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１．明通寺 H30.4.27 

  明通時（みょうつうじ）は、福井県小浜市門前にある真言宗御室派の寺院。本尊は薬師 

 如来。大同元年(806)、坂上田村麻呂によって創建されたと伝えられる。本堂と三重塔は 

 国宝である。 

   

  延暦のむかし、この山中に一大棡樹（ゆずり木）があり、その下に世人に異なる不思議 

 な老居士が住んでいた。たまたま坂上田村麻呂がある夜、悪夢を感じ老居士の命ずるまま 

 に天下泰平、諸人安穏のため、大同元年(806)、このところに堂塔を創建し、居士また棡 

 の木を切って、薬師如来、降三世明王、深沙大将の三体を彫って安置したという。   

  現存する本堂、三重塔は鎌倉時代中期、13 世紀のもので中興の祖である僧・頼禅によ 

 って復興されたものである。  

   

明通寺 山門              明通寺 三重塔（国宝） 

 

 

２．一乗谷城 H30.4.28 

 一乗谷朝倉氏遺跡 

  「朝倉始末記」によれば文明 3 年(1471)に戦国初代朝倉敏景（孝景、教景）が黒丸館 

 から本拠を移したと記されている。しかし、「朝倉家伝記」や「朝倉家記」などの新資料 

 によると、朝倉氏は南北朝時代には、一乗谷を本拠にしていたようである。文明年間には 

 重臣が一乗谷に集住するようになり、また、足利将軍家の分家である鞍谷公方などもいた 

 ことから応仁の乱により荒廃した京から、多くの公家や高僧、文人、学者たちが避難して 

 きたため一乗谷は飛躍的に発展し、華やかな京文化が開花した。このため北ノ京とも呼ば 
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 れた。戦国 4 代朝倉孝景の頃から全盛期を迎え、最盛期には人口 1 万人を超え、越前の 

 中心地として栄えていた。 

 

  明応 8 年(1499)には足利義植が朝倉貞景を頼りに来訪する。永禄 10 年(1567)には戦国 

 5 代朝倉義景が足利義昭を安養寺に迎える。義景は義昭を歓待するが、義昭は上洛を果た 

 すため織田信長を頼って美濃国に出国する。 

 

  天正元年(1573)、刀禰坂の戦いに大敗した義景は一乗谷を放棄し大野へ逃れる。翌日、 

 信長の軍勢によって火を放たれ一乗谷は灰燼に帰した。この戦の功績により信長から守 

 護代職を与えられた朝倉氏旧臣の桂田長俊（前波吉継）が一乗谷に館を構え、越前を統治 

 していた。しかし、同じ旧臣である富田長繁ら国人は長俊に反感を抱いており、民衆に 

 一揆を起こさせるべく画策した。天正 3 年(1575)、吉田郡志比庄で一揆が蜂起、翌日には 

 長繁を先頭に坂井郡、吉田郡、足羽郡の一揆勢 3 万 3 千人が一乗谷に攻め入り、長俊は 

 一揆もろとも討ち取られた。信長が一揆を平定した後、越前八郡を与えられた柴田勝家 

 は本拠を水運・陸運に便利な北ノ庄に構えたため、辺境となった一乗谷は田畑の下に埋も 

 れていった。優れた造りの庭園も堆積する土砂に埋もれたが、昭和 42 年(1967)に発掘が 

 開始され注目されるようになった。 

 

 一乗谷城 

  朝倉氏によって当主館の東側背後、西方に福井平野を一望できる標高 473m の一乗城 

 山に築城された中世山城。15 世紀前半には築かれていたと考えられる。一度も戦闘に 

 使用されることなく廃城となった。現在でも、曲輪、空堀、堀切、竪堀、土塁や伏兵穴 

 跡などの遺構が尾根や谷筋に沿って残っている。全長 1.5km、幅 200m の曲輪を配し、主 

 郭部分はおよそ 600mｘ200m である。本丸（千畳敷）は標高 416m に位置し、東西へ尾 

 根伝いに一の丸(443m)、二の丸(463m)、三の丸(473m)となる。各曲輪は堀切によって 

 区切られている。 

   
一乗谷 朝倉氏遺跡            一乗谷城 三の丸跡 
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３．永平寺 H20.3.9、H30.4.28 

  永平寺（えいへいじ）は、福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗の寺院。總持寺と並ぶ 

 日本曹洞宗の中心寺院（大本山）である。開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀 

 如来の三世仏である。 

 

  幼児に父母を亡くした道元は仏教への志が強く、14 歳で当時の仏教の最高学府である 

 比叡山延暦寺に上り仏門に入った。道元には「天台の教えでは、人は皆生まれながらにし 

 て、本来持っている（本覚思想）はずなのに、なぜ厳しい修業をしなければ悟りが得られ 

 ないのか」という強い疑問があった。道元は日本臨済宗の宗祖である建仁寺の栄西に教え 

 を請いたいと思ったが、栄西は道元が出家した 2 年後に、既に世を去っていた。 

 

  比叡山を下りた道元は、建保 5 年(1217)建仁寺に入り、栄西の直弟子である明全に師 

 事した。しかし、ここでも道元の疑問に対する答えは得られず、真の仏法を学ぶには中国 

 （宋）で学ぶしかないと道元は考えた。師の明全も同じ考えであり、彼ら 2 人は師弟とも 

 ども貞応 2 年(1223)に渡宋する。 

 

  道元は天童山景徳寺の如浄に入門し、修業した。如浄の禅風はひたすら坐禅に打ち込む 

 「只管打坐（しかんたざ）」を強調したものであり、道元の思想もその影響を受けている。 

 道元は如浄の法を嗣ぐことを許され、4 年あまりの滞在を終えて帰国した。なお、一緒に 

 渡宋した明全は渡航 2 年後に現地で倒れ、2 度と日本の地を踏むことはできなかった。 

 

  日本へ戻った道元は初め建仁寺に住し、のちには深草（京都市伏見区）に興聖寺を建立 

 して説法と著述に励んだが、旧仏教勢力の比叡山からの激しい迫害に遭う。 

 

  旧仏教勢力の迫害を避け新たな道場を築くため、道元は信徒の一人であった越前国の 

 土豪・波多野義重の請いにより、興聖寺を去って、義重の領地のある越前国志比庄に向か 

 うことになる。寛元元年(1243)であった。 

 

  当初、義重は道元を吉峰寺へ招いた。この寺は白山信仰に関連する天台寺院で、現在の 

 永平寺より奥まった雪深い山中にあり、道元はここでひと冬過ごすが、翌寛元 2 年(1244) 

 には吉峰寺よりも里に近い土地に傘松峰大佛寺を建立する。これが永平寺の開創であり、 

 寛元 4 年(1246)に山号寺号を吉祥山永平寺と改めている。 

 

  暦応 3 年(1340)には兵火で伽藍が焼失、応仁の乱の最中の文明 5 年(1473)でも焼失し 

 た。その後も火災に見舞われ、現存の講堂は全て近世以降のものである。 
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吉祥山永平寺              永平寺 山門 

 
永平寺 講堂 

 

 

４．丸岡城 H20.10.10、H30.4.28 

  天正 4 年(1576)織田信長の家臣で、越前ほぼ一体を領していた柴田勝家の甥である勝 

 豊により築城され、勝豊はそれまでの豊原寺城から当城に移った。 

  天正 10 年(1582)本能寺の変の後の清須会議により、勝豊は近江国長浜城に移された。 

 代わって勝家は安井家清を城代として置いた。 

  天正 11 年(1583)柴田勝家が豊臣秀吉によって北ノ庄城で滅ぼされると、この地は丹羽 

 長秀の所領となり、長秀は丸岡城主として青山宗勝（修理亮）を置いた。 

 

 一筆啓上碑 

  丸亀城天守閣の石垣のそばに「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」の書簡 

 碑が建てられている。徳川家康譜代第一の功臣で、鬼作左の勇名をとどろかせた本多作左 
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 衛門重次が陣中から家族あてに書き送ったもの。 

  現在、坂井市ではこの書簡を基に、日本で一番短い手紙の再現、手紙文化の復権を目指 

 し、「一筆啓上賞」を実施している。因みに平成 30 年のテーマは「先生」。 

 

   

丸岡城 天守閣              丸岡城 一筆啓上碑 

 

 

 

５．金沢城 H19.4.14、H30.4.28 

  この城は加賀一向一揆の拠点で浄土真宗の寺院である尾山御坊（おやまごぼう）または 

 御山御坊であった。寺とは言うものの大阪の石山本願寺（大阪御坊）と同じくらい石垣を 

 廻らした城とも呼べる要塞であった。織田信長が一揆を攻め落とし、跡地に金沢城を築い 

 て佐久間盛政を置いた。後に盛政が賎ケ岳の戦いで羽柴秀吉により討たれ、秀吉は金沢城 

 を前田利家に与えた。利家は文禄元年(1592)から改修工事を始め、曲輪や堀の拡張、五重 

の天守や櫓を建て並べた。兼六園は、加賀藩 5 代藩主前田綱紀が金沢城に付属してつく 

らせた大名庭園である。 

 

 兼六園 

  兼六園は、岡山市の後楽園と水戸市の偕楽園と並んで日本三名園の一つに数えられて 

 いる。兼六園の名は、松平定信が「洛陽名園記」を引用して、宏大・幽遼・人力・蒼古・ 

 水泉・眺望の６つの景観を兼ね備えていることから命名した。春夏秋冬それぞれに趣が 

 深く、季節ごとに様々な表情を見せるが、特に雪に備えて行われる雪吊は冬の風物詩と 

 なっている。 
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  庭は、当時は蓮池庭（れんちてい）と呼ばれ、歴代藩主や重臣らが観楓の宴などをする 

 場として使われていたが、宝暦９年(1759)に発生した宝暦の大火で焼失した。それから 15 

 年後の安永３年(1774)、10 代藩主前田治儕によって蓮池庭が再興され、同年に翠滝と夕 

 顔亭、安永 5 年(1776)には内橋亭を造り、庭園が整備された。 

 

    

金沢城 菱櫓（右）と五十間長屋（左）  金沢城 二の丸北面石垣 

 

   

兼六公園                兼六公園 虹橋と灯籠 

 

 

 

６．七尾城 H30.4.29 

  七尾城（ななおじょう）は、石川県七尾市古城町にあった山城で七尾湾が一望できる。 

石動山系の北端の標高 300m ほどの尾根上にあり、その尾根から枝分かれするいく筋も 

の大小の尾根にも無数の砦を配置した大規模な山城である。七尾という名は七つの尾根 

（松尾、竹尾、梅尾、菊尾、亀尾、虎尾、龍尾）から由来されるという。 

 室町三管領家の七尾畠山氏の初代当主で能登国守護の畠山満慶が正長年間(1428～1429) 

 頃にこの地に築いたと思われているが、当時の七尾城は皆砦程度の規模と見られ、行政府 

 である守護所も府中に置かれていた。次第に拡張、増強され、以後 150 年間にわたって 
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 領国支配の本拠となり、五代当主である畠山慶政の頃には守護所も府中から七尾城へと 

 移されたという。その後、畠山義続・畠山義綱の頃に能登では戦乱が続いたために増築 

 され、最大の縄張りとなったと言われる。 

 

  天正 4 年(1576)に能登国に侵攻した上杉謙信に包囲されるが、一年にわたって持ちこ 

 たえた。しかし、重臣同士の対立の末に擁立されていた若年の当主畠山春王丸が長続連、 

 遊佐続光、温井景隆らの対立を収めることができず、結果七尾城は孤立し、最終的には 

 遊佐続光の内応によって徹底抗戦を主張した長氏一族が殺害され、同年開城された。 

 

  越中国と能登国を繋ぐ要所である七尾城は、のちに織田氏によって領され、城代として 

 菅屋長頼が入って政務にあたった後に前田利家が入るが、既に山城の時代ではなく、拠点 

 を小丸山城に移したため、しばらく子の前田利政が城主となっていたが、のち、天正 17 

 年(1589)廃城となった。 

 

   

七尾城 石垣               七尾城祉 

 

 

 

７．射水神社 H30.4.29 

  射水神社（いみずじんじゃ）は、富山県高岡市の高岡古城公園内にある神社。創建は 

 奈良時代以前のこととされる。社伝によれば、当神社は二上山を神奈備とし、太古よりそ 

 の麓に鎮座していたが、養老元年(717)に行基が勅を受けて二上山麓に別当寺を建立し、 

 二上神を二上権現と称して祀ったのだという。別当寺は山号を二上山、寺号を養老寺とい 

 い、二上山全体を境内として社地殿閣広大であったと伝えられている。 
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射水神社 

 

 

 

８．高岡城 H30.4.29 

  慶長 10年(1605)富山城に隠居した初代加賀藩主・前田利長は 4年後の慶長 14 年(1609)、 

 富山城下の町人地から出火した火災の類焼により城内の建築物の大半を焼失したため、 

 利長は魚津城に移り、大御所徳川家康と将軍徳川秀忠に火災の報告と、関野に築城の許可 

 を貰う。利長は築城の方針に伴うため、資材調達を小塚秀正ら、現地奉行を神尾之直らに 

 命じ、魚津城から築城の指揮をとり、同時に城下町の造成も始めた。同年、利長は関野を 

 高岡と改め、未完成の高岡城に入城した。殿閣は先代利家が豊臣秀吉から賜った豊臣秀次 

 失脚に伴い破却された伏見城秀次邸の良材を使って建てられたとも伝えられる。しかし、 

 慶長 19 年(1614)に利長は死去し、隠居城として使われたのはごく短期間であった。その 

 翌年の元和元年(1615)には一国一城令により、大阪夏の陣からの利常凱旋を待って高岡 

 城は廃城となった。その代わり加賀国に小松城を築くことが許された。 

  しかしながら、廃城後も高岡町奉行の管理下で、加賀藩の米蔵、塩蔵、火薬蔵、番所 

 などが置かれ、軍事拠点としての機能は密かに維持された。これは加賀藩の越中における 

 東の拠点であった魚津城も同様であった。街道の付け替えの際には、濠類がそのまま残る 

 城址を街道から見透かされるのを避けるため町屋を移転して目隠しにしたといわれる。 

 また、廃城後に利長の菩提を弔うために建立された瑞龍寺や周囲に堀を備える利長の墓 

 所自体も高岡城の南方の防御拠点としての機能を併せ持つものとして配置されたと考え 

 られている。 
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高岡城 本丸広場             高岡城 前田利長像 

 

 
高岡城 相撲大会 

 

 

９．瑞龍寺 H30.4.29 

  瑞龍寺（ずいりゅうじ）は、富山県高岡市にある曹洞宗の仏教寺院。本尊は釈迦如来。 

 開基は前田利常、開山は広山怨陽。仏殿、法堂、山門の 3 棟が近世禅宗様建築の代表作 

 として、平成 9 年(1997)に国宝に指定されている。 

  加賀藩 2 代藩主前田利長が織田信長・信忠らの迫害のため、文禄 3 年(1594)金沢に創 

 建した宝円寺（のちに法円寺と改称）が瑞龍寺の前身である。利長は慶長 10 年(1605)、 

 44 歳で家督を異母弟の利常に譲り、自らは隠居した。利長には実子がなかったため、30 

 歳以上年下の異母弟で、当時はまだ少年であった利常を養嗣子としたのである。隠居後の 

 利長は金沢から富山に移転するが、富山城の炎上を機に高岡に移り、ここに新たに高岡城 

 を築いた。前述の法円寺は、利長死去の前年である慶長 18 年(1613)、高岡に移された。 
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  前田利長は慶長 19 年(1614)没し、後を継いだ 3 代藩主前田利常は、法円寺を利長の菩 

 提寺とし、利長の法名瑞龍院に因んで寺名を瑞龍院と改めた（のち、さらに瑞龍寺に改称）。 

  前田利常は承応 3 年(1654)から瑞龍院の伽藍の本格的整備に着手した。瑞龍寺は近世 

 を通じて前田家の手厚い保護を受け、寺領 300 石を有する大寺であった。延亨 3 年(1746) 

 の火災で山門を含む伽藍の前半部分を焼失し、山門が再建されたのはそれから約 70 年後 

 の文政 3 年(1820)であった。 

 

  明治時代に入り加賀藩の庇護を受けられなくなり困窮し、部材を売るため解体され現 

 在に至っている。 

  昭和 60 年(1985)から大規模な修理を総工費約 23 億円掛けて行い約 10 年かけて完了 

 し、その後平成 9 年(1997)に国宝に指定されている。 

 

   

瑞龍寺 仏殿（国宝）           瑞龍寺 禅堂（重文）廊下 

 

   

瑞龍寺 仁王像              瑞龍寺 法堂（国宝）内部 

 

 

 


