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１．水戸城 H30.5.10 

  築城は古く平安時代末期まで遡る。常陸国の大掾であった平国香の子孫である馬場資 

 乾により建久年間(1190-1198)に築かれたとされる。以後、大掾氏（馬場氏）の居城とな 

 った。このため佐竹氏が入城するまで馬場城と呼ばれていた。 

 

  応永 23 年(1416)室町時代に入り、上杉禅秀の乱で、当主の大掾満乾は上杉側に加担し 

 たが、足利幕府側についた江戸通房に敗れた。これにより、代わって江戸氏が新城主とな 

 り、その支配は以後 7 代（約 170 年間）続いた。以後江戸氏は度々主家である佐竹氏と 

 対立する。 

 

  天正 18 年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐の際に江戸重通は北条氏側に加担し、逆に佐竹 

 義重・義宣父子は秀吉軍に参陣した。これにより佐竹氏は秀吉より常陸一国 54 万石を与 

 えられた。義重・義宜は江戸氏の籠城する馬場城を攻め、文禄 3 年(1594)に重通を敗走さ 

 せた。 

義宜はそれまでの居城であった太田城から、水戸城を重要な拠点と定めここに本拠を 

 移した。義宜は入城するとすぐに城を大改修し、城名もそれまでの馬場城から水戸城に 

 改めた。ところが、佐竹義宜は慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦いでは曖昧な態度で終始し 

 たため、慶長 7 年(1602)には徳川家康によって水戸から追放され、出羽国秋田に転居さ 

 せられた（久保田藩）。 

  同年に家康は、奥州を睨む好地として五男の竹田信吉を 15万石で水戸に入城させたが、 

 慶長 8 年(1603)に嗣子を無く没したので、十男の徳川頼宣を 20 万石で入城させた。 

 

  慶応 14 年(1609)頼宣には駿府藩 5０万石を与え、末子で十一男の徳川頼房が下妻城よ 

 り 25 万石で入城して以降、廃城まで水戸徳川家の居城となった。頼房は城と城下町を拡 

 充し二の丸に居館を構えた。天守は構えず、破風などの飾りのない三階櫓(内部は 5 階建) 

 を二の丸に建造した。また、櫓・多聞（長屋）も極端に少なく塀を多用したが、この質朴 

 さは水戸徳川家の家風をよく表している。藩校の弘道館は天保 12 年(1841)に 9 代藩主の 

 斉昭によって開かれた。斉昭は翌年の天保 13 年(1842)に日本三名園の一つである偕楽園 

 を城の西部に開いた。 

 

  幕末には水戸藩の藩論が分かれ、改革派の天狗党と保守派の諸生党の対立が起きた。元 

 治元年(1864)、遂に天狗党が筑波山で挙兵し天狗党の乱が起こった。この対立は明治維新 

 まで続き、明治元年(1868)には水戸城下で戦闘が行われ、弘道館に立て籠る諸生党を天狗 

 党が攻撃した。この際に城内の多くの建物が焼失した。 
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水戸城 弘道館玄関           水戸城 薬医門 

 

 

 

２．偕楽園 H30.5.10 

  偕楽園（かいらくえん）には、拡張部を含めない本園部分だけで 100 種 3000 本の梅が 

 植えられている。園内には梅の異名「好文木」に由来する別荘「好文亭」があるが、晋の 

 武帝が学問に親しむと花が開き、学問をやめると花が開かなかったという故事に基づい 

 ている。弘道館は偕楽園と一対の施設であり同じく梅の名所である。 

 

  水戸藩第 9 代藩主徳川斉昭（烈公）は、天保 4 年(1833)藩内一巡後、水戸の千波湖に臨 

 む七面山を切り開き、回遊式庭園とする構想を持った。同じく彼の設立した藩校弘道館で 

 文武を学ぶ藩士の余暇休養の場へ供すると同時に、領民と偕（とも）に楽しむ場にしたい 

 と、この巨大な大名庭園は斉昭自らにより「偕楽園」と名付けられた。偕楽とは中国古典 

 である孟子の「古の人は民と偕に楽しむ、故に能く楽しむなり」という一節から援用した 

 もので、斉昭の揮毫「偕楽園記」では、「是れ余が衆と楽しみを同じくするの意なり」と 

 述べられている。 

  水戸学に帰着する斉昭の愛民精神によりこの庭園は、江戸時代当初から毎月「三」と 

 「八」が付く日には領民にも開放されていた。伝統を受け継ぎ、いまなお偕楽園は日本 

 三名園のうちで唯一、入園無料である。ただし、好文亭は有料。 

 

  偕楽園では毎年 2 月下旬から 3 月下旬に、水戸の梅まつりが開催される。水戸の梅ま 

 つりは、2016 年時点で 120 回開催された。開催期間中には多数の観光客で賑わい、キャ 

 ンドルライトを使って梅をライトアップする夜梅祭や茶会など、種々様々な催し物が行 

 われる。また園内で 4 月には水戸の桜まつり、5 月には水戸のつつじまつり、9 月には水 

 戸の萩まつりが行われる。偕楽園公園を含め 8 月には水戸黄門まつりが行われる。 
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偕楽園 好文亭              偕楽園 見晴広場 

 

 

 

３．鹿島神宮  H30.5.10 

  鹿島神宮（かしまじんぐう、鹿嶋神宮）は、茨木県鹿嶋市宮中にある神社。全国にある 

 鹿島神社の総本社。千葉県香取市の香取神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社 

 の一社。また、宮中の四方拝で遙拝される一社である。 

 

  鹿島神宮は武神を祀るため、中世の武家の世にも神威は維持され、歴代の武家政権や大 

 名から崇敬を受けた。源頼朝から多くの社領が寄せられたように、神宮には武家からの 

 奉幣や所領の寄進が多く確認される。その反面、武家による神宮神職への進出や神領侵犯 

 も度々行われており、頼朝により武家の鹿島氏（常陸大掾氏一族）が惣追捕使に任命され 

 て神宮経営に入り込んだことを発端として、藤原氏の影響下からは離れていった。 

  室町時代には武家政権の神領寄進に並行して在地勢力による侵犯が進み、社殿造営費 

 用にも欠く状態であったという。 

   

  江戸時代には江戸幕府からの崇敬を受け、慶長 10 年(1605)には徳川家康により本殿（ 

 現・摂社奥宮の社殿）が造営された。元和 5 年(1619)には徳川秀忠により現在の社殿一式 

 、寛永 11 年(1634)には徳川頼房により楼門などが造営された。 

  

  平成 23 年(2011)に発生した東日本大震災により、石造の大鳥居（二の鳥居）と御手洗 

 池の鳥居が倒壊し、境内の石灯籠 64 基も崩れたほか、本殿の千木も被害を受けた。その 

 後、境内の杉を用いて大鳥居が再建された。 
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鹿島神宮 拝殿（重文）         鹿島神宮 楼門（重文） 

 

 

 

４．犬吠埼灯台  H30.5.10 

  犬吠埼灯台（いぬぼうさきとうだい）は、千葉県銚子市の東突端に位置する犬吠埼に立 

 つ灯台である。日本に 5 つしかない第 1 等灯台である。電球は 400w のメタルハライド 

 電球を使用し、110 万カンデラの光を放つ。 

 

  太平洋に半島が突出し、利根川の河口を利用した港が造られた銚子は、古くから交通の 

 要所、魚介類の水揚げ場、醤油の生産地として栄え、多くの船舶が入出港していたが、犬 

 吠埼付近に岩礁、暗礁が多く、海流が複雑で、鳴門海峡、伊良湖岬と共に、海の三大難所 

 として多くの人命が失われた場所でもあった。慶応 4 年(1868)には、幕府の軍艦美賀保 

 丸が暴風雨に遭い、黒生（くろはい）沖の岩礁に乗り上げて座礁沈没、乗組員 13 名が死 

 亡するという事故も起きていた。 

 

   

犬吠埼灯台               犬吠埼の岩礁 
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九十九里浜  H30.5.10 

  九十九里浜は、千葉県房総半島東岸にある、刑部岬と太東崎の間の、太平洋に面して 

 いる全長約 66km の海岸。日本の白砂青松 100 選と日本の渚百選に選定されている。 

 

  ここを中心にして円を描くと、南西諸島を除く北海道から九州までがちょうど半円内 

 に収まり、犬吠埼とともに日本列島を扇に見立てた要の位置にある。また日本列島に沿っ 

 て北上する黒潮がここを境に離れる個所でもあり、黒潮文化の北限に位置している。だが 

 その一方九十九里平野中央を流れる栗山川はサケの回帰の南限の川とされ、親潮の影響 

 を受ける南端の地域でもある。 

 

   

九十九里浜               九十九里浜の浜昼顔 

 

 

 

５．佐倉城 H30.5.11 

  慶長 15 年(1610)に、徳川家康の命を受けた土居利勝によって築城が再開され、佐倉城 

 が完成した。江戸時代は佐倉藩の藩庁が置かれた。城主は江戸幕府の要職に就くことが多 

 く、なおかつ初期は城主の入れ替わりが多く、江戸初期に城主であった堀田正信（後に改 

 易されている）の弟・堀田正俊の孫・堀田政亮が 11 万石で再入封（後期堀田氏ともいう） 

 してからは、安定した藩の経営を行っている。 

  城郭は石垣を一切用いず、干拓以前の広大だった印旛沼を外堀の一部にし、三重櫓を 

 天守の代用としている。明治維新後に廃城令により建物のほとんどが撤去された。 
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佐倉城 本丸跡             佐倉城 堀田正俊像 

 

 

６．海ほたる  H30.5.11 

    海ほたるパーキングエリア（PA）は、東京湾アクアラインにある PA。PA ではあるが、 

 店舗の設備はサービスエリア（SA）なみである。ただし、ガソリンスタンドはない。東 

 日本高速道路が管理する人工島、「木更津人工島」に位置する。木更津人工島は川崎から 

 の東京湾アクアトンネルと、木更津からの橋部分を連結する目的で作られた。 

 

  当 PA では、来た方向に U ターンして引き返すことができる。通行料金はアクアライ 

 ンの対岸に行く場合と同額である。 

  上下線とも同一施設を共用する。駐車場は大型 93 台（1F）、小型 414 台（川崎側から 

 は 3F、木更津側からは 2F）である。 

   

海ほたるから木更津側を臨む       海ほたるから川崎側を臨む 
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７．八王子城  H30.5.11 

  北条氏康の三男・氏照が元亀 2 年(1571)頃より築城し、天正 15 年(1587)頃に本拠とし 

 た。氏照は当初、大石氏の滝山城に拠っていたが、小田原攻撃に向かう甲斐国の武田信玄 

 軍に攻められた際に滝山城の防衛の限界を感じて本拠を八王子に移した。このとき、織田 

 信長の築城した安土城を参考に石垣で固めた山城構築を行った。滝山城は広大かつ多く 

 の角馬出や内枡形を備えた近世的な平山城であったが、山城である八王子城に移ったこ 

 とで氏照は時代に逆行したともいわれている。しかし、八王子城は一般的な山城のような 

 尾根と堀切を利用した縦深防御に加えて、侵入してくる敵に対しいたる所から側射をか 

 ける仕組みになっている。織豊系城郭と比較すると、より近世的な戦術を志向している。 

 

  小田原征伐の一環として天正 18 年(1590)、八王子城は天下統一を進める豊臣秀吉の軍 

 勢に加わった上杉景勝、前田利家、真田幸村らの部隊 1 万 5 千人に攻められた。当時、城 

 主の氏照以下家臣は小田原本城に駆け付けており、八王子城内には城代の横地監物吉信、 

家臣の狩野主膳一庵、中山勘解由家範、近藤出羽守綱秀らわずかの諸兵の他、領内から動 

員した農民と婦女子を主とする領民を加えた約 3 千人が立て籠った。 

 

  豊臣側は前夜のうち霧を塗って主力が東正面の大手口と北側の絡め手の 2 方向より侵 

 攻し、力攻めにより早朝には要害地区まで守備隊を追いやった。その後は激戦となり千人 

 以上の死傷者を出し、絡め手側別動隊の奇襲が成功して、その日のうちに城は陥落した。 

  

  この八王子城攻防戦を含む小田原征伐において北条氏は敗北し、城主の北条氏照は兄・ 

 氏政とともに切腹した。後に新領主となった徳川家康によって八王子城は廃城となった。 

 

   

八王子城 御主殿跡へ通じる虎口      八王子城 御主殿跡 
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８．江戸城  H30.5.12 

  江戸の地に最初に根拠地を置いた武家は江戸重継である。平安時代末期から鎌倉時代 

 初期にかけての江戸氏の居館が、後の本丸・二ノ丸辺りの台地上に置かれていたとされる。 

 

  15 世紀の関東の騒乱で江戸氏が没落したのち、扇谷上杉氏の上杉持朝の家臣である 

 太田道灌が、享徳の乱に際して康生 3 年(1457)に江戸城を築城した。「徳川実紀」ではこ 

 れが江戸城のはじめとされる。 

 

  太田道灌が上杉定正に殺害された後、江戸城は上杉氏の所有するところ（江戸城の乱） 

 となり、上杉朝良が隠居城として用いた。ついで大永 4 年(1524)、扇谷上杉氏を破った後 

 北条氏の北条氏綱の支配下に入る。 

 

  天正 18 年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めの際に開城。秀吉によって後北条氏旧領の関 

 八州を与えられた徳川家康が、同年、駿府から江戸に入った。家康が入城した当初、江戸 

 城は道灌の築城した小規模な城でありかつ築城から時を経ており荒廃が進んでいたため、 

 それまでの本丸・二ノ丸に加え、西ノ丸・三ノ丸・吹上・北ノ丸を増築、また道三堀や平 

 川を江戸前島中央部（外壕川）へ移設した。それに伴う残土により、現在の西の丸下の半 

 分以上の埋め立てを行い、同時に町造りも行っている。ただし、当初は豊臣政権の大名と 

 しての徳川家本拠としての改築であり、関ケ原の戦いによる家康の政権掌握以前と以後 

 ではその意味合いは異なっていたと考えられている。 

 

  東京が皇居を中心に、多くの同心円の道路でできているのは、言うまでもなく江戸城の 

 構造にある。江戸城は幾重にも広がる堀と石垣で囲まれた巨大な城であった。この構造 

 を「総構え」とか「総曲輪」という。すなわち城の核心部は「本丸（大奥）」「天守」で、 

 その外に二の丸、西側に西の丸がある。西の丸は将軍の子供や、引退後の将軍が住む場所 

 である。本丸内に富士見三重櫓、書院二重櫓などがある。これに北の丸、吹上などを加え 

 て「内曲輪」と呼んだ。一方、外界と接しているのが二重橋、坂下門、桜田門、大手門、 

 竹橋門など。この外側を「外曲輪」と呼び、大名屋敷や奉行所があった。ここには四谷 

 見附、赤坂見附、日比谷見附、浅草見附など、36 の見附を設置していた。 

 

  幕府は寛文 2 年(1662)に、百姓などが馬を下りる（下馬）場所を浅草橋見附などに決定 

 し、さらに延宝 8 年(1680)には、江戸城に出仕する人物の下馬門を馬場先門、和田倉門 

 などに限定し、城の周辺部の管理を強めていた。 
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皇居二重橋               江戸城 天守台 

 

   

江戸城 富士見櫓             江戸城 大手門 

 

 

 

９．浅草寺  H30.5.12 

  浅草寺（せんそうじ）は、東京都台東区浅草二丁目にある、東京都内最古の寺である。 

 本尊は聖観音菩薩。もとは天台宗に属していたが、第二次世界大戦後独立し、聖観音宗 

 の総本山となった。観音菩薩を本尊とすることから「浅草観音」あるいは「浅草の観音様」 

 と通称され、広く親しまれている。 

 

  天正 18 年(1590)、江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を与 

 えた。浅草寺の伽藍は中世以前にもたびたび焼失し、近世に入ってからは寛永 8年(1631)、 

 同 19 年(1632)に相次いで焼失したが、3 代将軍徳川家光の援助により、慶安元年(1648) 

 に五重塔、同 2 年(1649)に本堂が再建された。 
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浅草寺 雷門               浅草寺 宝蔵門 

 

 

東京駅 

  2012 年 10 月、ついに東京駅丸の内駅舎の保存・復元工事が完了し、約 100 年前の東 

 京駅の姿が再現された。1914 年に建てられた東京駅丸の内駅舎は、歴史と風格が感じら 

 れる赤レンガ造りの建物が東京駅の顔として、長く愛されてきた。しかし、戦災により 

 南北のドームと屋根・内装を焼失したため戦後に復興されたが、2007 年より外観を創建 

 当時の姿に再現するとともに、機能を拡大し、巨大地震にも備えるための工事が行われて 

 きた。現存している駅舎の外壁など主要部分は可能な限り保存・活用して進められた工事 

 は、技術的に大変困難なものだった。 

  丸の内駅舎とともに再オープンしたのが東京ステーションホテルと東京ステーション 

 ギャラリーである。東京ステーションホテルは国の重要文化財の中にある唯一無二のホ 

 テルで、丸の内駅舎の壮麗な外観と調和する、ヨーロピアンクラシックを基調とした洗練 

 された空間である。丸の内エリアを眺めることと、６つの多彩な客室タイプがある。東京 

 ステーションギャラリーでは、さまざまな展覧会が催されている。 

 

 
東京駅丸の内駅舎 
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１０．東京スカイツリー  H30.5.11 

  東京都墨田区押上にあるテレビ放送用鉄塔。高さは 634m。関東地方における地上デジ 

 タルテレビ放送の電波送信が、都心部に林立する高層ビル群によって障害を受ける可能 

 性があることから、超高層のテレビ塔として計画された。電波塔としての役割に加え、東 

 京の下町を代表するランドマークとなり地域活性化に貢献することを目指した。構造設 

 計に際しては日本の伝統美と最新技術の融合がはかられた。タワーの平面は、足元は一辺 

 68m の三角形で、上へ伸びるに従い円形へと変化する。側面には伝統的な日本建築など 

 にみられる凸凹に湾曲する面（そり、むくり）が採用された。この形状によって高い塔の 

 圧迫感を軽減し、周辺地域の日照問題にも対応した。耐震性を高めるため、塔本体のゆれ 

 を心柱によって相殺する、五重塔と同様の構造となっている。 

 

 

東京スカイツリー 

 

 

 

１１．東京ドーム  H30.5.11 

  東京都文京区後楽にある。後楽園球場の解体に伴い隣接する後楽園競輪場の跡地に建 

 設され、1988 年、日本発の屋根付き野球場である。愛称はビッグエッグ。屋根部分はフ 

ッ素樹脂のポリテトラフルオロエチレンでコーティングしたガラス繊維膜材でできてお 

り、内外の気圧差を利用して支えられている。施設面積 4 万 6755 ㎡、グランド面積約 

1 万 3000 ㎡、収容人員は最大 5 万 5000 人、野球時で約 4 万 6000 人。 
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東京ドーム 

 

 

 

１２．川越城  H30.5.13 

  室町幕府より関東の押さえとしておかれた鎌倉府は、代を重ねるごとに独立志向を強 

 める鎌倉公方足利氏と、その補佐役でありながら、中央を支持する関東管領上杉氏との 

 内部対立が生じ、享徳 3 年(1454)に公方が管領を殺害するに至り、関東を戦乱の世とし 

 た享徳の乱が勃発した。鎌倉府は内戦で壊滅し、公方は渡良瀬川の対岸である下総国古河 

 に拠点を構え、中央の支持を得た上杉氏と、関東を二分した。武蔵国東部の低湿地帯は、 

 上杉氏と古河公方の対立の最前線となったため、古河公方の勢力（古河城や関宿城・忍城 

 など）に対抗する上杉氏の本拠地として、長禄元年(1457)、扇谷上杉氏の上杉持朝は、家 

 宰の太田道灌父子に川越城（河越城）の築城を命じ、自ら城主となった。 

 

  加えて、上杉持朝は南方の下総国との国境に江戸城も築城させ、道灌を城主とし、両城 

 を軍事道路（後の川越街道）で結び、古河公方への防衛線を構築した。 

 

  太田道灌は乱の収束に尽力し、文明 14 年(1482)に室町幕府と古河公方は和睦したが、 

 名声を高めた道灌を恐れた主君扇谷上杉定正（持朝の子）は、道灌を暗殺した。これによ 

 り太田家は扇谷家と離反、上杉家内も山内家と扇谷家の内部分裂の抗争を繰り返し、それ 

 に古河公方が介入する、泥沼の長享の乱となる。明応 6 年(1497)には、扇谷上杉氏の当主 

 ・上杉朝良が居城する河越城に対抗して、山内上杉氏当主・上杉顕定が入間川対岸の旧河 

 越館に上戸陣を構築し、古河公方の足利政氏を招いて、7 年間も睨みあった。 

 

  長享の乱の頃、駿河国今川氏に仕えていた北条早雲は、関東の騒乱に乗じて、瞬く間に 

 伊豆国から相模国を制圧した。早雲の継嗣・北条氏綱は、武蔵国制圧のため、大永 4 年 
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 (1524)に扇谷上杉朝興の江戸城を収め落とし、翌年には扇谷方の岩槻城を占領して、武蔵 

 の内陸に食い込んだ。朝興は河越に逃れて形成を立て直し、蕨城や岩槻城で攻防を繰り広 

 げた（以後、河越夜戦までを総じて河越城の戦いという）。 

 

  天文 6 年(1537)に朝興が死んで朝定が家督を継ぐと、氏綱はそれに乗じて一気に攻勢 

 をかけ、河越城を奪取し、武蔵国支配を確定した。朝定は北方の松山城へのがれ、河越 

 城は以降、後北条氏の武蔵国支配の拠点となる。特に河越衆と呼ばれる大道寺氏らの精鋭 

 部隊が置かれた。 

 

  天文 10 年(1541)に北条氏綱が死に、氏康が継ぐと、河越城奪回をはかる扇谷上杉朝定 

 は、それまで敵対してきた古河公方（足利晴氏）・山内上杉氏（上杉憲政）と連合を組み、 

 天文 14 年(1545)に 8 万の大軍で河越城を包囲し、後北条氏との決戦に臨んだ。また今川 

 義元、武田信玄と連携し、駿河と武蔵でほぼ同時に後北条氏に対する軍事行動に出ること 

 で圧迫を強めた（第 2 次河東一乱）。黄八幡で有名な北条綱成は半年におよぶ籠城で抵抗、 

 天文 15 年(1546)後攻めの北条氏康による夜襲で連合軍を撃退した。これが日本三大夜襲 

 の一つ（河越夜襲）である。後北条家は武蔵国の支配を完結させ、一方、扇谷上杉氏は 

 当主討死により滅亡、公方は古河に逃走、山内上杉氏は武蔵を捨て上野国へ逃亡し、長尾 

 景虎に保護された。後に景虎は上杉家と関東管領を継承して上杉謙信となり、後北条領へ 

 の侵攻を繰り返す。 

 

  後北条氏は河越城を手に入れると大幅な修繕を実施、特に大道寺政繁は三の丸と八幡 

 郭の拡張を行い、西方面への防備が強化された。 

 

  天正 18 年(1590)の豊臣秀吉による小田原征伐では、河越城を守っていた後北条氏の宿 

 老大道寺政繁が、上野国まで出陣して迎え撃つが降伏。前田利家の軍勢が河越城に入った。 

 

  徳川家康が関東に封ぜられたのに伴い、徳川氏譜代筆頭の酒井重忠が 1 万石をもって 

 川越に封ぜられ、川越藩が立藩した。 

  

  川越藩で最大の石高を領したのは越前松平家の 17 万石である。江戸時代には川越城を 

 中心に城下町が形成され、小江戸と称された。城下は武蔵国の商工農の中心、物資の集散 

 地として栄えた。 
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川越城 御殿の庭            川越城 家老用部屋 

 

 

１３．慈光寺 H30.5.13 

  慈光寺（じこうじ）は、埼玉県比企郡ときがわ町にある天台宗の寺院である。本尊は 

 千手観音である。伝承によれば天武天皇 2 年(673)、興福寺の僧慈訓が千手観音を安置し、 

 その後宝亀元年(770)道忠が開山となって創建されたという。平安時代の貞観年間(859- 

  877)には勅願所となり、天台宗の別院となりその中心的な寺院となった。その後、源頼朝 

 をはじめ徳川将軍家などの帰依を得た。 

  

   

慈光寺 観音堂              慈光寺 阿弥陀堂 

 

 

１４．鉢形城  H30.5.13 

文明 5 年(1473)、山内上杉氏の家宰であり、同家の実権をふるった長尾景信が古河公 

方足利成氏を攻める途中、戦闘は優位に進めたものの景信自身は五十子において陣没し 
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た。長尾家の家督を継いだのは景信の嫡男長尾景春ではなく弟・長尾忠景であり、山内 

上杉家の当主上杉顕定も景春を登用せず忠景を家宰とした。長尾景春はこれに怒り、文明 

8 年(1476)、武蔵国鉢形の地に城を築城し、成氏側に立って顕定に復讐を繰り返すことに 

なる。これが鉢形城の始まりである。 

 文明 10 年(1478)扇谷上杉氏の家宰太田道灌が鉢形城を攻め、ようやく上杉顕定が入城 

 

 長享 2 年(1488)扇谷の上杉定正が鉢形城の上杉顕定を攻めるため兵をおこし、城の近 

くで両軍が遭遇して高見原の戦いが起こった。このとき、定正は戦闘に勝利したものの 

鉢形城は落とすことができず撤退した。 

 

 明応 3 年（1494）上杉定正は再度鉢形城の顕定を攻めようと伊勢盛時（北条早雲）と 

ともに高見原に打って出たが、定正はこのとき荒川渡河中に落馬して死去した。以後、上 

杉顕定の存命中、鉢形城はその手にあり、顕定の後を継いだ養子の上杉顕実（実父は古河 

公方足利成氏）も鉢形城を拠点とした。 

 

 永正 9 年(1512)上杉顕実は同じ顕定の養子であった上杉憲房の軍に包囲されて鉢形城 

は落城、顕実は命を助けられたものの山内上杉家当主の座を失った。 

 

 永正 12 年(1515)憲房は山内上杉氏の家督を継ぎ、同年に顕実が死ぬと関東管領職をも 

継いだ。しかし、家臣として仕えていた長尾景春が離反し、扇谷上杉家の上杉朝興、相模 

の後北条氏 2 代北条氏綱、甲斐の武田信虎などとの長年にわたる抗争のなか、大永 5 年 

(1525)に病疫した。後を養子の上杉憲寛が継いだが、後に争いの末、実子の上杉憲政が継 

いだ。 

 

 天文 15 年(1546)北条氏 3 代北条氏康が川越城を包囲した上杉朝定・上杉慶政を打ち破 

る河越夜戦が起き、それに勝利して北条氏が武蔵国における覇権を確立した。 

 

 永禄 7 年(1564)氏康四男・北条氏邦が鉢形城へ入城した。以後、鉢形城は北条氏の北関 

東支配の拠点となった。その後も戦略上の重要性から、各地の戦国大名の攻防の場となっ 

ており、永禄 12 年(1569)には武田信玄による攻撃を受け、天正 2 年(1574)には、上杉謙 

信が城下に火を放っている。 

 

 天正 18 年(1590)豊臣秀吉による小田原征伐がはじまり、鉢形城は豊臣と徳川の連合軍 

に包囲され、北条氏邦の家臣黒澤上野介ら 3000 が約 1 ヶ月の籠城戦を戦った後開城し 

た。その後徳川家康の関東封入にともない成瀬正一、日下部定好が代官となって周辺の 

統治をおこなった。 
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鉢形城 二の曲輪             鉢形城 四脚門 

 

 

 

１５．金山城  H30.5.13 

  建武 3 年(1336)に佐野義綱が新田庄の新田城を攻め落としたという記録がある。この 

 新田城が新田義貞によって金山に建築されていたのではという説があるが、最近行われ 

 ている発掘調査ではその時代の遺構や遺物は検出されていない。ただし城郭遺構の保護 

 との兼ね合いのために万全な調査ができていないという一面もある。 

 

  文明元年(1469)新田一族であった若松家純によって築城される。以降、享禄元年(1528) 

 に由良成繁・国繁親子、天正 12 年(1584)には北条氏と主は変わったが、上杉謙信の攻撃 

 を退けるなど、関東七名城の一つとされる。 

 

  天正 18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城、こののち廃城となった。 

 

   
金山城跡                金山城下虎口 
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１６．足利学校  H30.5.14 

  室町時代の前期には衰退していたが、永亨 4 年(1432)、上杉憲実が足利の領主になっ 

 て自ら再興に尽力し、鎌倉円覚寺の僧快元を能化に招いたり、蔵書を寄贈したりして学校 

 を盛り上げた。能化とは校長に相当する責任者であるが、江戸時代には痒主（しょうしゅ） 

 と呼ばれるようになり、今日では痒主と呼ばれることが一般的である。その成果あって北 

 は奥羽、南は琉球にいたる全国から来学徒があり、代々の痒主も全国各地の出身者に引継 

 がれていった。 

 

  享禄年間(1530 年頃)には火災で一時的に衰退したが、第 7 代痒主・九華が北条氏政の 

 保護を受けて足利学校を再興し、学生数は 3000 人と記録される盛況を迎えた。この頃の 

 足利学校の様子を、キリスト教の宣教師フランシスコ・ザビエルは「日本国中最も大にし 

 て最も有名な坂東のアカデミー」と記し、足利学校は海外にまでその名が伝えられた。 

 

  天正 18 年(1500)の豊臣秀吉による小田原征伐の結果、後北条氏と足利長尾氏が滅び、 

 足利学校は庇護者を失うことになった。学校の財源であった所領が奪われ、古典籍を愛し 

 た豊臣秀次によって蔵書の一部が京都に持ち出されそうになったが、当時の第 9 代痒主・ 

 三要は関東の新領主である徳川家康に近侍して信任を受け、家康の保護を得て足利学校 

 を守り通した。 

 

  江戸時代になると、足利学校 100 石の所領を寄進され、毎年の初めにその年の吉凶を 

 占った年筮（ねんぜい）を幕府に提出するようになった。また、たびたび移動があった足 

 利の領主たちによっても保護を受け、足利近郊の人々が学ぶ郷学として、江戸時代前期か 

 ら中期に二度目の繁栄を迎えた。 

 

  しかし、江戸時代には京都から関東に伝えられた朱子学の官学化によって易学中心の 

 足利学校の学問は時代遅れになり、また平和の時代が続いたことで易学、兵学などの実践 

 的な学問が好まれなくなったために、足利学校は衰微していった。学問の中心としての性 

 格ははやくに薄れ、江戸時代の学者たちは貴重な古典籍を所蔵する図書館として足利学 

 校に注目していたのみであった。 
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足利学校 学校門             足利氏館を囲む濠 

 

 

 

１７．足利氏館  H30.5.14 

  築城年代は定かではないが、12 世紀中頃に足利義康によって築かれた。義康は源義家 

 の孫で父義国が下野国足利荘を譲り受け足利氏を称した。義康の 7 代孫にあたるのが室 

 町幕府をひらいた足利尊氏である。 

  建久 7 年(1196)足利義兼が、居館に大日如来を奉納した持仏堂、堀内御堂を建立した 

 のが、現在残る鑁阿寺（ばんなじ）の始まりである。 

  現在は鑁阿寺となっているが、周囲には土塁と濠が残り、中世館の典型的な方形プラン 

 としてよく残っている。近くには足利学校がある。 

 

   
足利氏館 山門と太鼓橋          足利氏館 山門  
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１８．鑁阿寺 H30.5.14 

  鑁阿寺（ばんなじ）は、栃木県足利市家富町にある真言宗大日派の本山である。足利氏 

 館として国の史跡に指定されている。本尊は大日如来。寺の境内の周りには土塁と堀がめ 

 ぐっており、鎌倉時代前後の武士の館の面影が残っている。 

  

  12 世紀の半ばに足利氏の祖・源義康が同地に居館（足利氏館）を構える。建久 7 年(1196) 

 足利良兼（戒名：鑁阿）が理真を招聘し、自宅である居館に大日如来を奉納した持仏堂、 

 堀内御堂を建立。文禄元年(1234)足利尊氏が伽藍を整備、足利氏の氏寺となる。 

 

  南北朝時代鶴岡八幡宮の支配下となる。 

  大正 11 年(1922)足利氏跡として国の史跡に指定される。 

  昭和 26 年(1951)真言宗豊山派から大日派として独立。 

  平成 18 年(2006)足利氏館として日本 100 名城に選定される。平成 25 年(2013)本堂が 

 国宝に指定された。  

 

   
鑁阿寺本堂（国宝）           鑁阿寺本堂（国宝） 

 

 

 

１９．箕輪城（みのわじょう）H30.5.14 

  永正 9 年(1512)戦国時代中期、当地を支配する長野氏の長野業尚によって築かれた。 

 また、大永 6 年(1526)業尚の子の信業によって築かれたという説もある。信業の代には 

 守護代であり山内家宰の白井・総社長尾氏を凌駕する勢力を持っていた。 

 

  戦国時代の上野には関東管領山内上杉家が存在したが、永禄元年(1558)、上杉憲政が越 

 後へ亡命した後は、相模を本拠とする北条氏康、甲斐の武田信玄、越後の上杉政虎が侵攻 
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 を繰り返す場であった。このような中で信業の子・長野業正は、上杉氏の後ろ盾を得て、 

 箕輪衆と呼ばれる在郷武士団をよく束ね、名君と謳われて長野氏全盛時代を築き、最大 

 の版図を有するにいたった。業正の代にはまた、武田信玄の侵略がたびたび繰り返された 

 が、これをよく退け安定した地位を保った。 

   

  永禄 8 年(1565)頃には箕輪城は孤立していき、翌永禄 9 年(1566)武田軍は箕輪城への 

 総攻撃を仕掛け、頼みの上杉謙信の援軍を待たずして遂に落城し業正の子・業盛は自刃 

 して果てた。こののち箕輪城は武田氏の上野経営の拠点と位置づけられ、有力家臣であ 

 る甘利昌忠、真田幸隆（幸綱）、浅利信種が城代に任じられる。元亀元年(1570)頃には内 

 藤昌豊（昌秀）が城代となり、天正 3 年(1575)長篠の戦いで内藤昌豊が討死すると、その 

 子内藤昌月が城代に任じられた。 

 

  天正 10 年(1582)の天目山の戦いで武田氏は滅亡すると、織田信長の家臣・滝川一益が 

 上野一国を拝領し箕輪城を接収、次いで厩橋城に入った。内藤昌月は近隣の領主と共にこ 

 れに従っている。しかし同年、信長が本能寺の変で倒れると、北条氏政とその子北条氏直 

 の大軍が上野国に侵攻した。同年、北条氏が神流川の戦いで一益を破ると、内藤昌月はこ 

 れに降り、北条氏の弟・氏邦が箕輪城に入城した。 

 

  天正 18 年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐の際に箕輪城は前田利家・上杉景勝連合軍の攻 

 撃により開城した。この年、徳川家康が関東に入封し、箕輪城は 12 万石を持って井伊直 

 政に与えられた。氏政は箕輪城を近代城郭に改造したが、慶長 3 年(1598)高崎城に移封 

 され、それに伴って箕輪城は廃城となり、80 余年の歴史に終止符を打った。 

 

   

箕輪城跡                箕輪城 曲輪                
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２０．小田原城  H30.5.17 

  小田原城の前身は、室町時代に西相模一帯を支配していた大森氏が、現在の県立小田原 

 高等学校付近の高台（八幡山）に築いた山城だった。城の規模や築城年は明らかになって 

 いないが、15 世紀の中頃に造られたのではないかと考えられている。 

  15 世紀末、伊勢宗瑞（後の北条早雲）が小田原に進出し、以後、北条氏が 5 代約 100 

 年にわたって関東での勢力を拡大してきた。小田原城は、関東支配の中心拠点として整備 

 拡張され、豊臣秀吉の来攻に備え城下を囲む総延長 9km に及ぶ総構の出現に至ってその 

 規模は最大に達した。 

  しかし、天正 18 年(1590)、石垣山一夜城の築城をはじめとする秀吉の小田原攻めによ 

 り、北条氏は滅亡し、戦国時代が終焉を迎えた。 

  北条氏滅亡後、徳川家康に従って小田原攻めに参戦した大久保氏が城主となり、城は 

 近世城郭の姿に改修された。その後、大久保氏の改易にあたり、城は破却されたが、稲葉 

 氏の入城の際に再整備され、城の姿は一新された。 

 

  貞享 3 年(1686)に再び大久保氏が城主となり、小田原城は東海道で箱根の関所を控え 

 た関東地方の防御の要として幕末に至った。 

  小田原城は、明治 3 年(1870)廃城となり、明治 5 年までに城内の多くの建物は解体さ 

 れた。 

   

     

小田原城 天守閣        小田原城 天守閣 

 

 


