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１．赤穂城 H30.4.21 

  赤穂の地には室町時代に播磨一帯を支配していた赤松氏の一族である岡豊前守が居館 

 を築き、加里屋城と称していた。戦国時代になると、備前岡山城主宇喜多秀家が支配す 

 るところとなり、加里屋城を支配とした。 

  慶長 5 年(1600)関ケ原の合戦で宇喜多秀家が敗れると、姫路城主となった池田輝政の 

 領土となり、城代が置かれていたが、元和元年(1615)池田輝政の五男池田政綱が 2 万 5 千 

 石を与えられて入城。これが赤穂藩の始まりである。しかし、正保 2 年(1645)政綱の後 

 を継いだ池田輝興が発狂して妻女を殺害したため、赤穂池田氏は 2 代 31 年間で廃絶とな 

 った。 

  代わって常陸笠間から浅野長直が 5 万 3 千 5 百石で入封、徳川幕府の許可を得て慶安 

 元年(1648)から甲州流軍学者の近藤正純、山鹿流軍学者の山鹿素行の縄張りで、13 年を 

 かけて池田氏の陣屋を近世城郭に築き上げた。 

  浅野長直は赤穂城築城と並行して城下町の整備に取り組むとともに、入浜式塩田の開 

 始と塩の流通にも力を注ぎ、赤穂浅野家の繁栄の礎を築いた。 

  しかし、元禄 14 年(1701)赤穂浅野氏三代の浅野内匠頭長矩（ながのり）が江戸城松の 

 廊下で高家筆頭の吉良上野介義仲（よしなか）に刃傷に及んだため、浅野長矩は切腹、 

 赤穂浅野家は取り潰しとなった。 

  その直後、永井長政が 3 万 5 千石で赤穂城主となり、次いで宝永 3 年(1706)備中江原 

 から森長直が 2 万石で入封、以後森氏 11 代で明治維新を迎えた。 

 

   

赤穂城 大手門                赤穂城 隅櫓 
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２．姫路城 H30.4.21 

  天正 4 年(1576)、中国攻めを進める織田信長の命を受けて羽柴秀吉が進駐すると、播 

 磨国内は織田氏につく勢力と中国地方の毛利氏を頼る勢力とで激しく対立、最終的には 

 織田方が勝利し、毛利についた小寺氏は没落した。ただし小寺氏の家臣でありつつも早く 

 から秀吉によしみを通じていた黒田孝高はそのまま秀吉に仕えることとなった。天正 5 年 

 (1577)、孝高は二の丸に居を移し本丸を秀吉に譲った。 

  天正 8 年(1580)、三木城・英賀城などが落城し播磨が平定されると孝高は秀吉に「本拠 

 地として姫路城に居城すること」を進言し姫路城を献上、自らは市川を挟んで姫路城の 

 南西に位置する国府山城（こうやまじょう）に移った。秀吉は、同年 4 月から翌年 3 月 

 にかけて行った大改革により姫路城を姫山を中心とした近世城郭に改めるとともに当時 

 流行しつつあった石垣で城郭を囲い、太閤丸に天守を建築し姫路城に改名する。あわせて 

 城の南部に大規模な城下町を形成させ、姫路を播磨国の中心地となるように整備した。 

 この際には姫路の北を走っていた山陽道を曲げ、城南の城下町を通るようにも改めてい 

 る。 

  天正 10 年(1582)6 月、秀吉は主君信長を殺害した明智光秀を山崎の戦いで討ち果たし、 

 一気に天下人の地位へ駆け上がっていく。このため天正 11 年(1583)には天下統一の拠点 

 として築いた大阪城へ移動、姫路城には弟・豊臣秀長が入ったが天正 13 年(1585)には 

 大和郡山へと転封。替わって木下家定が入った。 

  慶長 5 年(1600)、池田輝政が関ヶ原の戦いの戦功により三河吉田 15 万石から播磨 52 

 万石（播磨一国支配）で入城した。輝政は徳川家康から豊臣恩顧の大名の多い西国を牽制 

 する命を受けて慶長 6 年(1601)から 8 年掛けた大改修で姫山周辺の宿村・中村・国府寺 

 村などを包含する広大な城郭を築いた。また、姫路城の支城として播磨国内の明石城（ 

 船上城）・赤穂城・三木城・利上城・龍野城（亀龍山城）・高砂城も整備された。 

 

  元和 3 年(1617)、池田氏は跡を継いだ光政が幼少であり、重要地を任せることには不 

 安であることを理由に因幡鳥取へ転封させられ、伊勢桑名から本田忠政が 15 万石で入城 

 した。忠政は城の西側を流れる妹背川を飾摂津までの舟運河川に改修し船場川と改名し 

 た。元和 4 年(1618)には千姫が本多忠刻に嫁いだ化粧料を元に西の丸が整備され、全容 

 がほぼ完成した。 

  藩主は親藩および譜代大名が務めたが、本多家の後は奥平松平家、越前松平家、榊原家、 

 再度越前松平家、再度松平家、再度榊原家、再々度越前松平家と目まぐるしく入れ替わる。 

 寛延 2 年(1749)に上野前橋城より酒井氏が入城してようやく藩主家が安定する。しかし、 

 姫路城は石高 15 万石の姫路藩にとっては非常な重荷であり、譜代ゆえの幕府要職の責務 

 も相まって藩の経済を圧迫していた。 
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  幕末期、鳥羽・伏見の戦いにおいて姫路城主酒井忠惇は老中として幕府方に属し将軍徳 

 川慶喜とともにあったため、姫路藩も朝敵とされ姫路城は岡山藩と熊野藩を主体とする 

 新政府軍の兵 1500 人に包囲されたが、摂津国兵庫津の勤皇豪商・北風荘右衛門貞忠が、 

 15 万両に及ぶ私財を新政府軍に献上して総攻撃を食い止めた。この間に藩主の留守を預 

 かる家老達は最終的に開城を決定し、城の明け渡しで新政府に恭順する。 

 

  太平洋戦争中、姫路城の白壁は非常に目立ち、また陸軍の部隊が置かれていて且つ軍需 

 産業の拠点でもあった姫路はアメリカ軍の爆撃対象とされることは明らかであったため、 

 黒く染めた網（偽装網）で城の主要な部分を覆い隠すことにした。しかし、昭和 20 年 7 

 月 3 日の姫路空襲で城下は焼き尽くされたが、城郭建築の焼失は免れた。 

 

  平成 4 年(1992)、日本は世界遺産条約を批准すると、世界最長暫定リストに姫路城な 

 どを記載した。そして姫路城は最初に推薦された物件の一つとなり、平成 5 年(1993)12 

  月 11 日、法隆寺地域の仏教建造物とともに日本発の世界遺産（文花遺産）に登録された。 

 

   

姫路城 大天守（国宝）             姫路城 大天守（国宝） 

 

   

姫路城 左より乾小天守、西小天守、大天守     
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３．鶴林寺 H30.4.21 

  高句麗の僧・恵便法師が、物部氏排仏派の迫害を逃れてこの地に身を隠していたので 

 聖徳太子が法師の教えを受けるため、この地に来られた。587 年、秦川勝に命じて精舎を 

 建立し、刀田山四天王寺聖霊院と名付けたのがこの寺の始まりであると伝えられる。 

  養老 2 年(718)武蔵国大目身人部春則が太子の遺徳を顕彰するため、七堂伽藍を建立し、 

 9 世紀の初め、慈覚大師円仁が入唐の際に立ち寄り、薬師如来を刻して国家の安泰を祈願 

 し、以後天台宗になった。 

  天永 3 年(1112)鳥羽天皇から勅額をいただき、「鶴林寺」と寺号を改め、勅願所に定め 

 た。鎌倉時代、室町時代と太子信仰の高まりと共に、鶴林寺は全盛期を迎え、寺坊 30 数 

 所、寺領 2 万 5 千石、楽人数十名が常に舞楽を奏していたといわれたが、戦国時代に至 

 って信長、秀吉らの弾圧、さらには江戸時代の厳しい宗教政策のため、衰微せざるを得な 

 かった。 

  今では“刀田の太子さん“や”播磨の法隆寺“と呼ばれ、人々の信仰あつく、多くの文化財 

 が維持されている。室町初期建築の本堂、平安後期建築の太子堂は国宝である。 

   

鶴林寺 本堂（国宝）              鶴林寺 三重塔 

 

 

４．明石城 H30.4.21 

  元和 3 年(1617)、小笠原忠政（のち忠真）が信濃松本より明石に国替えとなり、現在の 

 明石城より約 1km ほどの所にあった船上城に入ったことから明石藩が生まれた。 

  現在の明石城は、元和 4 年(1618)徳川二代将軍秀忠が、西国諸藩に対する備えとして、 

 藩主小笠原忠政に新城の築城を命じたことに始まる。秀忠は姫路城主であった本多忠政 

 の指導を受けるよう命じ、3 ヶ所の築城候補地をあげ、現在の地が選ばれた。 
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普請を終え、元和 5 年(1619)9 月から藩主小笠原忠政により櫓、御殿、城門、塀などの建 

築が始められ、その用材は幕府の一国一城令により廃城となった伏見城および自領内の 

三木城などの資材を用いて建てたとされている。各建物の建築は翌元和 6 年(1620)4 月に 

完了した。本丸に御殿を置き、四隅に三重の櫓を配したが、天守台の石垣は築かれたもの 

の、天守は建てられなかった。 

 

 

明石城 巽櫓（たつみやぐら） 

 

 

５．浄土寺 H30.4.22 

  浄土寺は、兵庫県小野市にある高野山真言宗の寺院。本尊は薬師如来と阿弥陀如来、開 

 山は重源で、建久年間(1190～1198)の創建である。多数の文化財を所有する。大仏様建築 

 の浄土堂と仏師快慶の大作「阿弥陀三尊像」は特に有名である。 

  阿弥陀三尊像は巨大な三尊像で阿弥陀如来像は 5m30cm、両脇の観音菩薩と勢至菩薩 

 は各々3m70cm ある。浄土堂と阿弥陀三尊像は国宝である。 

 

 

浄土寺 浄土堂（国宝） 
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６．一乗寺 H30.4.22 

  一乗寺は、兵庫県加西市にある天台宗の寺院。本尊は聖観音菩薩である。 

  寺伝では孝徳天皇の勅願で 650 年に創建、開基は法道仙人とされる。国宝に指定され 

 ている三重塔（1171 年建立）は平安時代後期を代表する和様建築の塔であり、日本屈指 

 の古塔である。 

 

一乗寺 三重塔（国宝） 

 

 

７．朝光寺 H30.4.22 

  朝光寺（ちょうこうじ）は兵庫県加東市にある仏教寺院。宗派は荒野山真言宗、本尊は 

2 躯の十一面千手観世音菩薩立像である。 

  法道仙人が 651 年に開基したという伝承を持つ。本堂は国宝に、鐘楼は国の重要文化 

 財に指定されている。 

   

朝光寺 本堂（国宝）             朝光寺 鐘楼（重文） 
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８．篠山城 H30.4.22 

  篠山城は、関ケ原の合戦に勝利した徳川家康が、慶長 14 年(1609)豊臣氏の居城である 

 大阪城の包囲と、豊臣家ゆかりの西日本の諸大名を抑える拠点とするために篠山盆地に 

 築いた城である。築城工事は西日本の 15 ヶ国 20 諸侯の大名に大役を命じた天下普請で 

 行われ、縄張奉行の藤堂高虎（三重県津城主）、普請総奉行の池田繫政（兵庫県姫路城主） 

 らが指揮を執り、突貫工事によりわずか 1 年足らずで完成した。ただし、天守閣は家康の 

 命令で築かれなかった。 

  初代城主として家康の実子である松平康重が八上城から移り、松平三家 8 代と青山６ 

 代といずれも徳川譜代の有力大名に引継がれ、260 年余の幕藩体制のもと、篠山藩 5 万石 

 の政治・経済・文化の拠点としてその役割を果たしてきた。（文政 10 年 1827 より 6 万石 

 ）。明治維新以降、大書院だけを残し城内のほとんどの建物が取り壊されたが、石垣と堀、 

 馬出などの遺構がほとんどその原形を残していることから、昭和 31 年(1956)に国の史跡 

 に指定された。 

   

  大書院は、木造住宅建築としては非常に規模が大きく、現存する同様の建物の中では 

 京都二条城二の丸御殿の遠侍（とおさぶらい）と呼ばれる建物と部屋割りや外観がよく似 

ている。 

  石垣は、滋賀・近江の穴大衆（あのうしゅう）によるもの。自然石をあまり加工しない 

 で積む「野面積み（のづらずみ）」と、出角は「算木積み（さんぎずみ）」の工法を用いて 

 いる。 

 

   

篠山城 大書院               篠山城 野面積み石垣 
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９．安土城 H30.4.25 

    織田信長が天下統一を目標に天正 4 年(1576)、重臣である丹羽長秀を総普請奉行に据 

 え標高 199m の安土山に築城させた平山城。岐阜城よりも京に近い利便性があり、北陸・ 

 東海の要所であった。 

  現在は四方とも干拓により陸地となっているが、当時は琵琶湖の内湖（伊達内湖・常 

 楽湖）に囲まれ南方のみが開けた地形であった。そのわずか 3 年後、天正 7 年(1579)5 月、 

 わが国で初めて天守閣をもつ安土城が一応の完成をみせた。ところが、天守完成から 3 年 

 目の天正 10 年(1582)6 月 2 日未明、中国毛利へ出陣途中の明智光秀の謀反により信長は 

 京都・本能寺で自刃（49 歳）。混乱の中 6 月 15 日、天守などを焼失、一夜のうちに落城 

 した。原因は織田信雄が焼き払ったという説や敗走する明智光秀による放火という設な 

 どがある。 

  現在は、石垣などの一部の遺構を残すのみだが、当時実際に城を観覧した宣教師ルイ 

 ス・フロイスなどが残した記録によって焼失前の様子をうかがい知ることができる。 

  

   
安土城 大手道               安土城 石垣 

 

 

安土城 織田信雄四代供養塔 
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１０．観音寺城 H30.4.26 

  観音寺城主佐々木六角氏は、宇多源氏を名乗り、源成頼を家祖とし、成頼の孫の経方が 

 佐々木庄小脇館に住み、佐々木氏を名乗ったことに始まる。その後、盛衰があるが、治承 

 4 年(1180)源頼朝の挙兵に参加し、功あり、佐々木定綱が近江国の守護職となり、実質的 

 な近江支配の基礎を築く。その後、佐々木信綱の代に四家に分かれ、湖南六郡を佐々木六 

 角氏が、湖北六郡を京極氏が分国支配する体制となり、戦国時代に入る。 

  観音寺城の構造は、広い屋敷を持つ郭を多数配しているが、明確な防御施設がなく、規 

 模こそ大きいものの、非常に単純な構造となっている。このため六角氏は、有事に際して 

 は観音寺城で戦うことをせず、一旦退いて勢力の回復を待って帰城する戦術を常として 

 いた。 

 
観音寺城 石垣 

 

 

 

１１．湖東三山 H30.4.26 

百済寺(ひゃくさいじ)は、滋賀県東近江市にある天台宗の寺院。本尊は十一面観音、開基 

 は聖徳太子とされる。境内は国の史跡に指定されている。 

  寺伝によれば、推古天皇 14 年(606)、聖徳太子の建立という。聖徳太子は当時来朝して 

 いた高麗（高句麗）の僧・恵慈とともにこの地に至った時、山中に不思議な光を見た。そ 

 の光の元を訪ねていくと、それは霊木の杉であった。太子は、その杉を、根が付いた立木 

 のまま刻んで十一面観音像をつくり、像を囲むように堂を建てた。これが百済寺の始まり 

 であるといい、百済の龍雲寺にならって寺を建てたので百済寺と号したという。百済寺 

 の資料上の所見は 11 世紀の寛治 3 年(1089)であり、聖徳太子創建との伝承がどこまで 

 史実を反映したものかは不明であるが、百済寺という寺号から見て、この寺は渡来系氏族 

 の氏寺として開創された可能性が高い。平安時代には、近江国の多くの寺院と同様、比叡 

 山延暦寺の勢力下に入り、天台宗の寺院となっている。 
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百済寺 山門                百済寺 本堂内 

 

 金剛輪寺（こんごうりんじ）は、滋賀県愛知郡愛荘町にある天台宗の寺院。本尊は聖観音、 

開基は行基とされる。本堂は国宝である。 

 寺伝によれば奈良時代の僧・行基の開創とされ、創建は天平 9 年(737)または天平 13 年 

(741)と伝える。渡来系氏族の秦氏とも何らかの関係があったとする見方もある。その後、 

平安時代前期の嘉承年間(845-851)には天台宗の僧・円仁（慈覚太子）によって再興された 

と伝え、寺では円仁を中興の祖としている。以上の創建伝承を裏付ける確かな資料はないが、 

伝来する仏像の制作年代などから、平安時代後期には寺が存在したとみられる。平安時代か 

ら中世にかけての金剛輪寺の歴史は必ずしも明らかではないが、寺内には平安時代後期か 

ら鎌倉時代の仏像が多く残る。 

 

 天正 5 年(1573)、織田信長の兵火で湖東三山の一つである百済寺は全焼し、金剛輪寺も 

被害を受けるが、現存の本堂、三重塔は寺僧の尽力で焼失を免れたという。 

   

金剛輪寺 山門               金剛輪寺 三重塔（重文） 
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 西明寺（さいみょうじ）は、滋賀県犬上郡甲良町池寺にある天台宗の仏教寺院。本尊は薬 

師如来、開基は三修上人である。 

 寺伝によれば平安時代初期、三修上人の創建である。三修上人は、修験道の霊山として知 

られる伊吹山の開山上人と伝えられる半ば伝説化した行者である。伝承によれば、琵琶湖の 

西岸にいた三修上人は、湖の対岸の山に紫の雲のたなびくのを見て不思議に思った。そこで 

神通力を用いて一気に水面を飛び越え、対岸に渡ると、今の西明寺のある山の中の池から 

紫の光がさしていた。三修上人がその池に祈念すると、薬師如来の像が出現し、その姿を 

刻んで祀ったのが寺の始まりであるという。 

 承和 3年(836)には仁明天皇の勅願時となり、寺領が寄進され、諸堂が建築されたという。 

 元亀 2 年(1571)、比叡山延暦寺の焼き討ちを行った織田信長は、近江国にある比叡山傘 

下の天台寺院をも焼き払うことを命じ、西明寺も信長配下の武士によって焼き討ちの運命 

にあった。しかし、寺僧の機知により、山門近くの房舎を激しく燃やし、全山焼失のように 

見せかけたため、山奥に位置する本堂や三重塔は焼失を免れたという。 

   

西明寺 本堂（国宝）            西明寺 三重塔（国宝） 

 

西明寺 二天門（重文） 
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１２．彦根城 H21.3.28、H30.4.26 

  徳川四天王の一人・井伊直政は、慶長 5 年(1600)関ヶ原の戦いの後、その軍功により 

 18 万石にて近江国北東部に封ぜられ、西軍指揮官・石田三成の居城であった佐和山城に 

 入城した。佐和山城は石田三成による改築後は「三成に過ぎたるものが二つあり、島の 

 左近に佐和山の城」の一つともいわれたほどの名城であったが、直政は中世的な古い縄 

 張りや三成の居城であったことを嫌った。このため琵琶湖岸に近い磯山（現在の米原）に 

 居城を移すことを計画していたが、関ヶ原の戦傷が癒えず、慶長 7 年(1602)に死去した。 

 家督を継いだ井伊直継が幼少であったため、直政の遺臣である家老の木俣守勝が徳川家 

 康と相談して直政の遺志を継ぎ、慶長 8 年(1603)琵琶湖に面した彦根山に彦根城の築城 

 を開始した。 

  元和 8 年(1622)すべての工事が完了し、彦根城が完成した。その後、井伊氏は加増を重 

 ね、寛永 10 年(1633)には徳川幕府下の譜代大名の中では最高となる 35 万石を得るに至 

 った。 

  明治に入り、各地の城は廃城令で破壊・売却されていった。彦根城の天守閣は明治元年 

 に 700 円で落札され解体される寸前で、明治 11 年 10 月に明治天皇が巡幸で彦根城を通 

 過した折、城の保存を命じたため破却を逃れたという。 

 

彦根城 天守閣（国宝）  

 

 

 

１３．小谷城 H30.4.27 

  小谷城（おだにじょう）は滋賀県長浜市湖北町伊部（旧近江国浅井郡）にあった戦国時 

 代の山城。 
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  浅井亮政の孫・長政は元亀・天正年間に朝倉義景とともに織田信長と戦ったことで知ら 

 れる。元亀元年(1570)6 月の小谷城から南に 5km ほどの地点で繰り広げられた姉川の戦 

 いでは浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍が激突し、織田軍が勝利したものの、信長 

 は小谷城の堅固さを考慮して城攻めを断念、姉川南岸の横山城を築城、有力武将の木下 

 秀吉を配置し、浅井氏に対する付城（前線基地）とした。 

  その後もしばらく小谷城から出る浅井軍と織田軍とで争いがあったが、各拠点を守る 

 磯野員昌（佐和山城）、宮部継潤（宮部城）ら浅井軍の諸将が徐々に寝返っていき、付城 

 も横山城から、小谷城の南側の正面にある虎御前山へと前進した。しかし、一方で小谷城・ 

 丁野城・山本山城と小谷城から琵琶湖まで東西に並んだ支城は落城せず、小谷城の包囲へ 

 は持ち込めずにいた。 

  天正元年(1573)8 月 8 日、阿閉貞征（山本山城）が寝返ったことにより小谷城の包囲が 

 可能になり、10 日には越前から小谷城への北国街道のルートを閉鎖した。このため援軍 

 に赴いた朝倉義景の軍勢は小谷城に入ることができず、余呉や木ノ下などに布陣した。 

 この混乱の中で小谷城と峰続きである大嶽の砦の北麓にある焼尾の砦を守る浅見対馬守 

 が降伏した。 

  8 月 12 日、信長は浅見対馬守の手引きで大嶽を攻撃、落城させた。更に越前に攻め込 

 み朝倉氏を滅亡させた。8 月 27 日秀吉軍が清水谷の急傾斜から小谷城京極丸を急襲して 

 陥落させ、本丸を守る長政と小丸を守る長政の父・久政を分断した。27 日久政は自害し 

 た。9 月 1 日、長政は本丸の赤尾屋敷で自刃し、ここに浅井氏は滅亡した。 

 

浅井三姉妹 

 長女茶々は豊臣秀吉の側室となり、大阪城にて秀頼を生む。秀吉が慶長 3 年(1598)に没 

した後、関ケ原の合戦、方広寺の鐘銘をきっかけとした大阪冬の陣を経て、元和元年(1615)、 

大阪夏の陣で大阪落城、秀頼とともに自刃。 

 次女初は京極高次に嫁ぎ、夫が没した後は出家して常高陰と号した。豊臣方（姉茶々）と 

徳川方（妹江）が対立した大坂の陣では両家をつなぐ使者として活躍した。晩年は江戸で過 

ごしており、小浜の常高寺に眠る。 

 三女江 江が生まれたのは天正元年(1573)、小谷城落城の年である。小谷城・北ノ庄城 

で父母を、本能寺の変で伯父を亡くした後、三姉妹は秀吉の保護の元育った。江は天正 12 

年(1584)に佐治一成と、文禄元年(1592)に羽柴小吉秀勝と結婚。しかし、一成とは秀吉の 

命で離縁させられ、秀勝とは死別している。文禄 4 年(1595)、6 歳年下の徳川秀忠と 3 度目 

の結婚をし、2 代将軍となった夫との間に 2 男 5 女をもうけた。このうち長男の家光は 3 代 

将軍に、五女の和子（まさこ）は後水尾天皇のもとへ輿入れし、興子（おきこ）内親王（後 

の明正天皇）を生み、将軍家・天皇家に浅井家の血筋を残している。江戸城で 54 歳の生涯 

を閉じた江は、その死後当代の女性としては最高位の従一位を贈られ、東京芝の増上寺に 

眠る。 
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１４．平城京 H30.5.22 

  和銅 3 年(710)飛鳥に近い藤原京（奈良県橿原市）から奈良盆地の北端に新しく作られ 

 た平城京に都が移された。 

  唐の長安をモデルにして設計され、南北約 5km、東西約 6km、都の中央北端には政治 

 の中心となる平常宮が造られた。平常宮は約 1km 四方の広さで、大極殿や朝堂院などの 

 宮殿のほか、天皇の住まいである内裏があり、周囲には国の役所が立ち並んでいた。 

  平城京に都が移された 710 年から長岡京に都が移される 784 年までの 75 年間を奈良 

 時代という。聖武天皇が 740 年から 745 年まで恭仁京（くにきょう）や難波京（なにわ 

 きょう）などに都を移すが、その前後で平常宮の宮殿や役所は大きく造りかえられる。 

 

 朱雀門（すざくもん） 

  平城京の入り口には羅城門があり、75m幅のメインストリートの朱雀大路を北へ 3.7km 

 歩くと突き当りが平常宮の正門の朱雀門である。朱雀門の規模は間口 25m、奥行き 10m、 

 高さ 22m、二重の屋根で他の門より特に立派に造られていた。 

 

 大極殿（だいごくでん） 

  大極殿は宮殿の中で最も重要な建物で、即位の儀式や元日の朝賀には天皇の玉座であ 

 る高御座（たかみぐら）が置かれた。 

 

   

平城京 朱雀門                 平城京 大極殿 
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１５．唐招提寺 H30.5.22 

  「続日本紀」によれば、唐招提寺（とうしょうだいじ）は唐僧・鑑真が天平宝字 3 年 

(759)、新田部親王（天武天皇第 7 皇子）の旧宅跡を朝廷から譲り受け、寺としたもので 

ある。 

  鑑真は 688 年に中国揚州で誕生、14 歳の時、揚州の大雲寺で出家。21 歳で長安実際寺 

 の戒壇で弘景律師に授戒を受けたのち、揚州大明寺で広く戒律を講義した。742 年に日本 

 からの熱心な招きに応じたが、五度の航海に失敗し盲目となった。しかし、753 年 12 月 

 ついに来朝を果たす。翌年、東大寺大仏殿の前に戒壇を築き、聖武天皇をはじめ 4 百余人 

 の僧俗に戒を授ける。 

  天平宝字 3 年(759)8 月戒律の専修道場を創建する。これが現在の律宗総本山唐招提寺 

 の始まりである。 

   
唐招提寺 金堂（国宝）           唐招提寺 宝蔵（国宝） 

 

１６．薬師寺 H30.5.22 

  薬師寺は、奈良県奈良市西ノ京町に所在する寺院であり、興福寺とともに法相宗の大本 

 山である。南都七大寺のひとつに数えられる。本尊は薬師如来、開基は天武天皇。平成 10 

 年(1998)に「古都奈良の文化財」の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。 

 
薬師寺 東塔（国宝） 
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１７．東大寺 H30.5.22 

  東大寺ができるきっかけは、聖武天皇の時代に社会的な不安が多かったことである。 

 聖武天皇が即位してから、地震・日食が続き、神亀 5 年(728)皇太子の死、天平元年(729) 

 長屋王の変・皇太子の死、天平 9 年(737)天然痘大流行、天平 12 年(740)藤原広嗣の乱な 

 ど災難が度重なる。   

 

  聖武天皇は、まず天平 13 年(741)に国分寺・国分尼寺の建立の詔を出します。国分寺は 

 金光明最勝王経（こんこうみょうさいしょうおうきょう）にもとづいて四天王を護持する 

 寺、国分尼寺は法華経を絶えず読経する寺とします。 

  その後、天皇や貴族に華厳経を説いていた良弁が諸国の国分寺の総本山として東大寺 

 を建立し大仏を造立することを進言します。天平 15 年(743)、聖武天皇は時の都であっ 

 た柴香楽宮（現在の滋賀県）で大仏造立の詔を出し造立が始まるが、都が平城京に戻った 

 ことに伴い新たに東大寺が造営され、その本尊として大仏が作られることになる。 

  大仏の正式名称は毘盧遮那仏（びるしゃなぶつ）、良弁の説く華厳経の教理では釈迦如 

 来と同一である。 

  大仏を作るという一大事業は、国家の力だけでは完成できないため、行基が全国を回っ 

 て物資や人手を集めます。こうして国の力を一点に集中させて天平勝宝 4 年(752)に完成 

 し大仏開眼供養が盛大に行われる。翌年に来日した鑑真は東大寺に戒壇院を設け、僧侶の 

 国家的な育成にあたります。聖武天皇の遺品も東大寺に寄進され、正倉院に収められて現 

 在に伝わっている。 

  奈良時代から平安時代にかけて、奈良の大寺院は南都六宗（法相宗、三論宗、倶舎宗、 

 成実宗、華厳宗、律宗）と呼ばれる教派を形成していく。東大寺は華厳宗の中心となると 

 同時に、「六宗兼学」を目指す、総合的な仏教学の中心となる。平安京に都が変わると、 

 東大寺造営と修理を担当していた「造東大寺司」が閉鎖され、国家の特別な保護を受けな 

 くなるが、黒田壮（くろだのしょう、現在の三重県名張市）に代表される多くの荘園を営 

 みます。 

  平安時代の末、保元・平治の乱の後、平氏は大和国を勢力下におき、平氏政権と東大寺 

 をはじめとする南都の寺院勢力が対立した結果、治承 4 年(1181)、平清盛の命を受けた 

 平重衡らが、南都を焼き払う。この火災により東大寺は、二月堂、法華堂、天害門、正倉 

院以外の主要な伽藍を失ってしまう。南都焼討後、東大寺は平氏政権に逆らった罰として

荘園・所領を没収されてしまい、焼失した伽藍の再建は認められない。しかし、高倉上皇 

や平清盛があいついで亡くなったり、源頼朝の動きが不穏になったために、これらの処罰

はすぐに撤回される。 

  その後、後白河上皇は重源を大勧進に任命します。重源は精力的に全国を勧進に回り源 

 頼朝の協力のもとで大仏や諸堂の再建にあたります。そして、文治元年(1185)に大仏開眼 
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供養、5 年後の建久元年(1190)に大仏殿が完成。建仁 3 年(1203)に再建事業が完成する。 

この再建事業と並行して、東大寺では多くの新しい仏像が造られ、奈良の仏師の代表 

 である運慶・快慶らが活躍し、東大寺南大門金剛力士像など、新たな時代を代表する仏教 

 彫刻が生まれる。 

 

  戦国時代、奈良は大きな兵火に晒される。永禄 10 年(1567)の三好・松永の兵火である。 

 松永久秀の軍勢は大仏殿に陣を構えていた三好勢に夜討ちを仕掛け、その結果大仏殿を 

 はじめとする多くの建造物が焼失し、大仏も原型を留めないほどに溶け崩れる。 

  貞享 3 年(1686)には大仏の修理が始まり、そのわずか 5 年後の元禄 4 年(1691)には大 

 仏の修理は完了し、その翌年には大仏開眼供養が盛大に行われる。 

  次いで大仏殿の再建にも、公慶による勧進が続けられ、元禄 6 年(1693)、東大寺復興 

 は江戸幕府主導の国家的大事業となっていく。 

  重源や公慶による東大寺再建の勧進は能や歌舞伎といった芸能にも取り入れられてい 

 る。 

 

   

東大寺 南大門                東大寺 大仏殿（国宝） 

 

 

東大寺 南大門金剛力士像（国宝） 
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１８．和歌山城 H30.5.23 

  天正 13 年(1585)、羽柴秀吉が紀州を平定し、弟の秀長に命じて岡山（虎伏山）の峰に 

 創建したのが和歌山城。藤堂高虎らが普請奉行を勤め、高虎が手がけた最初の本格的な近 

 世城郭と言える。秀長は大和郡山を居城としたため、桑山重晴が城代を勤めた。秀長家が 

 途絶えると、桑山氏が城主となる。豊臣・桑山時代に山嶺部分や岡口の整備に取り組んだ。 

  慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いの後、浅野幸長（よしなが）が 37 万 6 千石の領主となり、 

 城の大規模な増築を行った。連立式天守閣を建て、現在の本丸・二の丸・西の丸に屋敷を 

 造営。大手を岡口門から一の橋の門に変え、本町通りを大手筋として城下町を整備した。 

  元和 5 年(1619)、徳川家康の十男・頼宣が 55 万 5 千石を拝領して入国し、御三家紀州 

 藩が成立する。二の丸を拡張するため西内堀の一部を埋め立て、南の丸・砂の丸を内部 

 に取り入れ、ほぼ現在の和歌山城の姿になった。紀州徳川家は、「南海の鎮（しずめ）」と 

 して西日本を監視する役割を担い、八代将軍吉宗、十四代将軍家茂を輩出した。 

  明治 4 年(1871)の廃藩置県により、和歌山城は陸軍省の管轄となる。 

 

   

和歌山城 天守閣            

 

 

 

１９．紀三井寺 H30.5.23 

    紀三井寺（きみいでら）は、奈良朝時代、光仁天皇の宝亀元年(770)、唐僧・偽光上人 

によって開基された。偽光上人は唐より来朝し、諸国を巡り仏法を広めた。行脚の途次、 

たまたまこの名草山の麓に宿した折、山の頂上付近が白く光っているのを不思議に思い 

上がってみると、金色に輝く千手観音様に出会った。偽光上人は一刀三礼のもとに十一面 

観音様の尊像を彫って、これを草庵に安置し、紀三井寺を開創した。山内から湧き出す三 

つの霊泉（清浄水、楊柳水、吉祥水）から「紀三井寺」という名前で親しまれてきた。 



20 

 

   

紀三井寺 境内               紀三井寺 本堂 

 

 

２０．千早城  H30.5.23 

  元弘元年(1331)京都を逃れた後醍醐天皇は倒幕の旗印を建てて笠置山で挙兵するが、 

 鎌倉幕府の大軍に攻められて落城し、捕われの身となる。河内の豪族に過ぎなかった楠木 

 正成が後醍醐天皇を迎えるべく築城した赤坂城も落城し、正成は戦死したと見せかけて 

 金剛山に脱出した。 

  後醍醐天皇が隠岐島に流された元弘 2 年(1332)、吉野で挙兵した護良親王に呼応して、 

 楠木正成も金剛山中腹に千早城を築いて再起を図った。 

  翌元弘 3 年(1333)吉野を攻略した鎌倉幕府軍は数万の軍勢を率いて千早城へと軍を進 

 めた。楠木軍は約 1000 人の兵で千早城に立て籠った。鎌倉幕府軍は小さな城だとあなど 

 って攻めるが、楠木正成軍は幕府軍を城近くまで引き寄せた上で、櫓から大石や大木を次 

 から次へと落とすという奇襲作戦で幕府軍を大混乱に陥れた。 

  さらに、一重に見せかけた城壁は二重になっていて、攻め寄せた大軍に対して外側の 

 壁を倒したため、幕府軍は 6 千人も谷底に落ちたという。楠木正成軍は知略の限りを尽 

 くして幕府方の大軍を翻弄し、この小さな城で 100 日間も戦い続けた。 

  この間に関東でも倒幕の動きが見え始めると、幕府軍は千早城を離れて関東に戻る武 

 将が続出。そして足利尊氏の京都六波羅探題攻略、新田義貞の鎌倉攻めでついに鎌倉幕府 

 は滅亡した。楠木正成の千早城での戦いが倒幕につながり、後醍醐天皇は建武元年(1334) 

 隠岐島から京都に入り、天皇親政の建武の中興を行った。しかし建武の中興は成功せず、 

 各地の武将が武士の棟梁と仰いだ足利尊氏が後醍醐天皇に反旗を翻すと、楠木正成は敗 

 戦を覚悟して湊川の合戦に出陣し、足利軍に敗れ自刃する。正成の死から半年後、わずか 

 3 年余りで建武の中興も終わり、延元元年(1336)足利尊氏は室町幕府を開くことになる。 

  千早城は楠木正成の死後、南朝に味方した楠木正行（まさつら）・正義・正勝が根拠地 

 とするが、元中 9 年(1392)足利幕府の畠山基国らの兵により攻め落とされ、千早城は 61 

 年の歴史を終えることになる。 
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千早城 石垣                

 

 

 

２１．高取城 H30.5.23 

  高取に初めて城が築かれたのは南北朝期と言われている。奈良から吉野へと通じる交 

 通の要衝として、芋峠を抑える重要な役割を担っており、地元の土豪越智氏が拠点として 

 いた。越智氏は別に貝吹山城に本城を構えており、当時の高取城は越智氏の一支城に過ぎ 

 なかった。 

  天正 8 年(1580)、織田信長による「城割」の命が下り、大和国は郡山城を残し他の城は 

 すべて破却することとなった。しかし、天正 12 年(1584)、大和国を治める筒井順慶は、 

 郡山城の詰めの城として高取城を定めて改修を行っていった。その後、筒井氏が伊賀に 

 移されると、代わりに大和国に入った羽柴秀長は、筒井氏同様に高取城整備を継続し、そ 

 の時城主であった脇坂安治に代わって家臣の本田利久を入城させると、天正 17 年(1589) 

 に高取城の大改修を命じた。この本多氏の頃に近世城郭として、大きく様変わりすること 

 になる。徳川の世になった後も本多氏は引き続き高取城に入り、慶長 5 年(1600)には 2 万 

 5 千石に加増された。 

  三代で本多氏が断絶すると、寛永 17 年(1640)徳川家譜代の家臣であった上村家政が、 

 本多氏と同石高の大名として入り、高取藩初代藩主となった。以後、明治維新まで 14 代 

 の長きにわたって植村氏による高取藩が存続した。 

  明治 4 年(1871)の廃藩置県の結果、全国の多くの城郭が廃されることとなり、高取城 

 も明治 6 年(1873)入札が行われた。城の大部分が取壊し、または売却された。 
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高取城 本丸跡              高取城 本丸天守台 

 

 

２２．大阪城 H30.5.24 

  1583 年、羽柴秀吉は大阪に城を築き初めた。これは織田信長が本能寺で自刃した翌年 

だから、大阪城は秀吉がまさに絶頂期を迎えようとする時に建てられた城である。五層に 

重ねた屋根には千鳥破風が並び、金箔で虎の飾りをほどこした黒漆喰の壁、軒に連なる 

金箔瓦。天守は度肝を抜かれるほど圧倒的な建築物だったはず。1596 年ごろに完成した、 

城下町ごと塀で囲む惣構の範囲まで含めると、当時世界最大の規模だったといわれてい 

る。 

 秀吉は 1585 年に関白になると聚楽第に、1591 年太閤になると伏見城に移り、最後も 

伏見城で迎えているから、在城期間は関白になる以前、豊臣姓を名乗る前のわずか 1～2 

年と思われる。 

 

  1496 年、大阪に初めに城を築いたのは、浄土真宗本願寺派中興の祖といわれる蓮如で 

 ある。そのころ浄土真宗には蓮如の功績で多くの門徒が集まり、一向宗として名高い結束 

 集団に成長していた。一揆を繰り返した一向宗は戦国大名と肩を並べるほどの力を持ち、 

 大阪は寺内町として隆盛を誇っていた。当時の石山本願寺は堀、石垣、土塁、塀をめぐら 

 せ、城そのものだったようである。蓮如の死からおよそ 70 年後の 1570 年、蓮如の曾孫 

 にあたる顕如は、一向宗に圧迫を与えるようになっていた織田信長と交戦状態に入る。そ 

 れは 11 年に及ぶ長い戦に発展した。1580 年、ついに信長との和睦に応じた顕如と一向宗 

 はこの地を去った。 

  主な建物が全焼したため石山本願寺が現在の大阪城のどの範囲かわかっていないが、 

 本丸と内堀と極楽橋は当時からあったともいわれている。 

  秀吉より大阪城に長く住んだのは遺児秀頼である。1598 年 5 歳の時に父が亡くなった 

 後伏見城から移り、23 歳で自害するまでずっとここに住んでいた。その間、2 度しか城 

 の外に出たことがなかったといわれている。だから大阪城は「太閤さん」よりむしろ秀頼 
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 の城ということができる。そのころ徳川家康が西の丸に小天守を建て、国の実質的な舵取 

 りを始める。秀頼や母・淀殿の心中はいかばかりだったであろう。 

 

  1600 年、豊臣家の命運を託された石田三成が関ヶ原で敗れ、1603 年家康は征夷大将軍 

 となり江戸に幕府を開いた。国の中心ははるか東国へ移り、大阪は石高 65 万石の地方都 

 市に、大阪城は豊臣秀頼という一大名の城になった。それ以来、秀頼は幕府に臣下の礼を 

 尽くすようにたびたび求められる。1614 年、江戸から大阪に３つの要求が示されたとい 

 われている。大阪から国替えすること、淀殿を人質として江戸に送ること、秀頼が参勤 

 すること。 

  踏みにじられた誇りがはちきれんばかりに膨らんでいた秀頼と淀殿には、とうていの 

 むことのできない求めだった。決戦を覚悟し籠城、15 万とも 20 万ともいわれる幕府勢 

 に「大阪冬の陣」「大阪夏の陣」の二度にわたって攻め立てられ、1615 年ついに豊臣政権 

 は息の根を止められた。ここに栄華を極めた豊臣家は滅亡し、比類なき大阪城は灰になっ 

 てしまった。 

 

  現在、豊臣期の大阪城はすべて土の下に埋もれている。石垣の積み方や石の刻印などか 

 ら、江戸幕府が堀や石垣に至るまで天下普請によって造り直したことは明らかである。 

 2003 年、大阪府警察本部庁舎建て替えに伴う発掘調査で、大阪冬の陣後に埋め立てられ 

 た外堀が姿を現した。家康は三才の子供でも歩けるくらい平らに埋めてしまえと命じた 

 そうであるが、豊臣方が実戦に備えて固く強化したばかりだったため、地中で姿をそこな 

 うことなく 389 年間眠っていた。今は埋め戻されている。 

 

  大阪冬の陣で、豊臣方の主立った武将たちは籠城を選んだが、ただ一人真田幸村だけは 

 打って出ることを主張し、城の南側に出城を築いた。圧倒的な兵力で全方向から包囲され 

 た豊臣方が冬の陣で倒れなかったのは、この真田丸での戦いの功績が大きいといわれて 

 いる。真田丸の場所は特定されていないが、現在の明星高等学校がある一帯といわれてい 

 る。 

大阪夏の陣から 4 年後の 1619 年、大阪は幕府の直轄となり翌年から城が再建される。 

 時の将軍徳川秀忠は堀と石垣を「旧城の 2 倍に」といったそうで、並々ならぬ対抗心が 

 うかがえる。64 大名家を動員した天下普請で、完成するのに 10 年以上の歳月を要した。 

 この時代の建物で現在見ることができるのは、乾櫓、千貫櫓、金蔵、金明水井戸屋形、一 

 番櫓、六番櫓である。 

  当時は西の丸南面の高石垣には一番から七番までの櫓が建ち並んでいたそうだから、 

 さぞや堂々とした姿だったであろう。このほかに、その後建設された焔硝櫓、江戸中期の 

 落雷によって焼失し、江戸末期に豪商の寄付で再建された大手門、多聞櫓、塀三棟、櫻門 

 が国の重要文化財の指定を受けている。 
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  幕末には、幕府の直轄地であるから大阪城の持ち主は将軍であるが、秀忠以降 15 人の 

 将軍のうち、大阪城に来たことがあるのは秀忠、家光、家茂、慶喜だけ。大阪城は城主 

 不在の城であった。もう一つ大阪城になかったもの、それは天守である。1665 年に落雷 

 によって消失した天守は昭和 43年まで再建されず 266年間大阪城は天守を持たない城で 

 あった。 

 

  昭和 3 年(1928)、天守の復興に当たって、大阪の人々は城の土台を「太閤さん」が作っ 

 たものと信じ込んでいたから、天守は迷わず豊臣時代のものを模している。その結果、徳 

 川時代の天主台に豊臣時代の天守が乗る格好になってしまった。破風飾りには太閤菊の 

 紋が黄金色に輝いている。 

  第二次世界大戦の戦火に焼かれた城は数多くある。主なものは、岡山城、広島城、名古 

 屋城、和歌山城、首里城など。日本の城は中世、近世に築かれたので近代兵器に攻撃され 

 るとひとたまりもなかった。特に原爆の熱にさらされた広島城は一瞬にして崩れたとい 

 われている。しかし、それらの城は戦後まもなく次々と復興された。 

 

   
大阪城 内堀                大阪城 天守閣 

 

   

大阪城 天守閣  
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２３．竹田城 H29.6.2、H30.5.25 

  嘉吉元年(1441)、嘉吉の乱勃発後、山梨と赤松氏の間に深刻な対立が生じていた。竹田 

 城はこの時、赤松氏に対する山名氏方の最前線基地の一つとして築城されたと伝えられ 

 ている。以後、太田垣氏が 7 代にわたり城主となるが、天正 5 年(1577)、羽柴秀吉の但馬 

 攻略により、羽柴秀長が城代となった。これ以降、竹田城は織豊方の拠点城郭として機能 

 した。 

  天正 8 年(1580)、羽柴秀長は出石・有子山城に入り、その後、竹田城は秀長の属将・ 

 桑山重晴に預けられた。さらに天正 13 年(1585)、桑山重晴が紀伊和歌山城代に転じると 

 赤松広秀が城主となった。 

 

  竹田城は、播磨・丹波・但馬の要地に築城された。築城当初の姿はよく分かっていない 

 が、石垣遺構周辺に存在する曲輪から判断すると、現在の本丸・天守台の存在する山頂部 

 から三方に延びる尾根上に曲輪を連続的に配置し、堀切や竪堀で防御性を高めていたも 

 のと思われる。 

  一方、織豊機以降の竹田城は、最高所の天守台（標高 353m）をほぼ中心に置く石垣 

 城郭となり、本丸以下南方には南二の丸、南千畳が、北方には二の丸、三の丸、北千畳を 

 築いている。さらに天守台の北西部には、花屋敷と称する曲輪がある。ここは、主郭の 

 中でも搦手の位置に当たるため、南北には向かい合った石塁を築き防御性を高めている。 

 これらの石垣遺構周辺には、多くの石取場が確認されている。大竪堀や登り石垣なども 

 確認され、倭城の形態に類似している。 

 

   

竹田城郭                  竹田城 天守台 
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２４．金峯山寺 H19.4.8 

  金峯山寺（きんぷせんじ）は、奈良県吉野郡吉野町にある金峰山修験本宗（修験道）の 

 本山である。本尊は蔵王権現、開基は役小角と伝える。金峰山の所在する吉野山は、南北 

 朝時代には南朝の中心地でもあった。「金峰山」とは、単独の呼称ではなく、吉野山とそ 

 の南方20数kmの大峯山系に位置する山上ケ岳を含む山岳霊場を包括した名称であった。 

  近世までは吉野山の金峯山寺を「山下（さんげ）の蔵王堂」、山上ケ岳の大峯山寺を「山 

 上の蔵王堂」と呼び、両者は不可分のものであった。 

金峯山寺蔵王堂は国宝である。 

 

 

金峯山寺 蔵王堂（国宝） 

 

 

 

２５．熊野三山 H22.1.9 

  古くから神々が鎮座する特別な地域として崇められた紀伊山地。和歌山・奈良・三重に 

 またがって険しい地形が連なり、独自の発展を遂げた「高野山」「吉野・大峯」そして「 

 熊野三山」の 3 つの霊場が誕生し、それらを結ぶ参詣道が形つくられた。 

  今も自然と人間の営みが紡ぎだす「文化的景観」が人類共有の財産として認められ、 

 平成 16 年 7 月、世界遺産に登録された。 

 

 熊野三山 

 「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の 3 社と「那智山青岸渡寺」の 1 寺 

 を「熊野三山」と呼ぶ。「熊野三山」は「熊野古道（熊野参詣道）中辺路」によって結ば 

 れている。 
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熊野那智大社 

 

 


