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要旨：マチュ・ピチュ遺跡は，ウルバンバ川の穿入蛇行谷がつくる景観に触発されたインカ人が

建設した宗教都市である．崩壊跡地の緩斜面を開墾してアンデネスとよばれる段々畑が作られ，

二重山稜の尾根上に多くの石造建造物が建造されている．神殿や大神官の館，インカの宮殿とい

った重要な石造建造物は西南西側の高い尾根に建設されている．しかし，線状凹地内の平らな土

地には建物はない．石造建造物の石材は，中粒白雲母含有黒雲母花崗岩の岩盤から採掘したもの

ではなく，地震動によって破壊され，尾根上に転がっている一定のサイズの直方体の石を使って

いる．石材の形状と大きさを規制しているのは，おそらくウルバンバ川の下刻によって生じた応

力開放で形成された板状節理である．インカの人々は，巨石を運び出したり，小割にしたりする

技術を持たず，多くの巨石群が採石場に放置された．居住地区内に転がっている巨石は，神が降

臨する場所を意味する磐座に相当するワカとして神殿と一体化させている．建物の石積み壁は，

布積みにして積み重ねた直方体の石材でできているのが一般的で，ほとんど整形されていない自

然石を並べた野面積み，部分的に整形した自然石を並べた打ち込み接ぎ，周りの石と完全に結合

するように厳密に整形し形を整えた切石を使った切り込み接ぎの石積み様式で築かれている．イ

ンカの石工は，切り込み接ぎの石材の合端を密着させることに重点を置いている．そのために，

凹凸のある石材は相欠きつぎで周囲の石材と繋ぎ，すべての石材の稜の面取りを行って，石積み

壁の表面の凹凸を目立たなくしている． 
キーワード：マチュ・ピチュ遺跡，二重山稜，地震動，石造建造物，ワカ，磐座，石工技術（布

積み，乱積み，野面積み，打ち込み接ぎ，切り込み接ぎ，相欠きつぎ，面取り） 
 
Abstract: Machu Picchu ruins are a holy city constructed by the Incas who were probably inspired by 
landscape formed by incised meandering valley of Rio Urubamba River. Gentle slope of collapse ruin is 
created terrace field called by Andenece, and many stone buildings are built on the top of double ridges, and 
the important houses such as temples, home of the high priest and Inca palace are built on the higher ridge of 
west-southwest side. However house does not exist on the flat field area of the linear depression. Stones of 
the stone buildings do not use blocks of rock quarried from rock mass of medium-grained muscobite-
bearing biotite granite, but use rectangular shaped stones with a definite size broken by earthquake motion 
and scattered on the ridges. The shape and size of the building stones are probably controlled by platy joints 
which were formed by stress release yielded by bottom erosion of Rio Urubamba River. Lots of megalithic 
blocks remained in the quarry area, according as the Incas did not have masonry technique to carry them out, 
and to cut and divide them into small building stones. The megalithic blocks scattered in the settlement are 



横山俊治 

52 

integrated with temples and enshrined as Huaca being comparable to Iwakura that means dwelling place of a 
god. The stone walls of houses generally consist of rectangular shaped stones stacked by range work, and 
constructed by the method of Nozura Zumi laid with mostly unprocessed natural stones, Uchikomihagi laid 
with partly processed natural stones and Kirikomihagi used cut stones which are minutely processed and 
shaped to fit perfectly together with surrounding stones. Inca’s stone masons place importance on closely 
fitting contact planes of stones of Kirikomihagi with each other, and then they combine an irregular shaped 
stone with the surrounding stones by helving joints and make inconspicuous the irregularity of the surface of 
stone walls by carrying out beveling of edges of all stones.  
Keywords: Machu Picchu ruins, double ridges, earthquake motion, stone building, Huaca, Iwakura, masonry 
technique(range work, random masonry, Nozura Zumi, Uchikomihagi, Kirikomihagi, helving joint, beveling 
edge) 
 

1. はじめに 

 

マチュ・ピチュ（Machu Picchu）遺跡はインカ

帝国時代に建設された山岳都市である．1532 年，

スペイン人によって征服され，インカ帝国の首都

クスコ（Cusco）の石造建造物はことごとく破壊

された．しかし，マチュ・ピチュ遺跡はクスコか

ら直線距離で 82km（ウルバンバ川に沿って

114km）離れており，かつウルバンバ川（Rio 

Urubamba）の河床からの比高が約 400m になる

標高 2400～2450m の尾根鞍部に立地していたた

め，破壊されることは無く，やがて人々の記憶か

ら姿を消していった．そして 1911 年，アメリカ

人探検家ハイラム・ビンガム（Hiram Bingham）

によって発見されることとなる．発見当時ハイラ

ム・ビンガムは，インカが最後の抵抗をした砦，

ビルカバンバを発見したと思っていたが，彼の死

後，砦は別の場所で発見された．マチュ・ピチュ

の名前は，遺跡の南に聳えるマチュ・ピチュ山

（ケチュア語で老いた峰という意味）に由来する．

1983 年，マチュ・ピチュ遺跡はクスコ遺跡と共

にペルーで最初の世界遺産に登録された． 

本論文では，下記 2 点の課題について文化地

質学的観点から考察する． 

当時，マチュ・ピチュ遺跡には数百人ものひ

とが暮らしていた説があるが，人口は未だに確定

していない．正確な人数はともかくとして，総数

約 200 戸の建物の存在から推察すると，かなりの

人数が生活していたと考えられる．ひとつ目の課

題として，高山の尾根という限られた空間の中で，

インカの人々が都市建設の適地と考えた土地は，

地質・地形にどのような特徴があり，彼らはその

特徴をどのように活かすことで，開発を可能にし

たのかを考察する． 

ふたつ目の課題は，石造建造物の石工技術に

関する考察である．マチュ・ピチュの建物は周囲

を石積みの壁で囲んだ石造建造物である．今回の

見学で，石材の加工の程度から見て，少なくとも

3 タイプの石積み様式があることが分かった．そ

のひとつに，手の込んだ加工を施した石材で築い

た石積みがあり，同様の石積みはクスコ遺跡の石

造建造物にも認められる．しかし，インカは文字

記録をもたないために，石材をどこからどのよう

にして切り出し，石材をどのように加工して，都

市建設を進めていったかという基本的な事柄につ

いては不明である．そこで，石材の供給源になっ

たと考えられる岩盤の岩質や断裂系，居住地区に

広く分布している巨石と石材との関係，石材の運

搬を左右する地形条件，石造構造物に使われてい

る石積みの様式，石積み様式と建物の種類との関
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係を検討することで，この課題を考察する．その

上で，都市建設にはどのような目的があったのか

についても考えてみた． 

 

2.  リマからマチュ・ピチュへのアクセス 

 

2015 年 6 月，妻とわたしはツアー旅行者とし

てリマからクスコを経由して 2 泊 3 日でマチュ・

ピチュ遺跡を訪問した． 

朝，標高 150m のリマ（ペルーの首都）をラタ

ム航空の飛行機で出発し，所要時間約１時間 20

分で標高 3400m のクスコに到着．数時間である

が，クスコ遺跡の石造構造物を見学することがで

きた．昼食後，クスコからはバスで 2 時間かけて

オリャンタイタンボ駅に向った．そこからマチ

ュ・ピチュ村に通じる道路はなく，ペルー鉄道で

ウルバンバ川に沿って下って行った．私たちは車

両の天井部分まで窓が広がった展望列車ビスタド

ームに乗り，マチュ・ピチュ駅まで 1 時間半の鉄

道の旅を楽しんだ．その日はマチュ・ピチュ村で

宿泊． 

翌日（2 日目），丸一日マチュ・ピチュ遺跡を

見学した．朝，専用バスでつづら折りのビンガム

道路（Bingham Trail）を登り，マチュ・ピチュ遺

跡の入口に到着．午前中約 2 時間半，曇り時々小

雨の中を現地ガイドの案内で遺跡を散策した．一

度遺跡の入口まで戻り，ホテル・サンクチュアリ

ーロッジで昼食．午後の自由行動では晴れ間も広

がり，遺跡内を歩き回り，遺跡からインティプン

クまでインカ道を往復した．夕方，マチュ・ピチ

ュ村に戻り，同じホテルに連泊した． 

翌日（3 日目），同じルートを戻ってリマへの

帰路についた． 

 

3.  マチュ・ピチュ遺跡地区周辺の地形概要 

マチュ・ピチュ遺跡地区は，南南東から北北

西方向に連なる二つの山，南のマチュ・ピチュ山

（標高 3082m）と北のワイナ・ピチュ（Wayna 

Picchu）山（標高 2660m）との間にある，標高

2400～2450m の尾根の鞍部に位置する（図 1）．

ワイナ・ピチュにはケチュア語で若い峰という意

味がある．遺跡地区の麓には，ウルバンバ川が深

い穿入蛇行谷を形成して流れている．マチュ・ピ

チュ村から流れてきたウルバンバ川は，遺跡地区

の対岸のプトゥクシ（Putukusi）山の麓に沿って

右に回り，ワイナ・ピチュ山の北端を左に回って，

遺跡地区の西側の麓に達している． 

遺跡入り口まで専用バスが登ってくるつづら

折りのビンガム道路が施工されている斜面は，ウ

ルバンバ川の蛇行弧の外側斜面に当たる攻撃斜面

であるが，斜面の勾配は平均 30 度と緩やかで

（図 2），斜面の麓には平坦な土地が広がり，ウ

ルバンバ川の河道は蛇行弧の内側のプトゥクシ山

図1 マチュ・ピチュ遺跡周辺の地形（藤澤・垣見

（2002）に加筆） 
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の麓に追いやられている（図 1）．この斜面は，

元々は攻撃斜面なので，急峻であったはずである

が，斜面の麓がウルバンバ川によって侵食されて

不安定になり，斜面崩壊を起こした結果，緩傾斜

の斜面勾配になったものと考えられる．バスの車

窓からの観察であるが，ビンガム道路沿いに露頭

は見当たらない．これは崩積土が斜面に堆積して

いるためであろう．藤澤・垣見（2002）の記載で

も，ビンガム道路の斜面には表層堆積物に覆われ

た自然斜面が残されていて，幅数 m から 10m に

わたり，崩積土の崩壊が観られるとされている．

また，1980 年のホテル・サンクチュアリーロッ

ジの増築の際にも，崩積土を巻き込む大規模な崩

壊が発生している．ワイナ・ピチュ山から撮影さ

れた写真を見ると，遺跡地区の東側斜面の全体が

崩壊地であることが分かる．おそらく，そこには，

斜面崩壊の繰り返しによって生じた崩積土からな

る表層堆積物と，崩壊を免れた岩盤が緩斜面に分

布していると思われる．今回の旅行では，斜面上

方からふたつ目のビンガム道路の南側ヘアピンカ

ーブで，新たな岩盤崩壊の発生を観察した． 

 

4. マチュ・ピチュ遺跡地区の地形的立地条件と

土地利用 

 

4.1 利用目的に合わせた土地の使い分け 

マチュ・ピチュ遺跡地区は，利用目的に合わ

せて土地を使い分けている（藤澤・垣見，2002；

藤田，2014）．南部のアンデネスと呼ばれる段々

畑が発達する農業地区（段々畑地区とも呼ばれ

る）と，多くの住居が分布する北部の居住地区

（市民地区，街地区とも呼ばれる）である．農業

地区では，アンデネスの石垣のほか管理用の建物

が見られる．居住地区には，ビンガムほかの研究

者によって命名された太陽の神殿・主神殿・三つ

の窓の神殿・コンドルの神殿といった神殿

（Templo）や，インティワタナ（Intihautana），大

神官の館，貴族の住居であるインカ宮殿といった

建物のほか多くの住居が建設されている（図 3）． 

 

4.2 農業地区の地形と土地利用 

農業地区は，上記のビンガム道路地区の斜面

と連続する崩壊跡地の北端の緩傾斜斜面を開墾し

ている．農業地区には上から下まで約 40 段の

段々畑（アンデネス）が作られている．アンデネ

スの石垣は開墾で出てきた岩塊で築かれており

（写真 1），石垣の一部には巨石が組み込まれて

いる．農業地区が岩塊を含む崩積土が分布する崩

壊跡地であったことが，アンデネスの造成を容易

にしている． 

居住地区の東向き斜面の下流部（ウルバンバ

川河床から 200m ほど上方の緩傾斜斜面）にも，

アンデネスが分布している（写真 2）．後述する

ように，マチュ・ピチュ建設の目的の一つに，備

蓄補給機能をもった，地方行政のセンターの役割

図2 マチュ・ピチュ遺跡周辺の地形断面（藤澤・垣

見，2002） 断面の位置は図１参照． 
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という学説がある（藤田，2014）．しかし，ここ

のアンデネスは，マチュ・ピチュの食糧事情の議

論で話題になっていない．ビンガム道路地区でも，

開墾可能な土地がありそうだが，開墾跡はない． 

 

4.3 居住地区の地形と土地利用 

農業地区と居住地区との間には斜面勾配のギ

ャップがあり，居住地区の直下の斜面勾配は平均

約 40 度と急峻である（図 2）． 

居住地区には，北北西－南南東方向に延びる

ふたつの尾根と，それら両尾根に挟まれて線状に

延びる凹地が発達している．尾根上には，凹地か

らの比高 10～30m のピーク群が配列している．

藤澤・垣見（2002）は，この地形を侵食微地形と

考え，二重山稜様の地形と表現している． 

二重山稜様とされた地形と類似した地形は四

国山地の尾根上にも多数分布している（布施・横

山，2004）．しかし，四国山地では，この種の地

形を侵食微地形とは考えていない．そこで，はじ

めに四国山地の事例を紹介し，両者の地形的特徴

の比較から，マチュ・ピチュの二重山稜様の地形

の成因を論じる．  

紹介する事例は，高知県と徳島県の県境に位

置する三嶺（さんれい）山頂より東の尾根上に分

布する二重山稜である．国土地理院 1/25000 地形

図では，東西に延びる尾根の東端で，北側に尾根

の一部を残し，南半分が欠けて平坦になっている

ところがある（図 4）．南半部の平坦地には池の

記号があり，凹地の存在を示している．池の西方

の斜面上に位置する 2 本の等高線の形は，東西に

延びる谷状微地形の存在を示している．地形図の

読図から，池から谷状微地形まで凹地が延びてい

図3 マチュ・ピチュ遺跡の建造物と巨石の分布（建造

物等の分布は藤田（2014）の図６を用い，巨石の分布と

建造物等の名称を加筆した） 

1：聖なる岩，2：大広場，3：インティワタナ，4：主神

殿，5：三つの窓の宮殿，6：大神官の館，7：コンドル

の神殿の区域，8：インカの宮殿，9：太陽の神殿と綾

墓，10：採石場，11：儀式の岩，12：農業地区管理の建

物群．確認した巨石は赤色で着色． 

図4 高知県・徳島県県境の三嶺(さんれい)に発達する

二重山稜・線状凹地（国土地理院電子国土使用） 
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ると推察できる． 

写真 3 は同じ場所を南南東上空から撮影した

斜め空中写真である．空中写真には，国土地理院

1/25000 地形図に表現されている北側の尾根に加

えて，南側にも尾根が写っており，両尾根の間に，

規模の大きな凹地が東西に延びているのが分かる．

池は規模の大きな凹地の中に生じた小凹地のひと

つで，そのほかにもいくつかの小凹地が見られる．

標高の高い北側の尾根と標高の低い南側の尾根が

二重山稜を構成し，二つの尾根に挟まれて線状に

延びる凹地が線状凹地である．線状凹地および小

凹地はその両端が閉じているのが特徴である．こ

のような地形的特徴をもつ凹地は侵食で形成され

ることはない．尾根の一部が陥没することによっ

て形成されたものである．  

改めてマチュ・ピチュの二重山稜様の地形を

見てみよう．建物の建設で元の地形が分かりにく

くなっているが，二重山稜様の地形が位置する尾

根はワイナ・ピチュ山に向かって傾斜している

（図 2）．ふたつの山稜に挟まれた平坦地の横幅

は大広場（図 3）のところがもっとも広く，大広

場を過ぎると，北北西方向に向かって幅が狭くな

り（写真 4），その狭くなったところに，北側と

南側を石垣に挟まれた小凹地がある（写真 5）．

この小凹地は小規模な陥没地の可能性がある．さ

らにその先のウチュイワイナ・ピチュ山（図 1）

の手前で平坦地も完全に閉じている（写真 4，5）．

一方，大広場の南南東方向でも，西南西側の尾根

が東北東に張り出してきて，平坦地は幅が狭くな

り，さらにその先では，小尾根に連なって消滅し

ている（写真 4），このように，平坦地はふたつ

の尾根に挟まれて線状に延び，かつその両端が閉

じた凹地である．このような凹地は通常の侵食で

は形成されない．平坦地内部の小凹地も同様であ

る．  

凹地を挟んで西南西側の尾根にはインティワ

タナと呼ばれている岩峰があり（写真 4），これ

が比高 30m のピークに当たると思われる．全体

としても東北東側の尾根と比較して，西南西側の

尾根の方が高いように見える（写真 6）．このよ

うな二重山稜を形成する両尾根の非対称性は，三

嶺の事例をはじめとして，四国山地の多くの二重

（多重）山稜で認められる． 

以上の地形的特徴から判断して，マチュ・ピ

チュの二重山稜様の地形は，侵食微地形ではなく，

ノンテクトニックな変動地形として形成された二

重山稜と線状凹地であると考えられる． 

居住地区の土地利用を見ると，二重山稜をな

すふたつの尾根の頂部に住居が集中している．と

ころが，線状凹地内部の平坦な土地（大広場）は

住居の建設に利用されていない．農作物や武器の

備蓄なら平坦地を活用して規模の大きな倉庫を建

てるのが賢明であるが，規模の大きな建造物の痕

跡はない．一般住宅を建設するにも平坦な土地は

利用価値が高いが，住居跡も無い． 

 

5. マチュ・ピチュ遺跡地区の地質 

 

5.1 岩石・岩盤 

藤澤・垣見（2002）によれば，遺跡地区には，

露頭・転石などの自然石，石材を問わず，ほぼ一

様に中粒完晶質等粒状組織をもつ白雲母含有黒雲

母花崗岩が分布しているとされている．実際に現

地で観察すると，白っぽい外観をもち，白雲母は

肉眼で確認できなかったが，黒雲母が点在する中

粒花崗岩が自然石，石材を問わず広く分布してい

る（写真 7）．これが白雲母含有黒雲母花崗岩に

相当する岩相と思われる．ただし，ごく一部の石

材には，ザクロ石を含む中粒黒雲母花崗岩，粗粒

眼球状花崗岩（写真 8），細粒閃緑岩，中粗粒モ
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ンゾニ岩，褶曲した変成岩（写真 8）が用いられ

ている．  

ごく一部に風化の進んだ花崗岩があったが，

強風化花崗岩であるマサの露頭はなく，自然石，

石材のいずれも岩盤等級で言うと，CM 級の弱風

化花崗岩ないしCH級の新鮮な花崗岩である． 

 

5.2 断裂系 

藤澤・垣見（2002）は破砕帯を伴う断層の存

在を確認している．筆者は，自然石，石材を問わ

ず破砕帯を伴う断層を確認していないが，転石や

石材に条線とステップの発達した断層面を見つけ

ている．断層面は平滑・平らである．石材の場合，

破断面が現れていない場合がほとんどなので，断

層と節理の識別は難しい． 

マチュ・ピチュ山の西側斜面（インカ道沿い

の遺跡，プエンテ・インカ（Puente Inca）が位置

する斜面）や，ワイナ・ピチュ山の東側斜面，プ

トゥクシ山の西側・南側・東側の斜面，ウルバン

バ川を挟んでプトゥクシ山東側の対岸斜面，マチ

ュ・ピチュ遺跡の西南西側斜面などは，比高 100

ｍを越える絶壁が発達している．この絶壁に沿っ

て，壁にほぼ平行な高角の板状節理群が発達して

いる（写真 9）．遠望なので，板状節理群の正確

な方向は分からないが，蛇行したウルバンバ川の

谷壁に規制されて変化し，2 方向の絶壁が交差し

ているところでは板状節理群も 2 方向のものが重

なっているように見える．このような産状から，

板状節理群は，ウルバンバ川の下刻による応力開

放で谷壁に生じたシーティングであると結論した．

遺跡地区からプトゥクシ山の南側絶壁を望むと，

低角節理が峰を横切って走っているのが見える

（写真 9，10）．同様に，ウルバンバ川を挟んで，

プトゥクシ山の南に位置する尾根にも緩傾斜した

節理が複数確認できる．さらに，マチュ・ピチュ

村近傍のウルバンバ川沿いの岩壁でも，低角節理

が観察される．これらの低角節理もシーティング

であろう．低角節理の節理間隔が非常に広いこと

から，隆起侵食による上載荷重の徐荷よりもウル

バンバ川の下刻による側方の徐荷が大きかったも

のと推察される． 

遺跡地区では，節理の走向・傾斜が測定され

ている（藤澤・垣見（2002）の図 3）．測定総数

36 のうち， 39％は傾斜約 60°以上の高角節理

である．高角節理は板状節理の可能性がある． 

ミリメートルオーダー間隔の低角度のクラッ

ク群であるラミネーションシーティングは花崗岩

を特徴づける断裂系のひとつであるが，一般に，

ラミネーションシーティングは構成粒子が大きく

石英を多く含む粗粒の花崗岩～花崗閃緑岩に発達

する．そして，鉱物組成は同じであっても，粒度

の小さい細粒花崗岩やアプライトには発達しない

（藤田，2003；Fujita,2009）．当地の白雲母含有

黒雲母花崗岩が中粒岩であることから，ラミネー

ションシーティングが発達している可能性がある．

しかし，露頭では見つけることができなかった．

ただ唯一，ラミネーションシーティングの破断面

（群）が石材の一面に残っているのを見つけた

（写真 11）． 

 

5.3 巨石の形状・分布 

マチュ・ピチュ遺跡地区には，長径が 3～5m

を超える巨石が多数分布している． 

図 3 に赤色で着色して図示した巨石は，筆者

や観光客が撮影した写真の判読から，巨石である

ことが確認できたものである．マチュ・ピチュ遺

跡の居住地区では，多くの巨石は二重山稜をなす

両尾根上に分布している．特に，主神殿の南南西

には，採石場と考えられているなだらかな丘があ

り，丘の上には多数の巨石が分布している（写真
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12）．インティワタナでは岩峰の上に巨石が載っ

ている．建物が密集しているところでは，巨石の

数が減少するが，主神殿を除く神殿では加工され

た巨石が建物と一体化している．たとえば，太陽

の神殿（写真 13）の内部は巨石の頂部が占めて

おり，同じ巨石の下の部分が綾墓（写真 14）に

なっている．コンドルの神殿（写真 15）では，

ふたつの立った巨石をコンドルの羽に見立て，地

面の巨石を加工して頭部を造っている．このほか，

インティワタナ（写真 16）や儀式の岩，聖なる

岩も一部が加工された巨石である．さらに居住地

区直下の東北東側の斜面で階段状に設置されてい

る石垣や，農業地区のアンデネスの石垣にも，巨

石が組み込まれている． 

ところが，線状凹地では，巨石は縁に沿って

分布するが，内部には分布していない．これは不

自然である．凹地内部に転がっていた巨石は人力

で凹地の縁に移動させられた可能性が高い． 

巨石の多くは，平滑で平らな破断面によって

囲まれ，角張っている．節理起源の破断面は確認

できたが，断層起源のものは見つけることができ

なかった．白雲母含有黒雲母花崗岩にはごく稀に

しかラミネーションシーティングが発達していな

いので，予想されたことであるが，ラミネーショ

ンシーティングと密接に関係して形成される，丸

みを帯びた稜をもつコアストーン（未風化核岩）

の巨石はない．もうひとつ，径が数 10cm 程度の

岩塊がほとんど見られないが特徴で，それは石材

の供給源を考える上で注目すべき点である． 

 

5.4 地震災害 

豪雨が引き金になったと思われる土砂災害は，

すでに述べたビンガム道路の斜面崩壊のほか, 

アンデネスの複数箇所で石垣を巻き込んだ表層崩

壊が発生している（藤澤・垣見，2002）． 

クスコでは 1650 年，1707 年，1950 年，1986

年など多くの被害地震が発生している（藤澤・垣

見，2002）．マチュ・ピチュ周辺での地震の記録

はないが，地震が引き金になった可能性の高い石

造構造物の変状や岩盤の崩落が観察される． 

たとえば，主神殿や大神官の館の石積み壁の

ずり変位は地震動の水平加速度が原因である可能

性が高い．ふたつの事例では，線状凹地に直交す

る石積み壁において，壁の両端に近いところの石

材が外側にずり動いて石材の合端（あいば，接触

面）が開いている（写真 17，18）．両側にずり動

く類似の現象は 1995 年兵庫県南部地震による煉

瓦敷きのずり変位でも観察され，煉瓦の隙間は瓦

敷きの両端ほど大きく開口した（横山・菊山，

2015）．藤田（2014）はこの変状を地震による盛

土の崩壊（沈下）が原因であるとしているが，そ

れを検証することはできなかった．石材のずり変

位は太陽の神殿でも認められる（写真 13）． 

板状節理に規制された絶壁で発生している剥

離崩壊（写真 9，10）も地震が引き金になった可

能性が高い．岩壁表面の節理に沿う剥離は 2000

年鳥取県西部地震で観察したものと酷似している

（横山ほか，2002）．低角節理に沿って，そのす

ぐ下盤の岩盤が剥離している現象（写真 11）は

地震動で低角節理に沿って上盤の岩盤がせり出た

ためと思われる．不連続面に沿う上盤のせり出し

は 2004 年新潟県中越地震や 2007 年能登半島地

震でも観察されている（永田・野崎，2015）． 

 

6.  マチュ・ピチュ遺跡の石造建造物の特徴 

 

6.1 石積みの様式 

マチュ・ピチュ遺跡の石造建造物の石積み壁

は，石材の加工の程度に基づく分類に当てはめる

と，野面積み（のづらつみ），打ち込み接ぎ（う
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ちこみはぎ），切り込み接ぎ（きりこみはぎ）の

すべてが認められる． 

野面積みは，自然石をそのまま積み上げたも

ので，石の大きさや形状がバラバラであるために，

石同士の隙間が空いていることが多いとされてい

る．実際，アンデネスの石垣（写真 19）や線状

凹地内の整地の際に築かれた石垣の大部分は大き

さや形がバラバラの石を乱積みした野面積みであ

る．居住地区でも，石垣に乱積みした野面積みが

見られる（写真 20）が，建物の壁に用いられて

いる野面積みでは，サイズ・形がかなり揃った直

方体の石材を横に並べた布積みと呼ばれる積み方

が多い（写真 20）．さらに布積みした野面積みに

もふたつの積み方があり，ひとつは石同士の隙間

が空いたままの空積み（写真 21）で，いまひと

つは粘土を接着剤として隙間を埋めた練積み（写

真 22）である．練積みは住居の壁に用いられる

ことが多い． 

布積みにされている石を注意深く見ていくと，

全く加工されていない石で築いた野面積み（写真

20，21）と，石材表面の稜を丸く加工した面取り

されている石が用いられているが，石同士の合端

に隙間のある打ち込み接ぎに相当する石積みがあ

る（写真 22）．打ち込み接ぎの一部でも練積みが

見られる（写真 20）． 

さらに，布積みした石同士の合端がほぼ完全

に密着するように加工された切り込み接ぎがある

（写真 23）．切り込み接ぎでは，石材表側の面取

りのほか，上下の石材の合端を段違いにかみ合わ

せた相欠きつぎ（写真 24，25）がしばしば認め

られるのが特徴である． 

 

6.2 石積み様式と建物の種類 

どのタイプの石積み様式がどのような建物に

使われているかはマチュ・ピチュ建設の目的を考

える上でも重要な手がかりを与えてくれる．主神

殿や，太陽の神殿・綾墓，三つの窓の神殿のよう

な居住を目的としない建物の全体あるいは下半部

に手の込んだ切り込み接ぎを採用している．大神

官の館やインカの宮殿の石積み壁も手の込んだ切

り込み接ぎである． 

建物の分布を見ると，神殿や身分の高い人物

の建物は西北西側の尾根に集中し，そこでは無名

の建物であっても，形の良い石材を用いた丁寧な

野面積みや切り込み接ぎで築いている．一方，東

南東側の尾根では，市民地区，住居地区（藤澤・

垣見，2002）と呼ばれている一般住居が分布し，

布積みした野面積みで建設されているが，積み方

が粗雑である．また，コンドルの神殿や臼石の間

には打ち込み接ぎや野面積みが用いられている

（写真 15）が，積み方が粗雑に見える．  

イチュと呼ばれる稲科の植物で覆いた屋根を

取り付けていたと推察される建物には，石積み壁

に屋根を結びつける円柱状の石材が差し込まれて

いる（写真 22）．主神殿では，屋根を取り付ける

ための円柱状の突起が直方体の石材の一部分を加

工して作られている（写真25）． 

マチュ・ピチュ遺跡の石造建造物の特徴は，

野面積みであっても，打ち込み接ぎであっても，

切り込み接ぎであっても，同じようなサイズの直

方体の石材を用いた布積みで築かれている建物が

多いことである．このことは，切り込み接ぎにお

いて，合端の加工に手間を掛ける必要がなかった

ことを示唆している． 

 

7. 考察  

 

7.1 尾根上の巨石群の成因はなにか 

 急峻な尾根の頂部では，地形効果によって地震

動が増幅する．地震動の水平加速度によって，
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2004 年福岡県西方沖地震では，水平加速度方向

に直交して延びる尾根上に，尾根と平行な裂け目

（ノンテクトニック断層）が形成され，それに伴

って陥没も生じた（加藤・横山，2010）．また，

1995 年兵庫県南部地震や 2001 年鳥取県西部地震

では，尾根上あるいは尾根付近で，花崗岩からな

る岩盤が破壊され，巨石が横跳び・転倒し，さら

には崩落した（横山・菊山, 1997；横山ほか，

2002）． 

二重（あるいは多重）山稜の尾根上に巨石が

分布している例は，四国山地においても観察され

る（横山・本間，2017）．特にチャート岩盤では，

層理や節理，断層に規制された巨石が多数転がっ

ている．チャートの巨石が尾根上に転がっている

こと自体，特異な現象であるが，地震動による破

壊を考えると，二重山稜の形成と共に，その尾根

上での巨石群の形成が説明できる．四国山地の線

状凹地の成因については状況証拠しかないが，約

100 年ごとに繰り返し発生してきた南海地震が有

力である（横山，2013）．急峻な四国山地の尾根

は地震動が地形効果で増幅しやすいので，地震時

には大きな揺れで，岩相境界面や節理，断層に沿

って尾根が裂けて頂部が陥没する．そして地震の

度に成長した陥没凹地が線状凹地である（横山，

2015）．その過程で尾根の岩盤に生じた割れ目も

広がり，岩塊化したのが巨石である（横山・本間，

2017）． 

マチュ・ピチュの白雲母含有黒雲母花崗岩は，

コアストーンを形成するタイプの花崗岩ではない

ので，コアストーンを取り巻くラミネーションシ

ーティングの発達したマサを侵食で失って，巨石

を作るということはない．尾根上の巨石は岩盤の

破壊によってしか形成されない．マチュ・ピチュ

遺跡も急峻な尾根上に位置していて，地形効果に

よって地震動が増幅する特徴をもっている．建物

やウルバンバ川沿いの岩壁には地震被害の跡が認

められる．地震動による水平加速度によって，マ

チュ・ピチュでも，二重山稜・線状凹地が形成さ

れると共に，二重山稜の尾根の岩盤が破壊されて

巨石群が形成されたと考えられる． 

 

7.2 どのように石材を採石したか 

鉄をもたなかったインカの人々は，石の道具

を使って人力で，石材を切り出し，運び出し，さ

らにそれを加工して，石積みを築いたのは間違い

ない．青銅器をもっていたが，石工に使ったとい

う証拠はない．石の道具についても，道具に用い

た石の種類（岩石の種類）や，道具の種類・形

態・大きさについて情報を得ることはできなかっ

た．道具の使い方や運搬の方法，石の築き方につ

いても記録がない．マチュ・ピチュの重要な石造

建造物に用いられている切り込み接ぎは，クスコ

の精巧な石積み技術を用いていると藤田（2014）

が述べているように，クスコ遺跡の切り込み接ぎ

と共通した特徴がある． 

研究者によって採石場と認定されたところに

は，直接岩盤を採掘した跡はなく，多量の巨石が

残されている．巨石を利用するにはそれを運搬す

るか，現地で小割にしなければならない． 

ところで，ひとは，どれくらいの重さの石材

なら人力で運搬できるであろうか．加賀藩前田家

では，ひとりの牽引力を 40kg として，修羅（し

ゅら，木の橇）を用いた石曳きに必要な人数を割

り出している（谷岡ほか，2010）．石材の密度を

2.6t/m3 とすると，一辺 1.6m 角の石材の重量は

10.6t となり，運搬に必要な人数は 266 人になる．

一辺 2m 角の石材では，重量が 20.8t となり，運

搬に必要な人数は 520 人になる．インカの人々が

修羅を持っていたとしても，石曳きによる運搬で

はこれくらい重量の石材が限界であろう． 
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マチュ・ピチュ遺跡の採石場の場合は平地で

はないので石曳きは難しい．マチュ・ピチュで運

搬できる石の大きさは，地形条件と労働力から考

えて，クスコの場合よりも小さくなる．このよう

な観点で見ると，採石場の巨石群は利用されるこ

となく，放置されたものであり，採石場の土地も

また，住居の建設にも利用できず，放置された土

地である． 

運搬できる石材の大きさに限界がある以上，

大きな転石はその場で運べる大きさに割らなけれ

ばならない．マチュ・ピチュ遺跡では，割れ目に

沿って矢穴の跡が残る巨石がある．クスコのサク

サイワマン城塞遺跡では，いくつかの石材の表面

に，矢穴の跡と思われる人工的なへこみが残って

いる．しかし，矢穴の跡は，一辺 1m 位の石材の

ひとつの稜に 1箇所か 3箇所しかない(写真 26)． 

徳川大坂城改築に用いられている整形した切

石の採掘では，割れ目のない種石（コアストー

ン）に多くの矢穴を一列に穿って，断ち割ってい

る．しかも，徳川大坂城の石工は石目を読み，鉄

製のハンマーやたがね，矢を使っている（藤田・

横山，2010）．それに対して，石を道具にしてい

るインカの石工は，矢穴を穿つだけで多くの労力

と時間を要し，しかも石を断ち割る力が弱いため

に，割れ目のない新鮮な石を割ることはできなか

ったであろう．   

実際に建物の石積み壁に用いられている石材

は長辺が数 10cm の直方体である．このような石

材を，転がっている巨石を石の道具で小割にして，

多量に生産したとは考えられない．石造建造物に

用いられた石材は，現在建物などが建っていると

ころおよびその近傍から採取された転石であると

考えるのが自然である．マチュ・ピチュ遺跡では，

野面積み，打ち込み接ぎ，切り込み接ぎの違いが

あっても，サイズや形状に大きな差異の無い直方

体の石材が用いられている．このことは自然石の

状態でサイズや形状に差が無かったことを示して

いる．そしてそれを規定したのは板状節理の可能

性が大きい．現在，石材として使われているサイ

ズの転石がほとんど見られないのはすべて使われ

てしまったからである．その際，運搬することが

できなかった巨石はワカ（Huaca）（磐座（いわ

くら）に類似した位置づけと思われる）として神

殿の中心に据えた．  

 

7.3 計画的に進められたマチュ・ピチュ建設 

マチュ・ピチュ建設では，使える石材はほと

んどすべて使っているようなので，工事に入る前

に建設に使える石材を分類し，その量を見積もっ

ていたと思われる．建設工事を進めるには，石工

や農民の住居と食料が必要であるので，彼らの住

居建設とアンデネスの開墾を後回しにすることは

できなかったはずである．彼らの住居建設に場当

たり的な石材利用を行っていたら，神殿や大神官

の館，インカの家の建設に必要な良質の石材が枯

渇する恐れがあった．実際に重要建物であっても，

上部に向かって，切り込みはぎから打ち込み接ぎ，

さらに野面積みへと移り変わっているのは，石材

の量に限界がきたことを示している．おそらく，

はじめに石材の質によって，①神殿などの重要な

建物の数と，その建設に必要な切り込み接ぎ，打

ち込み接ぎに使える良質の石材，②その他住居等

の石積み壁において布積みした野面積みに使える

石材，③通路や階段，石垣などの乱積みなら使え

る石材といった仕分けを行い，工事に掛かったと

思われる．すべてが人力なので，手戻りは大きな

犠牲を伴うはずである．石の移動やルート，建設

順序に関しても，それを計画し，指揮する人物が

いたと思われる． 

住居数に応じた住民に必要な食料獲得に合わ



横山俊治 
 

62 

せて，アンデネスの開墾の範囲が決められた．住

民の数は，住居建設に利用できる石材の量に規定

された．住居を建設しようと思えば，土地が無い

わけではないが，都市がこれ以上広がらなかった

のは石材の量が大きな足かせになったのではない

だろうか． 

 

7.4 インカの石工のこだわり 

切り込み接ぎに用いられている石工技術は，

マチュ・ピチュ遺跡と，クスコのサクサイワマン

城塞遺跡やロレト（Loreto）通り（インカ時代の

名称はインティ・ギジュ（太陽へ向かう道））と

で非常によく似ている． 

それは，剃刀の刃が通らないほどと表現され

る精度で，石同士の合端を密着させていること，

石材の表側の稜はすべて面取りしていること，上

下の石材の合端を段違いにかみ合わせた相欠きつ

ぎが認められることである（写真 24，25，26）． 

インカの石積みは布積みを基本しているので，

石材のサイズ・形が揃っている場合は，石同士の

合端を密着させ，かつ石積みの面を揃えるのは比

較的容易であったであろう（写真 23，24）．しか

し，石の道具を使って，すべての石材を同じ大き

さの直方体あるいは立方体に揃えることは容易で

はない．そこで考案されたのが相欠きつぎである．

ロレト通りで有名な 12角の石は 12 面の合端をも

つ石材で，この石を石積みに組み込んだために多

くの相欠きつぎが必要になったのである．このよ

うな状況で，石積みの面を揃えるのは難しい．イ

ンカの石工は，石同士の合端を密着させることに

のみ重点を置き，石積みの面揃えを諦めている．

その上で，隣の石材より飛び出ている石材の稜の

面取りを深くして，石積みの凸凹を目立ちにくく

した． 

石材の表面を平らにするために，一種のノミ

切り仕上げが行われている石材がある（写真 7，

27）．合端の面の仕上げにノミ切り仕上げが行わ

れているかどうかは不明である．その一方で，表

面に小さな突起が一箇所残されている石材がしば

しばある（写真 17，26）．その用途は不明である． 

  
7.5 マチュ・ピチュ建設の目的 

藤田（2014）は，マチュ・ピチュ建設の目

的・機能に関するこれまでの代表的な学説，①地

方センター説，②神事外交施設説，③王の保養地

説について議論している．詳細は藤田論文に譲る

として，①説については，マチュ・ピチュの農業

生産の規模では数百人規模の人間を養うのは不可

能という研究成果を踏まえ，自ら大規模な備蓄補

給機能を持っていないので，地方行政のセンター

としての条件が揃わないとした．②説は，北方の

領土拡大のための軍事目的あるいは神事・儀礼を

おこなう目的で建設されたという説である．しか

し，大規模な神事・饗宴をおこなうにも，自ら大

規模な備蓄補給機能を持っていないことがネック

であるとしている．また，武器がほとんど発見さ

れていないという事実も否定的な証拠にされた．

王の季節的保養娯楽地とするのが③説である．王

の季節的な保養地とすることで食料や物資調達の

問題を回避することができるとしている．この説

について，藤田（2014）は賛成とも反対とも表明

していない．物的証拠がない事柄について議論は

できない． 

まず，①と②の学説において，線状凹地内部

の平坦な土地（大広場）を利用していないのは解

せない．農作物や武器の備蓄であれば平坦地を活

用し規模の大きな倉庫を建てるのが賢明だが，そ

のつもりはなかったということである．住居を建

設するにも利用価値が高い平坦な土地を使ってい

ない．人為的な活用をせずにこの土地を活かした
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いという強い思いが感じられる．③の学説である

王の季節的保養娯楽地が目的であったとすると，

王の館が無いのは解せない． 

緻密な都市計画に基づいて，マチュ・ピチュ

建設を進めたとすると，日常生活の役に立たない

神殿建設に時間と労力をかけている事実にマチ

ュ・ピチュ建設の目的を読み取ることができる．

神殿の内部に居住の妨げとなる巨石を据え，その

巨石も時間をかけて加工しているのは，巨石を神

が降りてくる磐座として信仰の対象にしたからで

あろう．そうであるなら，王の館が無くて，大神

官の館が建設されているのも理解できる． 

ただ，宗教都市建設が目的であったとしても，

マチュ・ピチュを選んだ理由は明白ではない．磐

座は建設過程で浮かび上がってきたもので，マチ

ュ・ピチュを選んだ理由にはならない． 

今日，マチュ・ピチュを訪れる観光客は，国

籍はもちろんのこと，人種や宗教も多様である．

そんな彼らがマチュ・ピチュの絶景に感嘆の声を

上げる．インカ時代にマチュ・ピチュの風景を初

めに目にしたのはインカ道を走った飛脚（チャス

タ）であったかもしれない．おそらく，彼らもマ

チュ・ピチュの絶景に感激し，そのことをクスコ

に伝えたはずである．インカの人々は，ウルバン

バ川の穿入蛇行谷が作る景観をマチュ・ピチュ遺

跡から眺めたとき，太陽が昇る東側に位置してい

ることから，太陽神信仰の聖地と考えたのかもし

れない．インカの人々にとって，マチュ・ピチュ

の絶景は，切り立った尾根の山頂に宗教都市を建

設する動機として十分魅力があった． 
 

8. まとめ 

マチュ・ピチュ遺跡の地形的立地条件と土地利

用，石造建造物の石工技術について，文化地質学

的観点から考察した．その結果はつぎのように要

約できる． 

① マチュ・ピチュ遺跡は，ウルバンバ川の穿入

蛇行がつくる景観に触発されたインカ人が建

設した宗教都市である． 

② 崩壊跡地を開墾してアンデネスとよばれる

段々畑を作り，二重山稜の地形を利用して多

くの石造建造物を建設している． 

③ 主要な神殿や大神官の館，インカの宮殿（貴

族の館）といった重要な石造建造物は西南西

側の高い尾根に建設され，一般人の住宅は東

北東側の低い尾根に建設された．しかし，線

状凹地内の平らな土地には建物は建造されな

かった． 

④ 石造建造物の石材は，岩盤から採掘したもの

ではなく，建設予定地に転がっていた，地震

動で形成されたサイズの揃った直方体の石が

用いられた．石材の形状を規制しているのは，

ウルバンバ川の下刻によって生じた応力開放

で形成された板状節理である． 

⑤ 採石場に放置された巨石群も地震動によって

形成されたものであるが，インカの技術では

運び出すことも，小割にすることもできず，

その場に放置された． 

⑥ 居住地区内の巨石はワカ（磐座）として神殿

と一体化させている． 

⑦ 石積み壁は，直方体の石材を用いた布積みが

一般的で，野面積み，打ち込み接ぎ，切り込

み接ぎの石積み様式で築かれている．乱積み

は少ない．野面積みと打ち込み接ぎでは粘土

を用いた練積みも認められる． 

⑧ インカの石工技術で注目されるものは切り込

み接ぎである．石同士の合端を密着させてい

ること，石材の表側の稜はすべて面取りして

いること，上下の石材の合端を段違いにかみ

合わせた相欠きつぎがしばしば見られること
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が特徴である．インカの石工は，石同士の合

端を密着させることにのみ重点を置き，石積

みの面揃えを諦めている．その上で，隣の石

材より飛び出ている石材の稜の面取りを深く

して，石積みの面の凸凹を目立ちにくくして

いる． 
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写真1 農業地区のアンデネスの石垣   

石垣は崩壊堆積物中の岩塊を用いた乱積みの野面積み

である． 

写真2 居住地区の下方斜面に開墾されたアンデネス

（赤矢印） 

写真3 三嶺の二重山稜・線状凹地を南南東から撮影

した斜め空中写真（坂本 彰氏撮影） 

赤色破線：線状凹地の輪郭，緑色の実線と矢印：線状

凹地内の小凹地 

写真4 南南東方向から見た居住地区の地形 

二重山稜をなす西南西側の尾根と東北東側の尾根に挟ま

れて，線状凹地が存在する．この線状凹地は両端に向か

って次第に幅が狭くなり，閉じている． 

写真5 線状凹地内の小凹地 

写真6 非対称な比高をもつ二重山稜（北北西方向から

撮影） 

西南西側の尾根の方が東北東側の尾根よりも高い．比高

の違いは石垣の段数からもわかる．  
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写真7 藤澤・垣見（2002）の中粒白雲母含有黒雲母花崗

岩に相当する岩相 

三つの窓の神殿直下に築かれた切り込み接ぎの石垣の石

材で，ノミ切り仕上げの跡が残っている． 

写真8 粗粒眼球状花崗岩（cAG）と褶曲した変成岩（fM）

の石材（練積みで補強されている布積みの野面積み） 

赤色の矢印：変成岩の褶曲構造． 

写真9 プトゥクシ山およびその対岸の絶壁に発達する

板状節理と低角節理 

白い部分が剥離崩壊跡．赤線の四角で囲んだ範囲は写真

10の位置． 

写真10 低角節理直下の下盤で発生した板状節理に

沿った剥離崩壊跡 

低角断層の上盤の迫り出しによって，下盤が板状節

理に沿って剥離した． 

写真11 中粒白雲母含有黒雲母花崗岩の石材に発達する

ラミネーションシーティングの破断面群 

写真12 採石場に分布する巨石群 

岩盤を掘削した跡はみられない． 
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写真13 太陽の神殿 

神殿の内部は巨石の頂部で占められている． 石積み

の壁は切り込み接ぎで丁寧に造られているが，石材が

ずれているのはおそらく地震が原因であろう． 

写真14 綾墓 

太陽の神殿の巨石の下の部分が綾墓になっている．太

陽の神殿の石積み壁は巨石の上部を加工して築いてい

る． 

 

写真16 インティワタナ 

ケチュア語で「インティ」は「太陽」，「ワタナ」は「結

ぶ」の意味をもつ磐座．割れ目（C）の発生時期や原因

は不明であるが，造形後なら地震動の可能性がある． 

写真17 主神殿の石積み壁（切り込み接ぎ）の変状 

石積み壁の両端の石材がそれぞれ外側に向かってずり

動いている． 

C：石材の合端に生じた開口割れ目，P：石材表面の突

起物 

写真18 大神官の館の石積み壁（切り込み接ぎ）の 

変状 

白色の矢印：石材の合端に生じた開口割れ目 

石積み壁の両端の石材がそれぞれ外側に向かってずり

動いている． 

写真15 コンドルの神殿 

コンドルの翼に当たる部分の巨石には加工の跡がなく，

巨石と石積み壁の間に滑り止めの石材を噛まして，石積

み壁がずり落ちないようにしている．石積み壁は打ち込

み接ぎか野面積みである． 
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写真19 乱積みの野面積みで築かれたアンデネスの石垣 

写真20 複数の様式で築かれた居住地区の石垣 

居住地区では，乱積みの野面積みは少ない． 

写真21 空積みで築いた布積みの野面積み（農業地区の

建物の石垣） 

写真22 農業地区の見張り小屋の石積み壁 

下半部は打ち込み接ぎであるが，上半部は練積みの

野面積み．壁から突き出ている円柱状の石材に屋根

を括り付けて復元されている． 

写真23 布積みで築かれた切り込み接ぎの石壁 

使用されている石材は厚さが揃っている．合端が密着

し，個々石材の4辺は面取りがされている・石壁の面

は凹凸がなく，平滑である． 

写真24 切り込み接ぎと練積みの野面積みの石壁 

（太陽の神殿の西側） 

右側の壁は練積みの野面積みである．左側の壁および

太陽の神殿は切り込み接ぎで，左側の壁の切り込み接

ぎでは，少なくとも3箇所に相欠きつぎ（赤色の矢

印）が見られる． 
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写真25 石材を加工して造られた屋根を括り付ける

円柱（Cy）（主神殿） 

H：相欠きつぎ 

写真26 サクサイワマン城塞遺跡の石材（ガラス質

流紋岩）に残されている矢穴跡（A）と突起物（P） 

H：相欠きつぎ 

写真27 サクサイワマン城塞遺跡の石材（ガラス質

流紋岩）に残されているノミ切り仕上げ 

 


