでずっと抵抗が

できる城であります。したがいまして、毛利ごときが攻めたって、そんなの落城するはず

、 、 、 （ ）がないんですが 一つ欠点がありまして どういう欠点かというと 先ほど 村岡さんが

「安の者ががんばらなかったから落城した」とおっしゃってますけれども、あのー、多分
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そうだと思います。

村岡さんが今睨まれたようなんですけど、実はですね、当時の合戦のしかたにありまし

て、武田の山を守る、銀山城を守るためには膨大な軍勢が必要なんです。これは先ほどい

いましたように広島市域が全部が見えるものすごい城です。そんじゃそこらの城とは違う

んです。ものすごく広大な城で５００ｍもこの上に続いています。５００ｍの山頂に曲輪

が続いているということはですね、一体何人の城兵で守らなくちゃいけないかというと、

どう考えたって１００人や２００人じゃ無理です。数百人の軍勢でないととても守れませ

ん。

ところが、武田氏というのは安芸の国の守護職をかねて非常に隆盛を誇った時は銀山城

みたいなこれくらいの城を造ったわけですから、ものすごい大軍勢を擁していたわけです

が、当時の武将というのは負け始めると惨めなもんでして、ちょっとでも合戦に負けると

。「 。すぐに家臣に見限られちゃうんです こんな男を主君にしておくと一緒に殺されちゃう

もうちょっと羽振りのよくなった毛利につこうじゃないか」こういう話しになります。

だから、 、従っ武田の末期は家臣達がなだれをうって毛利に次から次へと寝返った時代

て最期に毛利に攻められた時には、銀山城を守る武田の守備兵というのは本来数百人いな

くちゃいけないところが、多分数十人以下にまで減ったと思うんです。数十人以下でこん

なバカでかい城を守るとどうなるかわかりますでしょ？どこも守れません。従って守るど

ころか、毛利に攻められた瞬間にその場で決まっちゃうんです。要するに戦いもせずにそ

のまま落城ということになるんです。

だからこれは安の衆が悪いんじゃなくて、当時武田氏自体の勢力が衰えて、家臣にみん

な見限られていっただろう、そういう状況があります。

それから、そんな立派な城であるのになぜ江戸時代はかえりみられなかったか、これは

毛利輝元が広島城を造ったせいでありまして、広島城を造りまして、毛利の全領土の中の

龍心的な城は、広島城唯一になってきます。全ての家臣が広島城の城下に全部集められて

しまいますので、ほかの城は実はあってはいけない城なんです。もしありましたら、家臣

達が、例えば銀山城の城番に任せた家臣が「ワシは城主だ」と言い出しましたら、毛利に

とって非常にたちが悪い。こういった城は逆に言えばじゃまな城、要らない城になってし

まいます。

もちろん、江戸時代にあっては江戸幕府の方も大名が複数の城を持つのを大変嫌いまし

て、広島の中では三原城と広島城、これは安芸の国の広島城に備後の国の三原城ですが、

その２つの城だけ認めまして、あとは全部相続を認めなかった。そういう幕府の規制もあ

りまして、結局銀山城はそのまま廃城で、その後草木に埋もれてしまう、そういうことに

なりました。

銀山城は安普請の城だった、もしくは毛利が非常に強かった、安の衆が従ってですね、

でして、これが武田が滅びた運命、定働かんかった、それで落城したわけではありません

めだとこういうふうに理解していただければよろしんじゃないかと思います。
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【各パネラーのまとめとして一言】

三浦：一言じゃあ無理です、三言くらい言い

ます。

さっき言いましたけれども、銀山城

は県の史跡です。でも、なぜ毛利の城

や、吉川の城、小早川の城、大内の侵

略軍みたいな城。なぜあれが、国の史

跡で銀山城だけが県の史跡なのか。こ

国の史跡になるべれはおかしいです。

であります。き

３つ条件 史跡が持っている国の史跡にするには実は がありまして、一つがですね、その

であります。これはさっき申し上げましたように広島県で最大の城です。非絶対的な価値

常に立派な縄張りを持っています。安芸の国の守護の城です。これは絶大な価値がありま

す。

次に必要なのは 、これは十分にやっていらっしゃっています。あ地元住民の熱意と活動

ちこちひどい道だったのをですね、あちこちで道普請をしていただきました。あの高い山

で道普請をするのは大変な労力だと思いますけれども、こまめに道を直し、一雨降るとす

ぐ道が崩れますけど、道を直し道を直し、草を刈り大変な努力をなさっています。それか

ら、講演でももうしあげましたけれども、銀山城というのは大変立派な城であって、これ

は安芸の国の守護の城、広島の安芸の国を全部おさえてきたんですね。そのおさえの城で

あったということがわかるような価値は、ひとつ山頂から眺望なんです。どこまでが見え

るか。今までは全然見えなかったはずなんですが、一生懸命いらない木を切っていただき

ましたんで、よく見えるようになりました。そうした地元の方々の活動、非常に頑張って

いらっしゃいますんで、これからもっともっと続けていただきたいと思うんです。そうい

った活動も非常にがんばっていらっしゃる。

あと地元の方々の活動を受けて、 。これは県及び市地元の教育委員会がいかに頑張るか

の教育委員会の職員のひたすら個人的熱心さにかかることになりますけれども、その教育

委員会の担当職員の熱心さ、これだけ揃えば国の史跡になります。

もう一息であります。頑張っていただきたいと思うんでありますが、道普請なんかをや

ってらっしゃることはわかるんですが、あえて注文を申し上げたいんですが、銀山城の登

、 、 。 、り道 登り１時間 下りは４０分くらいかかります 何ぶんにも下から上まで高さの差は

標高差４００ｍ、これは日本の山城の中で最大級のものの一つなんです。ものすごく高い

んです。こんな高い城は日本中探しても滅多にない。

ところがその道たるや、これはとんでもない悪路です。道普請が大分進んでますから、

まだ良くなったんですけれども、それでもひどいもんでありまして、日本中で修験道の道

場があることをご存じですか。例えば鳥取県に三徳山三佛寺というのがありますね。山形

県に行くと羽黒山というのもあります。大分県には英彦山（ひこさん）というのもありま

す。修験者の山伏が崖をよじ登り、細い谷を渡り、そういった修行の場としている修験道
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の道の方がよっぽどまだ楽です。そんな悪路を登らないと実は銀山城は登れません。

だからこれから益々整備が必要でありますし、それから私が迂闊に山城に登れないと言

ったのは、実は広島市内に１００、お城がありますがその辺の城はめちゃくちゃ登っても

せいぜい蚊に刺されたり、ヘビに咬まれたり、ちょっと痛いかもしれませんけど、銀山城

級になりますと下手すると遭難します。それから１時間くらいで簡単に行って帰れるんだ

と思った人が登りますと、とんでもありません。最近は道標をいっぱい作ってくださいま

、 、 、したんですが 肝心要の自分はいったいどこにおるのか 大きな城の中でどこにいるのか

、 。てっぺんまでいくのに何分かかるのか そういったことの しています案内がまだまだ不足

だから初めての人が登りますと、ものすごく不安がっています。こんな道でいいのか、

最後に行きますと修験道の行者が通る道よりもっとひどい道がありますので、もうほとん

ど遭難状態に近い状態になってしまいます。で、そういったようなことで案内板が足らな

さすぎる。

それから、せっかく立派なところへ登ったのにもかかわらず、ものすごく立派な見せ場

があるんです、城門の跡があります、それから櫓のあとがあります。でも、その案内板が

朽ち果てておりましてよくわからない。しかも、内容がよく間違っている。だからそうい

せっかく苦労して登った労働力 運動量に見合って あったものをしっかり整備しないと、 、 「

あ、こんな素晴らしいものがあった」と感激を登山者に与えないといけない。それがまだ

わけなんです。まだ不足した状態になっている

そういったところを、今後銀山城の整備について地元の方々の益々の努力発展を期待い

たしますし、そういったことによりこの銀山城というのが安芸の国を支配してきた城であ

るということがよくわかってもらえなくちゃいけない。そして安芸の国を支配した人とい

うのは、この山本のところ、それから祇園、安、そういった地元の方々が住んでいらっし

ゃっる地域、それからもう少し広くいえば安佐南区、もっと広ければ広島市、もっと広け

れば安芸の国であり広島県でありますけれども、そういった所に住んでいる住民の皆さん

この地元に住んでいらっしゃる人は銀山城を立派に整方の誇りになるかもしれない。特に

備して国の史跡にすることによって、我らは再びこの銀山城で安芸の国を平定してしまお

と。うと、統一してしまおうと、それぐらいの意気込みと誇りを持っていただきたい

そういうようなことで、ちょっと言っただけでほったらかしにするかもしれませんけれ

ども、地元の方特に頑張っていただきたいと思います。

（記録 武田山・火山保勝会 畑野 康）

武田山・火山保勝会
た け た や ま ひ や ま ほ し ょ う か い

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://taketayama-hoshoukai.cocolog-nifty.com/blog/
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