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ABSTRACT 

 

This thesis reveals how the mountains were painted in the picture maps of the Takayama castle town. 
Picture maps were to paint castle towns, laying both planar information (e.g. roads, rivers) and painterly 
information (e.g. mountains, temples and shrines) together. By leveraging a CG software, we identified 
painting points of each mountain, and analyzed how they were distributed. Also, we verified the accuracy of 
the arrangement of the mountains painted in the picture maps from primary points through comparing a 
location of a mountain in a topography map and the counterpart in the picture map. Finally we obtained the 
following results: derived potential painting points as a region, where each mountain would be painted; some 
painting points concentrate around the castle and others are distributed around the basin; while the accuracy 
of the painted mountains’ arrangement nearby the castle is high, the counterpart nearby the suburb is low. 

 
 
 

1章 序論                       
1－1 背景と目的  
近代的な地形図の最大の特徴は、等高線という科学的な地形

表現の採用である。これによって、２次元平面上に、地割り

や河川などと同様に地形の起伏を平面的に表記することが可

能となった。しかし、この表記法では、環境の眺めを直接的

には表現しきれない。 
現在ではインターネットサイトを通して、標高データを元に

して地形を立ち上げるなどが容易になったが、わが国では、

一つのキャンバスの上で平面図的情報とあわせて地形を実際

のある地点から眺めたように表現する絵図が存在した。 
そのような地形の起伏を直感的に認識できる絵図のひとつと

して城下町絵図がある。城下町は 16 世紀後半から 17 世紀前
半にかけて戦国大名及び幕藩体制での領国大名によって活発

につくられた。それらの城下町の当時のかたちは城下町絵図

によって現在に伝えられている。特に江戸時代には幕府や各

藩によって多くの城下町絵図が作成された。現在の地形図と

は違い、城や町割り、河川、街路等は平面図的に描かれてい

るのに対し、周辺の山々や寺社などが絵画的に描かれている

ことが多い。 
しかし、平面図的な情報と絵画的な情報とを併置するにあた

り、どのような原則を適用しているのかは不明である。特に、

城下町を取り巻く山々が遠近高低多様な場合は 1 葉の城下町
絵図にそれらの山々をどこまで描写し、どのように収めるか

の工夫が必要である。 
そこで、本研究では四方を山で囲まれた盆地に位置し、遠方

に飛騨山脈や白山を見ることができる高山の城下町絵図を取

り上げ、まず、高山の城下町絵図の基本情報を整理した上で、 
1.絵図に描写された山々について描写地点を抽出し、その分
布の特徴を整理する。 
2.絵図上の山の配置の精度を、地形図と比較をすることで明
らかにする。 

以上の 2 つの手法を通して、平面的な情報に加えて絵画的な
情報として絵図上で地形表現がなされているかを明らかにす

ることを目的とする。 
1－2 研究の位置づけ  
城下町絵図について、絵図自体の年代を考察するもの iや、

個々の城下町の変遷を追う為に利用するii他、城下町絵図の幾

何学補正iiiや景観復元iv、土地利用vなどの研究がある。 
本研究は城下町絵図に描かれた地形に着目する点でこれらの

研究とは違う。 
また、山容の眺望景観を分析した研究は限定された主な視点

場からを対象としたものでは、主要な眺望点からの透視形態

を周囲の視点からのものと比較考察する研究viや、透視形態を

分析し、それが歴史的・文化的に価値づけられた「形象」と

どのような関係にあるかを具体的な山の形姿に迫ってその視

点を考察しているものviiなどがある。視点領域の分布という

広範囲についての研究は、出村らの京都東山一帯を対象とし

て、山辺一帯に設定した視点における山の視覚像を調べ、領

域的な関係性を示しているものviiiがあるが、本研究は城下町

絵図について平面的情報と絵画的情報の併置がどのようにし

ておこなわれたかを明らかにするという基本的関心が違う。 
1－3 研究の構成  
２章で近世以前の風景描写や測量、城下町絵図についての知

見を整理し、３章で複数ある高山の城下町絵図について描写

範囲と山の描写の比較をする。４章で３章の結果から５章以

降で分析する絵図を選定し、その詳細を示す。５章で絵図内

の山の描写がされうる領域を透視形態と山の描写を比較する

ことで見いだし、その分布の特性を確認する。６章で絵図上

の山の配置について、特定の視点場からの方位や向きを確認

することで、その特性を明らかにし、７章で結論を述べる。 
1－4 使用するツール  
地形の透視形態の CG 作成には多機能地図ソフトであるカシ
ミール 3D を使用する。その際の地形データとして、国土地



理院の「基盤地図情報	 数値標高モデル」の 10mメッシュと
50m メッシュを併用する。地形図は基本的に国土地理院「数
値地図 25000」を使用する。	 
2章 近代以前の絵画・地図について        
2－1 絵画にみる風景表現の流れ  
日本の絵画において実景の描写がされはじめるのは中世の本

地垂迹図や曼荼羅図においてである。また、16世紀はじめに
雪舟が実景描写の水墨名勝図を描き残しているが、当時では

稀な例であった。 
江戸時代に入ると紀行や道中記、名所案内などが多く刊行さ

れ、これらの名所などの実景を描いた挿絵において浮世絵師

たちが活躍した。  
その初期である 17 世紀末において活動したのが菱川師宣で
あり、「東海道分間図」（元禄 3 年・1690）で遠近道印が作図
したものに絵画的要素を加味させている。 
2－2 地図の測量と地形の扱い  
近代的な地形表現法であるケバ法や等高線が日本で作られる

ようになったのは明治になってからで、近世以前には地図の

中での地形は絵のように表現している。このような地形表現

は荘園図のころから見ることができる。 
江戸時代になると、和算から発生した一種の交会法と、西洋

測量術とをくみあわせて、地図近代化がなされた。 前述した
「東海道分間図」では、「道線法」と「交会法」の併用が実施

されていたとされているix。「道線法」は街道などを測量する

際に、道筋の要所要所で磁石をもって地点間の方位を見定め、

間縄をもって距離を測るものである。しかしそれだけでは測

量を進めていくうちに誤差が大きくなっていく。そのため、

その補助として、測点の所々で磁石を据えて、1 つのランド
マーク（交会点）への方位を測る方法である交会法を利用し、

「道線法」での歪みを補正していた。縮尺が明記され、道中

のランドマークとなる山々が描写されている。 
この測量法は伊能忠敬の「大日本沿海輿地全図」(文政 2年・
1802)でも利用されているが、地形描写は絵画的になっている。 
2－3 城下町絵図の分類  
城下町絵図は幕府が各藩に作成したものや、各藩で作成され

たものなど多くの種類がある。伝存する藩用図は大半が屋敷

割図であり、当主の名前が詳しく記入してあるのが特徴で、

国替えの際の引き継ぎ文書の一つと考えられている。	 

幕用図では特に正保元年（1644）、幕府が国絵図調進とともに、

諸大名に命じて提出させた「正保城絵図」が重要な意味を持

っており、この絵図において城下絵図の描き方に全国的統一

基準が指示され、この後、幕府に提出する絵図に長く用いら

れたとされているx。絵図作成においては幕府御用の狩野派の

絵師が携わっている。	 

また、藩用図では幕用図に比べて、寺社や橋などが景観図的

に描かれることが多い点が特徴である。	 

3章 高山の城下町絵図の比較                
3－1 高山の城下町絵図	 
高山について描かれた絵図・地図をまとめた資料である『高

山の古地図』xiから平面的な情報と絵画的な情報とを併置して

いる江戸期に描かれた城下町絵図 8葉【表 1】を取り上げる。
作成目的ないし主題は 2－3 を元に推測した。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

3－2 各絵図の記載要素とその範囲  
絵図上に記載された山、寺社などを抽出し、描写範囲を確認

した。城下町西側の中山を含む高山盆地全体を範囲としてい

るものは B.高山町絵図・D.飛騨高山城下之図・E.飛州高山之
図の 3葉となっている【図 1】。特に E.飛州高山之図は一枚の
紙面上だけでなく、遠方の山を別紙で貼り加えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3－3 各絵図の山の描写  
各絵図の山の描写について一例を挙げ、CG の透視形態と比較

すると【図 2】のように分類できる。	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、B.高山町絵図・D.飛騨高山城下之図・E.飛州高山之図
の中山を含む高山盆地全体を描いているものは全体として山

の描写が城下町や街道を中心としてパノラマもしくは展開図

のように描写されている。	 

3－4 絵図の関連性  
D.飛騨高山城下之図・E.飛州高山之図はどちらも高山ではな
く石川（加賀藩）に所蔵してある。 
E.飛州高山之図は加賀藩士が作成したものであるが、D.飛騨
高山城下之図は加賀藩が金森家移封直後に収集したものか、

自ら作成したものかは定かではないが、描写の精度などから

して高山藩が作ったものと考えられる。国替えの際に金森家

が加賀藩に提出したと推測され、船山・位山の盆地より遠方

【表 1】高山の城下町絵図(年代・寸法は『高山の古地図』による）	 

【図 1】絵図の描写範囲	 

【図 2】各絵図の描写と透視形態との比較	 



【表 2】飛州高山之図の山名	 

に見える山を描写している点も類似している。この D.飛騨高
山城下之図を元に、E.飛州高山之図を加賀藩が写実的で山の
描写範囲も白山や飛騨山脈、御嶽山の遠方の山を加えて作成

したものと考えられる。 
4章 飛州高山之図の詳細                        
3－2、3－3 より明らかになった結果より、4 章以の分析で利用
する絵図として、遠方の山まで描写されており、山の描写が

写実的である E.飛州高山之図【図 3】を選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4－1 作成目的と方位と縮尺  
この絵図は加賀藩士森田盛昌（1667~1732）が金森家移封後
に加賀藩が高山に一時在番していた時期に描かれたものであ

るxii。前田綱紀が高山の状況を実際には出向かず把握するた

めのものであったと考えられる。当時の加賀藩は兵学者有沢

永貞（1638~1715）がおり、地図測量が発達していたため、
金森家から提出された絵図を元に、より正確で詳細な情報を

確認するため作り直させたものだと思われる。 
絵図中央の覚書には墨筆で「御城並東ハ錦山、南ハ山王山、

西ハ町端国分寺、北ハ鮎崎山ヲ限三分ヲ以十間之計、其外ハ

三分ヲ以二十問之計」と記されており、縮尺が町内は 1:2000
で周縁が 1:4000と表記されていることから、街道や河川は測
量が実施されたと考えられる。 
また、絵図の縁の部分には東西南北が記されており、それら

は絵図の紙に 18 度傾いて配さ
れている。また、その交点は現

在の高山陣屋の南側となる。 
4－2 絵図内の山名の表記  
飛州高山之図内には、山名が記

載されているが、その表記に違

いがあり、山名のみ・“此邊”

と前置きがあるもの・“此邊”

と前置きがあり“百姓等申候”

と書き加えられているものの 3
通りある【表 2】。“此邊”と前
置きがあるものは村名などか

ら位置を推測できるが、“百姓

等申候”とつくもの、はどの山

をさしているのかが不明であ

る。また、城山と山王山は城や

寺社、歩道などが多く誇張して

描かれているため地形の推測

が難しい。中山・長洞山は現在

までに開発がされている。その

ため、5 章以降の分析対象とし

て山名のみ記載の山と松本山・三枝山・三福地山・片野山と

する。また、三福地山と片野山は判別できる山が 2 つあり、
これらを区別する。 
5章 各山の描写可能領域について                  
5－1分析手法  
絵図の中に描写された山容がどの地点から描写されたかを推

定するため、観測視点を地形図上で設定し、各山に対して描

写された山の形姿の特徴と CG の山の透視形態とが一致する
観測地点群を描写可能領域とする。 
5－1－1 観測視点の設定	 
観測視点は、絵図の地名表記などから平面プランで描かれて

いる範囲を推定し、人が入り込める平地または丘陵地に対し

て、地形図図上に緯度 3秒（≒93m）経度 4 秒（≒100m）ごと

に等間隔グリッド上に観測視点を配置した。 
5－1－2 描写可能領域の推定方法  
①グリッド上の観測地点よりCGの山の透視形態を書き出し、
可視・不可視や隣接し合う山々の位置関係によって、その山

容を分類する。 
②その中で、絵図の描写と等しいものに対し、隣接する山と

の見かけ上の高さ関係や、絵図上で地性線が描写されている

場合は、その地性線の表現が一致するものを描写可能領域と

する。 
5－2 各山の描写可能領域  
5－1－2 の方法に従って推定した各山の描写可能領域の分布を
【図 4】に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、船山と位山、愛染山と飯之山はその 2 座が重なってお
り、描写方向が同じなので、山群として描写可能領域の推定

を行った。 

【図 4】各山の描写可能領域の分布	 

【図 3】飛州高山之図	 



【表 3】本丸と陣屋南からの各山の	 
	 	 	 	 可視・不可視（白字は別紙貼付け）	 

【表 4】本丸と陣屋南を中心とした場合の	 
	 	 	 	 各山の方位角と地形図との誤差	 

	 	 	 	 	 （白字は別紙貼付け）	 

【表 5】本丸から山への放射軸の垂直に	 

	 	 	 	 対するずれ（白字は別紙貼付け）	 

5－3 描写可能領域の分布の特徴  
描写可能領域は盆地内に広く分布しているが、城山周辺に集

中しているものと盆地の周縁部に分散しているものがある。

城山周辺の中でも特に本丸には異なる山（山群）の描写可能

領域が 5 つ重なる。周縁部に分散する描写可能領域では異な
る山（山群）の領域が 2 つ重なるか、1 つの山（山群）の描
写可能領域が他の山の描写可能領域と重ならない。また、東

西南北軸の交点である陣屋南側にはどの山の描写可能領域に

もあたらないため、山の描写地点とはならない。 
以上より、絵図上に山の描写をする際に、本丸が主な山の描

写地点としていた可能性がある。しかし、すべての山に応じ

てはなく、分散しているものもあり、それらは 2 座ないし 1
座の山に対する描写地点があったと考えられる。 
6章 各山の配置について                          
6－1 主要地点からの各山の方位  
5 章で本丸が主な描写地点であった可能性を示唆したが、そ
れが絵図作成上１つの重要な点であったと考えられる。また

東西南北軸の交点も絵図上の主要な地点といえる。 
そこで、本丸と東西南北軸の交点である陣屋南側と各山の方

位を絵図と地形図で比較する。 
6－1－1 各山の可視・不可視  
2 つの地点からの各山
の可視・不可視は【表

3】の通りである。本
丸からは御嶽山以外

の対象の山は可視で

ある。ただし、片野山

（ア）（イ）は描写方

向の裏側から見るこ

ととなる。 
陣屋南側からは 7つの
山が不可視であり、三

福地山（ア）（イ）は頂部が一部見えるのみである。 
6－1－2 2地点での各山の方位  
2 地点でのそれぞ

れで可視である各

山の方位を方位角

（ 北 を 0 ° ＝

360°とし、東が

90°、南が 180°、

西が 270°とす

る。）で示した【表

4】。	 

飛騨山脈の山々

は陣屋南の方が

誤差は少ないが、

その他に関して

は誤差の差は 3°

以内におさまっ

ている。全体とし

て街がある平地

に接する山は比

較的誤差が小さ

いが、その中でも

松倉山は誤差が

他のものにくら

べて大きい。別紙

貼付けで描写し

てあるものや、周縁部に位置するものは誤差が大きくなって

いる。また、本丸には陣屋南より本丸中心の方位角の誤差は

小さくなる。	 

6－2 本丸からの山の向き  
５章で本丸から描かれたと推測される山の描写の向きを見る。

本丸から各山への放射上の軸に対して垂直から差があるかを

【表 5】に示す。	 

別紙貼付けの白山と船山・位山は誤差が大きくなっているが、

紙面に対し水平

としているため

である。 
その他は松倉山

以外比較的放射

軸に対して垂直

である。 
6－3 各山の方位と向きからの考察  
松倉山以外の町のある平野部に接する山の描写に関しては方

位、向きともに地形図との誤差が少ないが、松倉山に関して

はそれらに比べどちらも誤差が大きくなっていた。また、周

縁部の山の方位誤差が大きくなる傾向にあった。 
以上より、周縁部や、比較的近いものの中でも一部で山の形

姿を絵図上に収めるために、実際の位置や向きと違う描かれ

方がされていると考えられる。 
7章 考察             
飛州高山之図は本丸から特徴を捉えうる山と、その山の近く

に行かなければ描写の特徴を捉えられないものがあり、絵図

上の盆地内の街道などのある地点を見たときに、実際に足を

運んだ際に見えうる描写をしているといえる。その描写の位

置や方位の歪みは周縁部になると大きくなっていたが、取得

できる地誌的情報を出来る限りこの絵図に盛り込もうとした

為だと推測される。これらは前田綱紀が高山の状況を実際に

は出向かず把握するためのものであったと推測され、綱紀に

その土地を実際に見ることによって実感される領土感覚を抱

かせる媒体としての役割を測量地図という側面もありながら

持っていたと考えられる。 
8章 結論                       
飛州高山之図を対象とした分析から得られた結果は以下の通

りである。 
1． 各山に対する具体的な描写地点を描写可能領域とし、そ
れをもとめた。 

2． 1の分布の特徴として、本丸に集中するものと周縁部に分
散しているものがあることを明らかにした。 

3． 絵図上での山々の配置は、絵図内に収めるために実際の
位置と違うことがある。 

4． これらの結果から絵図の持つ意味を考察した。 
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