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１．功山寺 H30.4.17 

 鎌倉時代創建、唐様（からよう）建築の美しさを保つ仏殿はわが国最古の禅寺様式を残しており国宝に指

定されている。元々長福寺と呼ばれており、功山寺となったのは長府藩祖毛利秀元の菩提寺とされてから

である。また、幾度となく歴史の舞台になったところで、毛利元就に追われた大内義長が自刃した場所でも

あり、明治維新の転機となった高杉晋作が、奇兵隊からも賛同されないまま、伊藤俊輔（のち博文）率いる

力士隊と石川 小五郎率いる遊撃隊ら、わずか80人程度で挙兵した地（功山寺挙兵）でもあり、境内には馬

上の高杉晋作像がある。 

 また、境内の裏には長府毛利家墓所、大内義長の墓、坂本龍馬の護衛を務めた長府藩士 三吉慎蔵の

墓などがある。 

 

   
功山寺 山門                  功山寺 仏殿（国宝） 

    

功山寺 高杉晋作馬上像        功山寺 毛利家墓所 

 

２．瑠璃光寺 H30.4.18 

 瑠璃光寺は曹洞宗の寺院で、山号は保寧山（ほねいざん）、本尊は薬師如来である。もともとこの地には、

北九州から近畿にかけて６ヶ国の守護を務め大内氏の全盛時代を築いた、大内氏 25 代義弘が、室町時代

に建立した香積寺（こうしゃくじ）があった。現在ある五重塔（国宝）は、義弘が応永の乱で幕府軍に敗れて

戦死した後、大内氏の後を継いだ弟の盛見（もりはる）が兄の菩提を弔うために建立したもの。 

 

一方、瑠璃光寺は大内氏の譜代の重臣だった陶（すえ）氏の 7 代当主弘房がなくなった時、その夫人が

夫の菩提を弔うために、文明 3 年(1471)に創建したのが始まりとされている。当初は安養寺と呼ばれ、山口

市仁保（にほ）にあった。その後明応元年(1492)に、瑠璃光寺と名を改めている。関ケ原の戦いの後、毛利

氏が萩に転封となった際に、香積寺が萩に移されることになったため、瑠璃光寺がその跡地に移転し、現在

に至っている。 
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五重塔（国宝）は大内文化の最高傑作といわれる。室町時代、嘉吉 2 年(1442)頃の建立。屋外にある五

重塔としては日本で 10番目に古く、京都の醍醐寺、奈良の法隆寺のものとならび日本三名塔の一つに数え

られることもある。 

高さ 31.2mで屋根は檜皮葺。二層にのみ回縁（まわりえん）がついているのが特徴である。建築様式は和

様であるが、回縁勾蘭の逆蓮頭や円形須弥壇など一部に禅宗様（唐様）が取り入れられている。 

 

 
瑠璃光寺 五重塔（国宝） 

 

境内に仏足石がある。仏足石とは釈迦の足の裏の形を表面に刻んだ石である。インドの初期仏教ではお

釈迦様を直接拝むことは恐れ多いとされ、仏足石や宝座、菩提樹などを代わりに拝んでいたそうである。仏

足石は東南アジアで広く見ることができ、仏足石の信仰は実は仏像よりも古く、世界最古の仏足石はスリラ

ンカにあって、なんと紀元前 4 世紀のものだそうである。両足の揃ったものが古い形式のもので、片足のも

のは比較的新しいものだそうである。日本では薬師寺にあるものが最古といわれている。 

 

古銭の形をした手水鉢が本堂の前にある。真ん中に□がありそれを四方の字で結んでみると「吾唯足知」

（われただたるをしる）と読める。現実に感謝して不平不満を言わず、より前進を誓うという意味であり禅宗

の寺によくある。 

   

瑠璃光寺 仏足石                瑠璃光寺 「吾唯足知」の手水鉢 

 

 香山（こうざん）公園の石畳は「うぐいす張りの石畳」と呼ばれている。この付近で手を叩いたり足を強く踏

み鳴らすと、前方の石段や石垣と反響して美しい音が帰ってくる。人為的に作ったものではなく、偶然にでき

たものである。この石畳の北の石段を登ったところに毛利家墓所がある。 
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香山公園の石畳 

 

３．錦帯橋 H30.4.18 

 日本三名橋の一つ「錦帯橋」は日本を代表する木造橋である。他に例を見ない特異な姿の五連の反り橋

が特徴で、大正 11年(1922)には国の名勝に指定されている。 

 

 慶長 13 年(1608)、初代藩主吉川広家は岩国城を築城した。その麓に居館や上級武士の屋敷を配置、中

下級武士の屋敷や町屋は錦川対岸の錦見に置き、岩国城下町を形成した。城と錦見は川幅約 200m の錦

川に隔てられており、藩政に橋は必須だった。 

 

 第 3 代藩主吉川広嘉は家臣の児玉九郎右衛門に架橋を命じ、延宝元年(1673)10 月、悲願の錦帯橋が完

成した。翌年洪水により一部が流失したが、その年のうちに敷石を強化して再建された。以来 276年間流失

することはなかった。 

しかし、昭和 25 年(1950)9 月、キジア台風により流失してしまった。昭和 28 年(1953) に再建されたが、そ

れから約 50 年を経て木部の傷みが目立ち、平成 13 年(2001)平成の架け替えが昔ながらの木組みの工法

で行われた。 

また、平成 17 年(2005)台風 14 号の未曾有の豪雨により橋杭が 2 本流失したが、平成 18 年(2006)修復

工事が完了した。  

    
錦帯橋                       錦帯橋の反り  

 

４．岩国城 H30.4.18 

 慶長 5年(1600)天下分け目の関ケ原の合戦に際し、毛利家宗家の広島城主毛利輝元（毛利元就の孫）は

石田三成方の西軍の総大将であったため、勝利した徳川家康によって中国 8 ヶ国の太守から長門・周防 2

ヶ国に削封。毛利氏存続のために奔走した吉川広家（毛利元就の孫）もまた月山富田城 12万石を没収され、

毛利氏領のうち周防で３万石を毛利輝元から与えられ岩国の地に移ってきた。 

 

 吉川広家は慶長６年(1601)から岩国城の築城に着手、京都伏見城の手伝い普請などに追われたため、よ
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うやく慶長 13年(1608)に完成した。 

 岩国城は錦川を見下す標高 300m の横山山頂に築かれた要害堅固な横山城と、山麓の城主の居館と藩

政を司る役所からなり、山麓部分を「土居」と称した。横山城には本丸を中心に北の丸と二の丸を配して、周

囲 5 基の櫓を設け、本丸北隅には三層四階の望楼型天守を築いた。この天守は南蛮風の外観を持つ独特

の造りであった。 

 

 吉川広家苦心の岩国城も元和元年(1615)の一国一城令で横山城は取り壊された。完成してから 7年の短

い運命であった。岩国城は周防で唯一の城であったが、徳川幕府への配慮と長府櫛崎城を一国一城令で

破却した毛利秀元との兼ね合いもあって取り壊されたものである。 

 横山城は破却されたが、山麓の土居は吉川氏 13 代の居館として明治維新を迎える。幕末の元治元年

(1864)「禁門の変」後の第一次長州征伐に際して、時の岩国藩主吉川経幹（つねまさ）は毛利宗家へは恭順

を説き、広島の幕府軍の元に赴いて謝罪し、長州藩を焦土の危機から救った。 

 しかし、慶応 2 年(1866)の第二次長州征伐では、吉川経幹は芸州口に兵を出撃させ、毛利宗家の遊撃郡

とともに幕府軍を迎撃して徹底的に打ち破った。これがやがて薩長連合軍による討幕ののろしとなる。 

   

岩国城 天守閣                  岩国城下と錦川 

 

５．広島城 H30.4.18 

 天正 16年(1588)、中国 9ヶ国 120万石の太守であった毛利輝元は、豊臣秀吉の招きに応じて一族の小早

川隆景や吉川広家らとともに上洛し、大阪城や京都の聚楽第を訪れて近世城郭の重要性を痛感、そこから

新たな城を造ることを決意したといわれている。 

 この時に毛利氏の居城であった吉田郡山城は、尼子氏の大軍を撃退した堅固な山城だったが、毛利氏に

とっては山間の吉田郡山城は政治、商業の中心地としては手狭だった。 

 そこで、海上交易路である瀬戸内海の水運が活かせ、大きな城下町を造れる海沿いの平野に拠点を移す

ことを考える。 

 天正 17 年(1589)、毛利輝元は太田川河口域を検知した後に築城を開始する。新たな城の構造は大阪城

を参考にし、縄張りは聚楽第を手本にしたといわれ、秀吉の側近で築城の名人といわれた黒田如水が起案

に参加している。また、秀吉の朝鮮出兵に於ける前線基地、名護屋城と大阪城を海路で繋ぐ中継基地とし

ても整備されたといわれている。 

 

 天正 18年(1590)には堀と城塁が施工、その翌年には毛利輝元が入城する。また、文禄元年(1592)には文

禄の役を指揮するために名護屋城へ向かう途中の秀吉がこの城に立ち寄っている。その後、慶長 4 年

(1599)に広島城は落成するが、完成当初は三重の堀が巡らされ、多くの馬出を備える実戦的な城構えで、

当時の大阪城に匹敵するほどの規模であったともいわれている。 

 

しかし、この城を造った毛利氏は、関ケ原の戦いにおいて西軍の総大将となったことで、その敗戦後は



6 

 

周防、長門 2 ヶ所に減封されてしまい、慶長 5年(1600)に広島を去る。そして関ヶ原において、東軍として戦

功を挙げた福島正則が 49 万 8 千石を得て、新たに広島へと入る。この城に入った福島正則は城下の整備

を進め、外郭が造られ、城下町が拡大され、ここに至って広島城は壮大な城郭となる。しかしこの大規模な

工事が徳川家康を怒らせてしまい、福島正則は謹慎を言い渡され、元和 5 年(1619)には、洪水による被害

の修復を無届で改築したと咎められ、ついに改易の憂き目となり、信濃、川中島へと転封されてしまう。 

 

 その後、そんな福島正則に代わって広島城に入った人物は浅野長晟（ながあきら）だった。これ以降広島

城は広島藩 42万 6千石の太守、浅野家 12代の居城となり、明治維新を迎える。 

 

広島城 天守閣 

 

６．原爆ドーム H30.4.18 

 原爆は原爆ドーム（当時の広島県産業奨励館）から南東約 160m、高度約 600m の位置で炸裂、この時の

爆風は 1平方メートルあたり 35 トンの圧力を持ち、風速は秒速 440メートルという凄まじいものだった。同館

は激しい爆風と熱線を浴びて、火を噴きだして燃え上がったといわれている。爆風がほとんど上から真っ直

ぐに働いたため、奇跡的に厚い側面の壁や鉄骨のドーム部分などは倒壊を免れた。しかし、建物内にいた

人は全員即死、建物内部は熱線による火災で全焼という惨事を招いた。鉄骨がむき出しになった 

 ドームは、いつからか「原爆ドーム」と呼ばれるようになった。 

 

   

原爆ドーム                     原爆ドーム 
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７．向上寺 H30.4.19 

 向上寺は応永 10 年(1403)に三原にある臨済宗仏通寺の修験者の宿泊施設として創建。さらに足利幕府

の 4代将軍義時により、室町幕府の祈願所に指定されて繁栄。永享 4年(1432)に建立された三重塔は高さ

19m、室町時代の禅宗建築の粋を集めた唐様と和様の折衷型の美しい建築で国宝に指定されている。 

 瀬戸田港を見守るように立つ三重塔は多くのカメラマンや画家の目を引き付け、地元の瀬戸田町出身で

日本画家の平山郁夫氏のしまなみ海道五十三次のスケッチポイントにもなり、そのスケッチは同じく瀬戸田

町にある平山郁夫美術館の表紙にもなっている。 

 

向上寺 三重塔（国宝） 

 

８．耕三寺博物館 H30.4.19 

 耕三寺とは、大正～昭和初期にかけて、大阪で事業家として成功した「耕三寺耕三」という人が、母の死

後、その菩提を弔うために建てたお寺。仏門に入って僧籍をとり、残りの余生 30余年をかけて造営したもの

で、広大な境内には、日本各地の有名な歴史的建造物を模した建物が、ところ狭しと並んでいる。 

  うち、15 の建物は国登録有形文化財に指定されている。日光東照宮の陽明門を模した孝養門。平等院

鳳凰堂を模した本堂。本堂右手の小高い丘に見える多宝塔は、紫式部ゆかりの滋賀県石山寺の党を模し

たもの。その他にも法隆寺夢殿、四天王寺金堂、新薬師寺本堂などのフェイク建築物がある。 

 

   
耕三寺 五重塔                  耕三寺 彫刻壁画 

 

９．平山郁夫美術館  H30.4.19 

 平山郁夫は昭和 5 年(1930)瀬戸田町に生まれ、瀬戸内の青い海や緑の島々の織り成す豊かな自然の中

で少年期を過ごした。神秘的な潮の流れや群青色の海は、平山少年の心に大きな影響を及ぼした。画家平

山郁夫の感性は、瀬戸内の風土に育まれたといえる。 

  

 昭和 20 年(1945)8 月 6 日、広島市で被爆。その後遺症に苦しめられたが、やがて「仏教伝来」を初めとす
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る平和を願う作品を多く描くことになった。仏教がもたらした日本文化の源流を求めて、東西文化の交流の

路シルクロードへと、平山の思いは、時空を越えて広がっていった。玄奘三蔵による仏教東漸の道を辿る取

材旅行は、現在 35万キロにも及んでいる。 

 こうした平山郁夫の生い立ちや貴重な少年時代の絵画などを紹介し、さらにスケッチや下絵等の生の資

料や晩年の作品も展示されている。 

 

 
平山郁夫美術館入口 

 

１０．福山城 H30.4.19 

 安芸・備後二国 49 万 8 千石を領していた福島正則が、武家諸法度に違反したとして所領没収のうえ転封

（改易処分に等しい）され信濃国川中島へ移されたあと、安芸国と備後の一部は浅野氏が 42 万石で入府。

備後国の東南部、備後七郡と備中小田郡の一部 10 万石の領主として、譜代大名の水野日向守勝成が大

和郡山 6 万石から元和 5 年(1619)神辺城に入城。勝成は領内を歩き海路を押さえる鞆城などを検分し、ま

た陸路を押さえる神辺城も海路に不便なため、元和 6 年(1620)春常興寺山に築城を開始し、元和 8 年 8 月

に新城を完成させ城下を福山と呼んだ。 

 

 元和の一国一城令で、御三家の水戸、和歌山でさえ許されなかった白亜の五重天守は、天守の中心に二

本の大柱で全体を支える構造になっていて、姫路城大天守と同様であった。窓枠には銅板を巻き付けて補

強し、壁面は総漆喰塗りの城壁、但し北面だけは総鉄板張り。内部は各階に天井板を張っており、建築用

材には極上のヒバ材を使用していたといわれている。 

 福山城は天守以外にも櫓の多い堅牢な城郭で、特に京都で廃された伏見城や、廃城となった神辺城から

の移築物が多く、伏見御殿・御湯殿・伏見櫓・筋鉄御門・月見櫓（以上伏見城から）や神辺一番槍・同二番

槍・同三番槍・同四番槍（以上神辺城から）などが代表的なものである。これらを含めて福山城に関する文

献では三重櫓が７基、二重櫓が 16 基備えられ、本丸と二の丸はほぼ全面を多聞櫓で囲っていたとあり、多

聞櫓の総延長は約 570mに及び各曲輪は総石垣造りとなっていた。 

 

 城下町は西と南に侍屋敷、東の一部を町人町とし、その外側に下級家臣の屋敷、さらに寺を町のまわり

に置き、町全体を芦田川とその分流によって包み込む形だった。外堀と内堀には、満潮時には海水を入れ、

干潮時には芦田川の水を引き入れいつも満水としていた。 

  

 城郭規模は 30 万石に匹敵する大きな城であり、いかに福山城が山陽道鎮撫の重要な使命を負っていた

かがわかる。明治維新後、福山城は廃城となり、堀は順次埋め立てられ建築物も数多く解体されたが、幸

運にも天守・伏見御殿・御湯殿など本丸内の建築物はいくつか残された。このため天守は旧国宝に指定さ

れ保全が図られたが、昭和 20 年 8 月 8 日福山空襲により惜しくも焼失した。わずかに残ったのが伏見櫓・

筋鉄御門・鐘櫓・旧内藤邸長屋門だけになった。 

 昭和 41 年秋天守が再建され福山城博物館として公開された。現在は御湯殿・月見櫓・鏡櫓も再建されて
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いる。 

   

福山城 天守閣                  福山城 石垣 

 

１１．大原美術館・倉敷美観地区 H30,4.19 

 大原孫三郎(1880～1943)は、倉敷紡績などの企業を経営する一方で、病院や研究所を創立するなど公益

性の高い諸事業を推進した。その後孫三郎の経済的支援で 1908 年に渡欧した洋画家の児島虎次郎(1881

～1929)は、自らの画業の研鑽に励むと共に、西洋の優れた美術作品の収集と公開を孫三郎へと提言する。

それに応じた孫三郎の支援で、虎次郎はさらに 2度の渡欧を果たし、クロード・モネやアンリ・マティスから直

接作品を購入するなどして西洋の近代美術を、またエジプトや西アジアの古代からの作品を収集した。 

 それらの収集品と虎次郎自身の作品を公開するため 1930年に創設されたのが大原美術館である。 

 

 

大原美術館 

 

風にそよぐ柳並木や、白壁となまこ壁が美しいコントラストを見せて倉敷川に影をおとし、伝統的な日本建

築の美しさをよく残している。この一帯は、江戸時代には米の積出地として栄えたところで土蔵などから往時

をしのぶことができる。 

 地元ではこの一帯を「美観地区」と呼び世界的名画を収蔵している大原美術館をはじめ民芸館、考古館、

郷土玩具館など文化的施設もある。 
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倉敷美観地区                  倉敷美観地区 

 

１２．備中松山城  H30.4.20 

 備中松山城は、仁治元年(1240)秋庭重信が臥牛山の主峰大松山に砦を築いたのが始まりとされる。 

 

 戦国時代には、三村家が城主となり備中支配の拠点となった。家親は、毛利元就と組んで勢力を拡大し

てゆき、備中を統一。さらに美作、備前などにも兵を進め、宇喜多秀家と激しく対立するようになり、戦いを

有利に進めていた。しかし、家親は、永禄 9年(1566) 直家の配下に暗殺されてしまう。跡を継いだ息子の元

親は永禄 10 年(1567)、復讐に燃え宇喜多氏討伐の兵を進めるが、大敗（明善治合戦）。その後、天正 2 年

(1574)、毛利氏が仇である宇喜多直家と結んだため、元親は毛利を離れ、織田信長と手を結ぶことになる。 

 これに危機感を感じた毛利家は、小早川隆景が 8 万ともいわれる大軍を率いて三村氏討伐を開始。元親

は備中松山城を「砦二十一丸」と呼ばれる出丸を築いて臥牛山全体を要塞化していたため、毛利軍率いる

隆景は城を取り囲んで無理攻めをせず、周囲の城から落としていった。備中松山城は裸城となり、城が包

囲されて 1 ヶ月もたつと三村軍は内部から崩れ始め、元親も自刃して城は陥落する（備中兵乱）。以後、毛

利家の東武進出の拠点として機能し、その支配は関ヶ原の戦いで毛利家が減封されるまで続く。 

 

 関ヶ原の戦い後は、徳川幕府の城番として、小堀政次、正一（遠州）親子が城に入り、修改築を行った。以

後、池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏と次々と城主が変わった。その中で、現在残っている城郭に

大規模な改修を行ったのが水谷勝宗である。 

 

 幕末に備中松山藩を治めた板倉家は幕府の重鎮であったため、戊辰戦争では当然、新政府軍の標的と

なったが、留守である藩主に代わり山田方谷が無血開城することになる。ちなみに藩主の板倉勝静は、最

後まで幕府に忠誠を尽くし、五稜郭まで新政府軍と戦った忠臣であった。 

   

備中松山城 高石垣               備中松山城 天守 
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１３．鬼ノ城 H30.4.20 

 白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗した大和朝廷は倭（日本）の防衛のために、対馬から畿内に至る

要衝に様々な防御施設を築いている。鬼ノ城（きのじょう）は史書に記載がなく、築城年は不明であるが、発

掘調査では 7世紀後半に築かれたとされている。 

 鬼ノ城は、吉備高原の南麓に位置し、標高 397m の鬼城山の山頂部に所在する。すり鉢を伏せた形の山

容の7～9合目の外周を、石塁・土塁による城壁が鉢巻状に 2.8kmに亘って巡る。城壁で囲まれた城内の面

積は、約 30haである。城壁は土塁が主体で、城門 4 ヶ所・角楼・水門 6 ヶ所などで構成される。   

 

 鬼ノ城の南麓の低丘陵が南北から突出して狭くなった田園地帯に、水城状遺構がある。版築状の土塁で、

長さ約 300mx 高さ約 3mx基底部幅約 21m を測り、土塁の上部に人々が集住する。水城と大野城の関係と

同様に、城への進入路を遮断した軍事施設とされている。 

 

 瀬戸内海は、いにしえから海外交流交易の主海路である。東端の難波津（港）の西方、約 80km に吉備津

（港）は位置する。吉備津の西方、約 240km に郡大津の博多湾がある。吉備津は、東西航路のはぼ中間点

に位置する。鬼ノ城の山麓一帯は、権威を誇った古代吉備の中心部であり、鬼ノ城は吉備津から約 11kmで

ある。  

 

 「日本書紀」に記載された白村江の戦いと、防御施設の設置記事は下記の通り。天智天皇 2 年(663)白村

江の戦いで、倭（日本）百済復興軍は、朝鮮半島で唐・新羅連合軍に大敗する。 

 天智天皇 3 年(664)対馬島・壱岐島・筑紫国などに防人と烽（とぶひ）を配備し、筑紫国に水城を築く。天智

天皇 4年(665)長門国に城を築き、筑紫国に大野城と基肄城を築く。 

 天智天皇 6 年(667)大和国に高安城・讃岐国に屋嶋城・対馬国に金田城を築く。この年、中大兄皇子は大

津に遷都し、翌年の正月に天智天皇となる。 

 

   

鬼ノ城 西門                   鬼ノ城 角楼 

 

１４．岡山城 H30.4.20 

 天正元年(1573)、宇喜多直家が当時ここの城主であった金光崇高を滅ぼし、その城を修築した後、沼城か

ら移ってきた。 

 今の岡山城を築いたのは宇喜多直家の実子、秀家で時の天下人、豊臣秀吉の養子となって「秀」の一字

をもらった人物である。秀吉が天下を握ると、秀家は父の遺領である備前・美作のほかに備中の一部ももら

い、57万4千石の大大名となった。そして年若くして、参議従三位という異例の出世をとげ、「備前宰相」と呼

ばれた。 

 こうなると、今の石山の小さな城では満足できず、秀吉のアドバイスに従い、現在天守閣の立つ場所「岡

山」という名の小さな丘の上に、新しく旭川の流れをつけかえて、掘削した土砂を盛り上げ、上中下三段の

地形を造成した。そして天正18年(1590)から本格的な城づくりを開始した。途中、秀吉の朝鮮半島への進行
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には、総大将として出陣したが、帰ってくるとすぐに工事を継続し、ついに慶長 2年(1597)の天守閣の完成で

一応城づくりの全工事を完了した。起工以来実に 8 年にも及ぶ大事業であった。秀家の築いた天守閣は、

石垣からの高さが 20.5m、二階建ての建物を大中小の三つに重三層六階の構造である。外壁の下見坂に

は黒漆が塗られていたので、太陽光に照らされるあたかも烏の濡れ羽色によく似ていたため、「烏城（うじょ

う）」の別名がある。 

 

 明治 2 年(1869)、岡山城は国の所有となったものの、これら全ての建物を維持していくことができず、明治

15年(1882)以降に残されたものは、僅かに天守閣・月見櫓・西の丸西手櫓および石山門の 4棟であった。 

 昭和 20年(1945)6月 29日の市街地空襲で惜しくも天守閣・石山門を焼失してしまった。現在の天守閣は、

昭和 41年(1966)に作られた鉄筋コンクリート造りだが、外観は旧状通りに再現された。 

 

   

岡山城 不明（あかずの）門           岡山城 天守閣 

 

１５．後楽園 H30.4.20 

 後楽園は、岡山藩主池田綱政が家臣の津田永忠に命じて、貞享 4年(1687)に着工、元禄 13年(1700)には

一応の完成を見た。その後も、藩主の好みで手が加えられたが、江戸時代の姿を大きく変えることなく現在

に伝えられてきた。 

 後楽園は、かって藩主の静養の場、賓客接待の場として使われたが、日を定めて藩内の人々にも観覧が

許されていた。 

明治 17年(1884)に岡山県に譲渡され、一般公開された。 

 昭和9年(1934)の水害、昭和20年の戦災では大きな被害を被ったが、江戸時代の絵図に基づいて復旧を

行った。 

 昭和 27年には文化財保護法による「特別名勝」に指定された。 

   
後楽園                       後楽園 

 

相生ペーロン祭 H30.4.20 

相生ペーロン祭は播州路に初夏を告げる一大イベントで毎年 5 月最終日曜日に相生湾で盛大に開催さ
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れる。その前日（土曜日）には、およそ５千発の花火が打ち上げられる豪華な海上花火大会が開かれる。ペ

ーロンの起源は、紀元前３世紀中国の戦国時代に白龍（パイロン）という小舟で競漕したのが始まりといわ

れている。ペーロンはパイロンがなまったもので、わが国に伝わったのは江戸時代初期で、中国船が長崎

港を訪れた時強風のため出港できず、船員の怒りを鎮めるためにペーロン競漕を湾内で行ったのが始まり

で、相生市では大正 1１年、長崎県出身の造船所従業員が異郷でふるさとを偲んで始めたのが相生ペーロ

ンの起こりである。 

現在のペーロン船は長さ 12m、巾 1.58m で艇長１名、舵取１名、太鼓１名、ドラ１名、漕手２８名、計３２名

が乗り込み、漕手は艇長のもつ采配の指揮に従って中国特有のドラと太鼓の音に合わせて力漕する。 

    
相生ペーロン船                  道の駅あいおい白龍城 

 

１６．鳥取城、仁風閣 H30.5.25 

 天文 14年(1545)天神山城を本拠としていた因幡の守護山名誠通が出城として、標高 263mの久松山に築

城したのが鳥取城の始まりである。山名氏は11ヶ国の守護職に任られるほどの大勢力を有していた名族で

あったが、戦国時代末期になると次第にその勢力も衰え、わずかに因幡・但馬に勢力を保つのみであった。

天正元年(1573)山名豊国が鳥取城を因幡山名氏の本城として整備し、中国の大勢力にのし上がってきた毛

利氏一族の吉川経家の傘下となった。天正 4年(1576)足利市最後の将軍足利義昭が織田信長に追われて

毛利氏のもとに落ちのびると、信長は羽柴秀吉を総大将に任じて中国攻めを命じる。天正 8 年(1580)の鳥

取城攻めでは山名豊国は秀吉の軍門に降ったが、家臣が山名豊 

国を追放したことから毛利氏は吉川経家を鳥取城主とする。天正 9年(1581)秀吉は 2万の大軍で鳥取城

を取り囲み、軍師黒田官兵衛の進言で兵糧攻めの作戦をとった。このため鳥取城内では飢餓地獄に陥り、

籠城 4 ヶ月にして吉川経家はついに開城して自刃した。 

 

 慶長 5年(1600)の関ケ原の合戦後、池田長吉が 6万石で鳥取城主となると、城の中心を久松山山麓に移

して、4年がかりで城の大改築を行い、ほぼ現在に伝わる鳥取城が完成した。元和 3年(1617)姫路から池田

光政が 32 万 5 千石で鳥取城主となり、城下町の整備を行った。寛永 9 年(1632)岡山城主の池田光伸が光

政と入れ替わって鳥取城主となり、以後光伸系の池田氏 12代で明治維新を迎えた。 

   

鳥取城 石垣                    仁風閣（重文） 
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仁風閣は旧藩主池田家によって明治 40年に建てられた洋風建築で、国の重要文化財に指定されている。

宮廷建築の第一人者片山博士が設計。全体にフレンチ型ルネッサンス様式を基調とした白亜の木造瓦葺

二階建てで、バロック風な軒飾りが施してある。 

 明治 40 年、時の皇太子（大正天皇）の山陰地方行啓の宿舎として使用されたので各室が御座所・謁見所

などと呼ばれている。 

 

１７．月山富田城 H30.5.25 

  持久―清貞―経久―政久―晴久―義久 

           国久―誠久―勝久 

        久幸 

 応永 2 年(1395)江州京極高詮の守護代として富田城に入り、出雲・隠岐両国を治めようと決意したのが尼

子持久であった。そして持久の子・清貞が家督を相続し、京極からの独立を図るが失敗に終わる。2 年後、

清貞の嫡男・経久は富田城を攻め、富田城乗っ取りに成功した。さらに近隣諸国を次々と幕下に加え、経久

の体制は確実に強化されていった。 

 しかし、その中で、永正 15年(1518)経久の嫡男・政久は阿用にて討ち死にする。大永元年(1511)尼子の武

威は旭日昇天の勢いでのぼり、安芸・備後・備中・備前・美作・播磨・因幡・伯耆・出雲・石見・隠岐等、山陰・

山陽 11 ヶ国をその手に握り、尼子氏は全盛を迎えた。 

 天文 6 年(1527)尼子の基礎を築いた経久も孫・晴久に家督を譲る。天文 9 年(1540)には、郡山の城主・毛

利元就の叛逆が増長するをみかね、元就征伐のため晴久は郡山城へ軍を起こした。翌年、経久の片腕とし

て尼子氏繁栄に尽力した弟・久幸は、毛利氏との合戦で戦死する。 

 天文 23 年(1554)経久の二男・国久を長とし、尼子氏の中で最強の軍団・新宮党に目をつけた毛利元就は、

謀をめぐらせ晴久と仲違いをさせ、国久・誠久（さねひさ）父子は晴久に殺害される。こうして新宮党は族滅、

ただ一人誠久の五男・孫四郎が落ち延びる。 

 永禄 3年(1560)晴久頓死により、嫡男・義久が跡を継ぐが、新宮党亡き後、戦闘能力の激減した尼子氏は、

山中鹿介を中心とする尼子十勇士の活躍も及ばず永禄 9 年(1566)ついに毛利の軍門に降り、富田城を開

城した。 

 

   

月山富田城 三の丸               月山富田城 本丸 

 

１８．松江城 H30.5.26 

 堀尾吉晴は、慶長 5 年(1600)の関ケ原の合戦の功績により、遠州浜松から出雲・隠岐 24 万石の大名とし

て広瀬の月山富田城に入城。しかし、月山富田城は周囲を山々に囲まれた中世以来の山城で、大砲などを

使う近代戦に不利であったこと、また家臣を住まわせる広大な城下町を形成するには土地も狭く、交通も不

便であった。そのため宍道湖のほとりの標高 28mの亀田山に築城を計画。慶長 12年(1607)に着工。5年間
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にわたる難工事の末、慶長 16年(1611)に完成した。 

 城郭の広さは東西 360m、南北 560m もあり、周囲に幅 20～30m の内堀をめぐらしていた。その横尾氏に

替わって寛永 11 年(1634)若狭小浜から京極忠高が松江城主となり、斐伊川などの治水に努めたが、寛永

15年(1603)病死したため京極氏は 1代で終わった。 

 

 同年、徳川家康の孫にあたる松平直政が信濃松本より 18万 6千石で入城。以後、松江城は松平氏 10代

の居城として明治維新を迎える。松平氏の中でも七代藩主治郷（はるさと）は政治手腕だけでなく、茶道にも

通じ、不昧（ふまい）と号して茶道石州不昧派の元祖となり、現在でもなお松江の人々に不昧公の名で親し

まれている。 

 

 松江城は明治になって城内の建物は天守を除きすべて取り壊され、天守も米 100俵(180円)で売却される

ところだったが、有志の保存運動で救われ、天守が今に残ることになった。 

   

松江城 一ノ門                        松江城 天守閣 

 

１９．郡山城 H30.5.26 

 村々に発生した地侍を次々と支配下に置き、大和を統一したのが筒井順慶である。順慶は織田信長を後

ろ盾として天正 4年(1576)に大和支配を成し遂げ、天正 8年(1580)に郡山に入城した。順慶入城の直前から、

郡山一帯には市場が形成されて賑わいをみせていたが、この地にさらなる繁栄がもたらされた。 

 順慶には今も語り継がれるエピソードがある。天正 10 年(1582)に本能寺の変が起こり、親しかった明智光

秀より洞ケ峠に出兵を促されるが、順慶は悩み、結局動かず日和見を決め込む。これを「洞ケ峠をきめこむ」

といい、旗色のいい方につくという悪い意味でのことばとして残ってしまった。 

 

 豊臣秀吉の弟である豊臣秀長は、筒井家の後を引き継ぎ、天正 1３年(1585)に郡山城に入城した。秀長は

実務派であり、秀吉の参謀役として数々の功績を立て、郡山に入った時は、大和・和泉・紀伊の三国、百万

石を領有した。 

 秀長の入城後、郡山は政治的、経済的に大きな意義をもつようになる。百万石の領主にふさわしい城郭を

構築するとともに、箱本十三町といわれる新しい自治制度を始めた。奈良での商売を一切禁止し、近隣の

町からも商人・職人を呼び寄せるなどして商業を郡山へ集積させた。そして様々な大事業を成し遂げたもの

の、秀長は 51歳で死去し、在任期間は 6年余りという短い期間だった。 

 

 豊臣秀長の没後は、水野勝成や松平忠明、本多正勝など領主が目まぐるしく変わった。そして江戸時代、

郡山繁栄の立役者として活躍したのは柳沢吉里である。吉里は、貞享 4 年(1687)に柳沢吉保の長男として

江戸上屋敷に生まれた。宝永 6 年(1709)、吉保の後を継ぎ甲斐守として甲斐城主となり、その後将軍吉宗

の命を受け、大和、近江、河内、伊勢の 4 ヶ国を領する。そして享保 9 年(1724)、郡山に入城し郡山城主柳
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沢家初代となった。 

 吉里は、郡山に養蚕を持ち込み奨励し、経済を振興させた。また、趣味で飼っていた金魚も運んだことか

ら、この地での金魚養殖が始められるようになり、幕末の頃には下級藩士の副業として、明治維新後には

職禄を失った藩士や農家の副業として盛んに行われるようになった。 

 

   
郡山城 本丸                  洞春寺 毛利元就・一族の墓所 

 

２０．津山城 H30.5.27 

 慶長 8年(1603)、美作一国 18万 6千５百石の国持ち大名となった森忠政は、吉井川と宮川の合流点を見

下ろす小高い「鶴山」を城地と決定し、翌慶長 9年(1604)「鶴山」を「津山」と改めて城と城下町の建設を開始

した。 

 途中、江戸城や駿府城普請、大坂の陣への出陣などに多くの年月を費やしたが、足かけ 13年を経て元和

2年(1616)にようやく築城工事は終了した。 

   

 森氏は初代の忠政から 4代続いたが、元禄 10年(1697)、4代藩主長成（ながのり）の後継ぎを立てられず

に領地没収となり、翌元禄 11 年には松平宜富（のぶとみ）が美作 10 万石を領し津山城主となった。その後

松平氏は慶倫（よしとも）まで 9代続き明治維新を迎える。 

 

 江戸時代の終焉とともにその役目を終えた津山城は明治 6年(1873)には取り壊しが決まり、明治 7年から

明治 8年にかけて石垣を残して全ての建物が解体され払い下げられた。 

 

   
津山城 石垣                  津山城 備中櫓 

 

２１．津和野城 H30.5.30 

  文永・弘安の役（蒙古襲来）の軍功により、鎌倉幕府は弘安 5 年(1282)吉見頼行を能登国から西石見の

地頭に任命し、海岸防備にあたらせた。吉見頼行は永仁 3年(1295)から標高 372mの城山の山頂に築城を

開始、正中元年(1324)、吉見氏 2代頼直の時に完成したといわれ、当時は三本松城と呼ばれていた。 

 以後、吉見氏は鎌倉時代から戦国時代にかけ 14 代 300 年間にわたって、逐次城の増改築を行い、要害
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堅固な中世山城を築き上げた。戦国時代に入って、天文 23 年(1554)11 代吉見正頼の時、津和野城は周

防・長門の守護大名であった大内義隆を滅ぼした陶晴賢（すえはるかた）の大攻撃を受けたが、100 日余の

籠城戦の末に陶晴賢を退却させた戦いは有名で、世に「三本松城の役」と呼ばれ、この山城の要害堅固さ

を天下に知らしめた。 

 

慶長 5 年(1600)関ケ原の合戦に際して、14 代吉見広長は西軍の総大将である毛利輝元に従ったため、

毛利氏の萩へ転封にともなって長門に転出。替わって関ケ原の合戦で軍功のあった坂崎出羽守直盛が津

和野城主となり、城の大修築を行い、高石垣の近世山城を築き上げ、現在見られるような津和野城跡の原

型を造り上げた。この坂崎出羽守も千姫事件のため 1 代でお家断絶となり、元和 3 年(1617)亀井政矩が因

幡鹿野より 4万 3千石で入封。以後、津和野城は亀井氏 11代の居城として明治維新を迎える。 

 

   
津和野城 三十間台              津和野城 人質櫓台 

 

２２．萩城 H30.5.30 

 慶長 5 年(1600)天下分け目の関ケ原の合戦に際して、広島城主毛利輝元（毛利元就の孫）は石田三成方

の西軍の総大将となったが、徳川家康方の東軍に敗れたため、中国 8 ヶ国 120万石を没収され、輝元の子

毛利秀就に対して、改めて長門・周防 36 万石が与えられた。しかし、秀就はわずか 5 歳だったので隠居の

身となった毛利輝元が実質上の領主として采配を振るった。 

 

 毛利輝元は領内の防府、山口、萩の３ヶ所を築城の候補地に挙げたが、徳川幕府の裁定は所領の外れ

にあたる萩の地で、外様大名中の雄藩毛利氏を山陰の僻遠地に封じ込めた。築城に望ましい阿武川河口

のデルタ地帯は未開の地であったが、輝元は満潮時に海に沈んでしまう土地を埋め立てて指月山を陸続き

とさせ、指月山山頂に詰めの城、山麓には本城とする萩城を築き上げた。 

 

 慶長 9 年(1604)に着工、当時の建築技術を駆使し、総力を挙げて築城工事が行われたが、家臣や領民の

負担も大きく、完成したのは4年後の慶長13年(1608)であった。毛利氏は萩城を本城とし、長府・徳山・清末

の 3支藩と岩国城の吉川氏を領国内に配したが、元和元年(1615)の一国一城令で萩城を残して、他は表面

上廃城となった。 

 

 廃城が歴史の表舞台に登場するのは幕末になってからである。長州藩は尊王攘夷派と旧守派が鋭く対立、

尊王攘夷派に担ぎ上げられた 13代藩主毛利敬親（たかちか）は萩城では尊王攘夷を実行できないと判断し

て、文久 3年(1863)徳川幕府に無断で本拠地を山口に移した。 

 

 元治元年(1864)、長州の尊王攘夷派が「禁門の変」を引き起こしたため、徳川幕府は第一次長州征伐に

乗り出し、毛利敬親は萩城に戻されて謹慎の身となる。この時、旧守派が萩城を本拠に独立政府を樹立す

るが、長府で倒幕の兵を挙げた高杉晋作率いる奇兵隊に敗れて萩城は廃城。毛利敬親は再び山口に戻り、
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長州藩は坂本龍馬の斡旋で薩摩藩と手を結んで倒幕に成功、薩長を中心にした明治維新を樹立する。 

 

   
萩城 天守台                   萩城 内堀 

 


