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生態資源
千年の歴史とともに保存すべき

千年の間新羅の首都として栄えた慶州は、どこへ行っても昔の人々の息吹が
宿る美しい文化遺産のある町です。絢爛たる歴史が息づく文化遺産は、今の
世代を越えて未来の世代に引き継がなければならない大切な資産です。

南山拝洞三陵（ナムサン・ベドン・サムヌン、史跡）
慶州南山の西の麓に王陵�基が並んでいて、これらはまとめて三陵と呼ばれ
ています。新羅第�代阿達羅王、第��代神徳王、第��代景明王の墓だと伝え
られます。曲がりくねった松が生い茂る森があり、霧が立ち込める朝の風景は
圧巻です。

仏国寺（プルグクサ、史跡）と石窟庵石窟（ソックラム・ソックル、国宝）
吐含山にある仏国寺と石窟庵石窟は韓国仏教を代表する文化遺産で、����
年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。仏国寺は西暦���年、新羅景
徳王の時に宰相であった金大城（キム・デソン）が建てたもので、多宝塔や三
層石塔など国宝�点を保有しています。また、石窟庵は韓国の代表的な石窟
寺院で、花崗岩で築造した後に土で覆った石窟が残っています。

文化資源
美しい千年古都を抱く慶州国立公園

 南山茸長寺谷三階石塔
（ナムサン・ヨンジャンサゴク・サムチュンソクタプ、宝物）

茸長谷（ヨンジャンゴル）探訪路の頂上付近にある三層石塔は、自然の岩盤を
基壇とし、その上に塔身が建っています。まるで岩山全体が基壇になっているよ
うに見え、南山で最も高い塔といわれています。探訪路の近くにある隠寂谷（ウ
ンジョクゴル）は、金時習（キム・シスプ）が王位を奪われた端宗（タンジョン、朝
鮮第�代王）への信義を守って官職を拒み、隠居したとされる場所です。彼はこ
こで朝鮮最初の漢文小説である『金鰲新話』を書いたと伝えられています。

 南山三陵渓石造如来坐像
（ナムサン・サムヌンゲ・ソクチョヨレジャサン、宝物）

三陵渓谷に鎮座する仏像の頭頂には大
きな肉髻があり、左肩から右わきにかか
る条帛の襞が簡潔に表現されています。
八角の台座にあしらわれた蓮華紋と眼
象（象の目を模した模様）、そして堂々と
した姿勢から、�～�世紀に作られた統一
新羅時代の作品と考えられます。

慶州国立公園は、韓国の昔の人たちの知恵が光る優れた歴史文化
遺産とすばらしい景観が調和をなしています。吐含山地区にある仏
国寺は、仏陀の国を建築で表現した寺院で、新羅の仏教美術の神髄
とも言えます。石窟庵の石窟とともにその価値を認められ、����年
にユネスコ世界文化遺産に登録されました。都市全体が文化遺産で
ある新羅千年の首都慶州は、千年が過ぎた今も私たちのそばで息づ
いています。

慶州国立公園は����年に、智異山（チリサン）に次いで韓国で�番目
の国立公園に指定されました。��の国立公園のうち唯一の史跡型公
園で、世界から評価される文化遺跡で構成されていて、歴史教育の
場として親しまれています。保存状態のいい新羅の文化遺跡と美し
い自然景観が調和をなし、絶滅のおそれのある野生生物をはじめ様
々な動植物が生息する生態系の宝庫でもあります。

美しい千年古都慶州が誇る慶州国立公園は、�つの地区に分かれています。仏教文
化の白眉とされる仏国寺（プルグクサ）石窟庵（ソックラム）の石窟がある吐含山（ト
ハムサン）と仏教遺跡が広がり「青空博物館」と呼ばれる南山（ナムサン）をはじめ、
武烈王陵（ムヨルワンヌン）がある西岳（ソアク）地区、新羅の三国統一に貢献した英
雄・金庾信（キム・ユシン）将軍の墓がある花郎（ファラン）地区、栢栗寺（ペンリュルサ
）が佇む小金剛（ソグムガン）地区、感恩寺址（カムンサジ）が見どころの坮本（テボン）
地区、花郎の修練場であった断石山（タンソクサン）地区、天道教の創始者である水
雲（スウン）崔済愚（チェ・ジェウ）の生家の跡と墓がある亀尾山（クミサン）地区です。

慶州国立公園は
過去と現在、未来が共存する
時間の広場です。

慶州国立公園には
世界文化遺産があります。

 南山七仏庵磨崖仏像群
（ナムサン・チルブルアム・マエブルサングン、国宝）

烽火谷（ポンファゴル）の頂上近くに、南
山の岩壁に刻まれた仏像の中で一番す
ばらしいとされる七仏庵磨崖仏像群が
あります。四角い柱状の岩の各面に蓮の
花に座る仏陀が刻まれた四方仏と、その
後ろの大きな岩肌に彫刻された三尊仏
を合わせて七仏と呼んでいます。

慶州国立公園には�,���種の多様な生物種が生息しています。植物�,���種、哺
乳類��種、鳥類���種、昆虫類�,���種、その他���種です。そのうちカワウソ、オ
ジロワシ、キエリテン、ツシマヤマネコ、ハルザキシオガマ、タイリクモモンガなど
��種は絶滅危惧種に指定されています。

主な野生生物
区分 生物名

植物資源 植物

哺乳類

鳥類

爬虫類

昆虫類

動物資源

高等菌類

ヒメバイカモ、ハルザキシオガマ、ムラサキミミカキグサ、アツモリソウ

チゴハヤブサ、アカハラダカ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、ワシミミズク、サンコウチョウ

クサガメ

ヒメダイコクコガネ

ウスキキヌガサタケ、ニオイコベニタケ、テングタケ

カワウソ、ツシマヤマネコ、キエリテン、タイリクモモンガ

ヒメバイカモ
Ranunculus kazusensis

クサガメ
Mauremys reevesii (Gray)

ヒメダイコクコガネ
Copris tripartitus Waterhouse

カワウソ
Lutra lutra

タイリクモモンガ
Pteromys volans

テングタケ
Amanita pantherina

亀尾山地区

花郎地区

西岳地区

小金剛地区

断石山地区
南山地区

坮本地区

吐含山地区

千年の首都に残された痕跡

慶州国立公園の�つの地区

小金剛（ソグムガン）地区
小金剛山は新羅が国の祭祀を行った５岳の一つで、「北岳（プガク）」と呼
ばれていました。高くはありませんが、慶州市内を一望できます。法興王
の時代、異次頓（イチャドン）が仏教を広めるために殉教した物語が伝わ
る新羅仏教の聖地で、同山の麓に位置する栢栗寺にはその昔、異次頓を
称える石碑がありました。ほかに�面に仏像が丁寧に刻まれた掘仏寺址

（クルブルサジ）石造四面仏像（国宝）や慶州脱海王陵（タルヘワンヌン、
史跡）などもあり、新羅建国期の歴史を垣間見ることができます。

花郎（ファラン）地区
花郎地区の東の鬱蒼とした森の中に、三国統一に貢献した新
羅の名将・金庾信（キム・ユシン）将軍の墓があります。直径
��mの円形墳で、まわりを欄干で囲まれています。その脇に十
二支神像が刻まれた護石の立つ、統一新羅時代の王陵の典型
です。

南山（ナムサン）地区
ユネスコ世界文化遺産に登録された慶州南山には仏像��体、塔��基、寺
址���カ所があり、「青空博物館」と呼ばれています。金鰲峰（クモボン、���m）
と高位峰（コウィボン、���m）に��以上の尾根が連なり、南北��km、東西
�kmの楕円形を成しています。新羅の人たちは仏が南山にとどまって自分
たちを守ってくれると信じ、仏国土（仏が住む世界）と考えて神聖視していま
した。今日では慶州を代表する名山として知られています。

吐含山（トハムサン）地区
標高���mの吐含山は、慶州の東を囲むようにそびえたっています。東海岸
から押し寄せる雲と霧を吐いたり飲み込んだり（含んだり）するという意味
で、この名前がつけられました。新羅の５岳の一つで、国を守ってくれる山と
して神聖視されていました。世界文化遺産に登録された仏国寺（史跡）と
石窟庵石窟（国宝）のほか、日の出スポットとしても有名な観光地です。 

茸長寺谷石造如来坐像 南山鮑石谷第�寺址五層石塔 仏国寺般若蓮池 仏国寺天王門

南山弥勒谷石造如来坐像 獐項里寺址

栢栗寺 掘仏寺址石造四面仏像 慶州金庾信墓 金庾信墓十二支神像

西岳（ソアク）地区
慶州市の西側の西岳地区には標高���mの仙桃山（ソンドサン）があり、
ここには新羅の始祖の生母・仙桃山聖母の伝説が伝わります。三国統一
の土台を築いた新羅の第��代武烈王の陵、武烈王陵（史跡）があるのも
この地区です。山頂部にある慶州西岳洞（ソアクドン）磨崖如来三尊立像

（宝物）をはじめ、第��代真興王、第��代真智王といった有名な歴史上の
人物の息吹を感じることができます。 

坮本（テボン）地区 
三国を統一した文武王の護国精神が宿る場所です。文武王は死後龍
になって国を守ると言っていたため、文武大王陵（史跡）は海中につく
られました。これは“水中陵”と呼ばれています。また、文武王の息子で
ある神文王が父の恩に報いるために建てた感恩寺の跡には感恩寺
址東・西三層石塔（国宝）が残っています。そのほか、神文王が龍を見
たと伝えられる利見台（イギョンデ）は、有名な日の出スポットです。

武烈王陵 西岳洞磨崖如来三尊立像 感恩寺址東・西三層石塔 文武大王陵

亀尾山（クミサン）地区 
慶州市乾川邑（コンチョンウプ）と西面（ソミョン）、見谷面（ヒョンゴクミョン）にま
たがる標高���mの九尾山は、東学（天道教）と密接なかかわりがあります。東学
の創始者である水雲（スウン）崔済愚（チェ・ジェウ）の生家の跡と墓、そして彼の
布教活動の舞台となった龍潭亭（ヨンダムジョン）が亀尾山地区の内外にあるの
です。崔済愚が人乃川思想を極め、龍潭遺詞を執筆した龍潭亭は、彼の精神を追
悼する人 が々多く訪れる場所で、秋の紅葉スポットとしても親しまれています。

断石山（タンソクサン）地区
花郎出身の名将・金庾信（キム・ユシン）将軍が武芸を磨き、大きな岩を
斬ったという逸話が残る断石山は、標高���mで、慶州一帯で最も高い山
です。慶州への入口に位置することから軍事の要衝とされ、新羅の５岳
のうち「中岳（チュンアク）」と呼ばれて崇められていました。山頂部には、
韓国の石窟寺院の原始的な形式を示す断石山神仙寺（シンソンサ）磨崖
仏像群（国宝）があります。

断石山神仙寺磨崖仏像群 弥勒立像 龍潭亭 崔済愚銅像

慶州南山茸長寺谷三層石塔

石窟庵石窟仏国寺三階石塔と仏国寺多宝塔

南山茸長寺址磨崖如来坐像南山茸長寺谷三階石塔

仏国寺の全景

松の群落地三陵

慶州 
国立公園

象徴種 国立公園の生態・地理・文化的特性を反映し、保護される必要性が認めら
れる象徴的な動物・植物を象徴種に選定して、生物多様性の保全への関
心を喚起しています。

アカマツ
Pinus densiflora

韓国に広く分布する常緑針葉樹です。昔から松は韓国
民族の暮らし、文化、歴史と深くかかわり、節義、忍耐、
意志を象徴するとされてきました。アカマツ群落は慶

州国立公園内で最も広い面積を占めています。

オシドリ
Aix galericulata

天然記念物第���号に指定されたカモ科の鳥で、広葉樹
林の谷にある木の穴に巣をつくります。慶州国立公園の
亀尾山と吐含山地区で四季を通じて観測されています。

総合案内

Japanese

総合案内
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Gyeongsangbuk-do, Korea, 38116

054) 778-4100



�.�km（�時間��分）�.�km（�時間）

�.�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

セギッコル七仏庵念仏寺址

南山念仏寺址東・西三層石塔 南山神仙庵磨崖菩薩半跏像

南山の東にある念仏寺址から出発します。『三国遺事』には、奇妙な僧侶がお寺
にとどまって毎日阿弥陀仏を唱え、その声が城の中まで聞こえたという話が記さ
れています。雲の上に座って思索に耽る仏陀の姿を表した神仙庵（シンソンアム）
磨崖菩薩半跏像（宝物）と七仏庵磨崖仏像群（国宝）を見ることができます。

宝物と国宝をめぐる歴史の息吹

烽火谷（ポンファゴル）歴史文化探訪路

区間 念仏寺址（ヨンブルサジ）～七仏庵（チルブルアム）～セギッコル
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km（�時間��分）�.�km（�時間��分）

�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

鮑石亭址金鰲亭仏谷

慶州鮑石亭址 南山鮑石谷第�寺址五層石塔

鮑石亭址（史跡）は、新羅の憲康王がここに立ち寄って宴を開き、酒を楽しんだと
『三国遺事』に記されていることから、これまで新羅王室の別宮とされてきました

。しかし、最近は祭祀を行う場所だったという見方もあります。南山展望台からは
高くそびえた岩峰に立つ慶州南山鮑石谷第�寺址五層石塔が見えます。

『三国遺事』の道に沿って

鮑石亭址（ポソクジョンジ）歴史文化探訪路

区間 仏谷（プルゴク）～金鰲亭（クモジョン）～鮑石亭址
片道 �㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

南山地巌谷第�寺址三層石塔 南山金鰲峰展望台

八角亭址に立つと、南山の絶景だけでなく、眼下に広がる吐含山や慶州市内まで
一望できます。最近復元された石塔や朝鮮末期以降の文化遺産も見ものです。

立ちのぼる光と新しい地

国師谷（クッサゴク）歴史文化探訪路

区間 国師谷～八角亭址（パルガクジョント）～地巌谷（チアムゴク）
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km（��分）�.�km（��分）　

�.�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

地巌谷八角亭址国師谷

神文王護国行幸道 龍淵滝

三国を統一した文武王の葬儀を執り行い、息子の神文王が国を守る龍となった父を追
悼した道です。「神文王護国行幸道」とも呼ばれます。昔、手車を引いた馬が谷を渡り曲
がったであろう峠を越えると、人の出入りと木の伐採を禁止するために建てた仏嶺封標
碑と炭窯跡が見えてきます。そしてその先には、笛を吹いて敵軍を追いやったという万波
息笛の物語が伝わる龍淵滝やこじんまりとした姿の祇林寺（キリムサ）が現れます。 

忠と孝をつなぐ道

王の道探訪路

区間 追遠祠（チュウォンサ）～スレッジェ～仏嶺封標碑（プルリョンボンピョビ）～龍淵（ヨンヨン）滝
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km(��分)�.�km(��分)�.�km(��分)

�.�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

龍淵滝スレッジェ 仏嶺封標碑追遠祠

断石山頂上 断石山神仙寺磨崖仏像群

断石山は、新羅時代に花郎たちが修練をした山です。名前は金庾信将軍が神仙から力
をもらって剣で岩を斬ったという伝説に由来します。標高���mで、慶州で最も高い山で
す。中腹には巨大な岩壁に��体の仏像が刻まれた断石山神仙寺磨崖仏像群（国宝）が
あります。

花郎の修練場所

神仙寺（シンソンサ）探訪路

区間 断石山駐車場～神仙寺～断石山神仙寺磨崖仏像群～断石山頂上
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km(�時間)�km(��分)

�.�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

断石山頂上神仙寺 断石山神仙寺
磨崖仏像群

断石山駐車場　

鍪蔵寺址三層石塔 ススキの群落地

吐含山の東の麓の谷に沿ってバリアフリーの探訪路が整備されています。三国が統一さ
れた後、平和を祈って武器と兜を埋めたという話が伝わる鍪蔵寺の跡や、鍪蔵峰（標高
���m）を覆うススキの群落が見どころです。原点回帰型の探訪路で、自然保護のため予
約制を実施しています。

平和を祈る銀色の波

暗谷（アムゴク）東大封山（トンデボンサン）鍪蔵峰（ムジャンボン）探訪路

区間 暗谷～鍪蔵寺址（ムジャンサジ）～ 東大封山鍪蔵峰～暗谷
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間��分 難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km(�時間)�km(�時間 ��分)�.�km(�時間 ��分)

�.�km(�時間��分) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

暗谷鍪蔵寺址 東大封山鍪蔵峰暗谷

仏国寺一柱門 吐含山のカエデの道

霧と雲が立ち込める吐含山（標高���m）は新羅の�岳のうち「東岳」に当たる山で
、国を守る“鎮山”として神聖視されました。仏国寺一柱門から石窟庵駐車場まで
のカエデの道は、誰もが楽しめるトレッキングコースです。吐含山の尾根に沿って
登ると眼下に東海（トンヘ）が広がり、反対側には慶州の南山が一望できます。 

新羅の人々の護国の名山

吐含山（トハムサン）探訪路

区間 仏国寺（プルグクサ）～石窟庵（ソックラム）駐車場～吐含山頂上～塔谷（タプゴル）交差点
～シブゴリ交差点～普仏路（ポブルロ）
片道 ��.�㎞  所要時間 約�時間  難易度 ●○ ○ ○ ○

�.�km(�時間)�.�km(�分) �.�km(��分)�.�km(��分)�.�km(��分)

��.�km(�時間) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

普仏路石窟庵駐車場 吐含山頂上塔谷交差点 シブゴリ交差点仏国寺

南山三陵渓谷磨崖観音菩薩像 南山三陵渓谷線刻六尊仏

慶州南山は青空博物館と呼ばれるほど至る所に歴史・文化遺跡が散在してい
ます。「歴史文化探訪路」という名にふさわしく、三陵渓谷線刻六尊仏など南山
で最も多くの文化遺産を見ることができます。

仏陀の教えが刻まれた青空博物館

三陵（サムヌン）歴史文化探訪路

区間 三陵～金鰲峰（クモボン）～茸長谷（ヨンジャンゴル）
片道 �.�㎞  所要時間 約�時間  難易度 ● ● ○ ○ ○

�.�km（�時間��分）�.�km（�時間��分）

�.�km(�時間) 探訪路区間別難易度│とてもやさしい ■│| やさしい ■ │普通 ■ │難しい ■

茸長谷金鰲峰パドゥク岩三陵

南山地区

吐含山地区 断石山地区

GYEONGJU NATIONAL PARK(2021.ver.)

祇林(龍淵)瀑布

西岳洞

芳内池

南莎貯水池

タンゴゲ

追遠祠

普門湖

徳洞湖

南山地区

花郎地区

西岳地区

小金剛地区

亀尾山地区

坮本地区

断石山地区

吐含山地区

慶州IC

東国大学

三陵

弥勒谷石仏坐像

塔谷磨崖彫像群

三仏寺
芳内里磨崖線刻仏坐像

ツツジの群落地

OKグリーン青少年修練館

蘆谷里

暗谷洞

普仏路

薪渓里

凡谷里

坮本里

龍堂里

安洞里

シブゴリ

スレッジェ

慶州国立公園
乾川分所

慶州国立公園
南山分所

慶州国立公園
吐含山分所

慶州国立公園
事務所

月城南莎里寺址三層石塔

大王岩

神仙寺磨崖仏像群

掘仏寺址石仏像

金庾信将軍墓 脱海王陵

感恩寺址

西岳書院

南山浮石

鍪蔵寺址

民俗工芸村

茸長寺址

天龍寺址

龍潭亭

仏国寺

石窟庵

祇林寺

太宗武烈王陵碑

瞻星台

崔済愚太墓

亀尾山

天柱庵

五徳禅院

神仙寺

断石山 白石庵
立岩山

白石マウル

玉女峰

仙源寺
仙桃山

ケッポ山

栢栗寺
小金剛山

金鶴山

上書荘

仏谷磨崖如来坐像

菩提寺
鮑石亭

統一殿

上禅庵 

金鰲峰

観音寺 七仏庵磨崖仏像群

高位峰
白雲庵

臥龍寺
チョンワンジ峰

鄭氏始祖墓

鍪蔵峰

含月山 虎巌里

東大封山

鰕洞
漫湖峰

楸嶺

白頭山

吐含山 骨窟寺

梧桐水

东山岭

奉吉海水浴場

キャンプ場

休憩所

駐車場

バス停

救急箱

自動体外式除細動器

事務所・分所

避難所

探訪支援センター

公園保護所

山

寺

国立公園の境界

自然保存地区

自然環境地区

集団施設地区

自然集落地区

密集集落地区

高速国道

国道

地方道

探訪路

自然休息年制区間

滝

慶州国立公園




