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１．稲葉山城（岐阜城） H30.5.20 

  住所：岐阜県岐阜市金華山天守閣 18 

  現地説明板より引用 

  斎藤道三は天文 8 年(1539)に稲葉山城を修築して入城し、続いて子の義龍、孫の龍興 

が城主となった。永禄 10 年(1567)織田信長は龍興と戦って稲葉山城を落し、入城した。 

信長は稲葉山城を岐阜城と名を改め、楽市楽座を保護し、「天下布武」の朱印を用いるな 

ど天下統一の本拠地とした。永禄 12 年に宣教師ルイス・フロイスが岐阜城を訪れ、その 

壮麗さに驚いたことを書簡に記して本国ポルトガルへ送り、西洋にまで岐阜城のことが 

知られるようになった。慶長 5 年(1600)岐阜城主織田信秀は西軍の豊臣方に味方して徳 

川方と戦い、福島正則・池田輝政に攻められて開城した。慶長 6 年岐阜城は廃城となり、 

天守閣、櫓などは取り壊された。昭和 31 年に現在の三層四階の天守閣を再建し、平成 9 

年(1997)大改修工事を行い、織田信長の頃の壮麗な天守閣の姿を再現した。 

 

 

   

岐阜城天守閣               岐阜城天守台 

 

  

岐阜城天守閣内部             岐阜城より岐阜市内と長良川 
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２．一乗谷朝倉氏遺跡 H30.4.27 

  住所：福井県福井市城戸ノ内町 

  一乗谷朝倉氏遺跡 Wikipedia より引用 

  朝倉孝景が越前の守護斯波氏を破り、一乗谷に居館を移したことに始まる。朝倉氏は一 

乗谷の南北に二つの城戸を設けて城下町を守り、館の背後の山にはおびただしい数の竪 

堀で守られた山城（一乗谷城）を築いた。天正元年(1573)、刀禰坂の戦いに大敗した義景 

は一乗谷城を放棄し大野へ逃れる。信長の軍勢によって火を放たれ灰燼に帰した。天正 3 

年(1575)、一揆が蜂起、一揆勢 3 万 3 千人が一乗谷城に攻め入った。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。 

 

 明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

 越前では称念寺（福井県坂井市）の門前に妻子を仮寓させ、旅に出て文武両道をみがき、 

特に堺では火縄銃の技術を習得、加賀の一向一揆が越前に襲来した際、光秀は朝倉軍に与 

し、勝利に貢献。これを機に、朝倉義景に鉄砲指南役として仕官したという説がある。一 

乗谷朝倉館への大手筋にあたる東大味（福井市）に 5 年間住み、ここで娘・玉（ガラシャ） 

が生まれたとされる。 

 

 永禄 10 年(1567)に、朝倉義景に上洛の協力を求めて足利義昭が一乗谷を訪れ 9 ヶ月間 

滞在。光秀は、義昭の家臣・細川藤孝を通して義昭にも仕えるようになる。 

 

  

朝倉館の西正門に建つ唐門         一乗谷城 三の丸跡説明板 

 

 

 

 

 



4 

 

 

一乗谷城 朝倉義景墓所碑 

 

  明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

  足利義昭は細川藤孝を取次として尾張の織田信長との間で、京都復帰に向けた交渉を 

進め、光秀も藤孝の下で信長との交渉を担う。永禄 11 年(1568)、信長は義昭を奉じて入 

京し、義昭は室町幕府の 15 代将軍に就任。光秀も京都に入り、ここから歴史の表舞台に 

登場することになる。 

  その後、義昭と信長の関係が悪化し、元亀 4 年(1573)義昭は信長に対し挙兵するが、 

藤孝と光秀は義昭を見限って信長につき、義昭は降伏し、ここに室町幕府は実質的に滅亡。 

光秀は信長の家臣として軍事、内政に活躍し重臣に抜擢され、近江（坂本城）に領地を与 

えられる。 

 

  元亀元年(1570)、信長に従い朝倉攻め（金が崎の戦い）に参戦。光秀は越前に住んでい 

たことから地元の地理に明るく、窮地に陥った信長軍を無事に撤退させた。天正元年 

(1573)2 度目の朝倉攻めに参戦。一乗谷は焼亡して朝倉氏が滅びる。天正 3 年(1575)信長 

に従い、朝倉氏滅亡後の越前にて一向一揆攻めに参戦。 

 

 

３．亀岡城 H31.3.22 

  住所：京都府亀岡市古世町 

  インターネット亀岡城より引用 

  丹波亀山は明治 3 年、伊勢亀山との混同を避けるために亀岡と地名を改めたため、亀 

岡城は正式には亀山城という。亀山城は織田信長に丹波平定を命じられた明智光秀が天 

正 5 年(1577)に丹波攻めの拠点として築城。工事を急いだため近くの社寺の建物や礎石 

類などを転用し、三層の天守も築かれた。明智光秀は亀山城を拠点として丹波の波多野氏 

などを攻略するが、天正 10 年(1582)5 月、信長に中国地方への出陣を命じられると、安 

土城から亀山城に戻って出陣の準備を整え、6 月 1 日に亀山城を出発した。老の坂を下る 
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やにわかに桂川から東に転じ、「敵は本能寺にあり」と軍勢に伝え、京都本能寺に宿泊し 

ていた信長を攻め、信長は自刃した。世にいう「本能寺の変」である。 

亀山城は紆余曲折の末、現在では大本教団の本部となっている。 

 

  

亀岡城石垣                亀岡城天守台 

  

亀岡城天守台 下三段程は亀山城破却前の石垣    亀岡城天守台 

 

亀岡城天守台 
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４．福知山城 H31.3.19 

  住所：京都府福知山市字内記 5 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  丹波の国人横山氏の築いた横山城が前身とされ、天正 7 年(1579)に丹波を平定した明 

智光秀が、新たに福知山と命名して横山城の跡地に築城を開始した。光秀の甥の明智秀満 

が城代となり、織豊系城郭として石垣と天守が築かれたという。 

  天正 10 年(1582)に光秀が討たれると、豊臣秀吉臣下が城主となり、江戸時代には福知 

山藩の藩庁として有馬氏、岡部氏、稲葉氏、松平深溝氏がそれぞれ 1 代で交代し、朽木氏 

が 13 代続いて明治維新を迎えた。 

  福知山城天守台の石垣は、光秀が築城した当時の面影を伝えている。一見乱雑に見える 

 積み方は「野面積み」と呼ばれ、自然石を巧みに組み合わせたものである。また石垣には 

 五輪塔や宝篋印塔（ほうよういんとう）などの石材が数多く使われており、これは織田信 

長に関わる城に共通する特徴で転用石と呼ばれている。 

 

  

福知山城天守閣              福知山城天守閣 

 

  

福知山城豊磐の井             福知山城 

 



7 

 

５．妙心寺 H30.4.23 

  住所：京都府京都市右京区花園妙心寺町 64 

  インターネットより引用 

  明智光秀の叔父である塔頭・大嶺院の密宗和尚が、光秀の菩提を弔うために創建された 

といわれ、通称「明智風呂」と呼ばれている。現在の建物は明暦 2 年(1656)に再建された 

もので、洗い場を備えたサウナのような蒸し風呂形式である。 

 

  

妙心寺法堂                妙心寺 

 

 

その他にも以下の興味あるゆかりの地があります。 

 

６．明智城跡  

  住所：岐阜県可児市瀬田 

  明智城 Wikipedia より引用。 

  康永元年(1342)美濃源氏の流れをくむ土岐頼兼（下野守）が明智と改名してこの城を築 

き、その後約 200 年間、明智氏代々の居城として栄えた。別名長山城または明智長山城 

と呼ばれている。明智光秀の出生地については諸説あり、可児市、恵那市、山県市など複 

数の土地に古くから様々な逸話が残っている。その一つが明智城である。 

 

 

７．妻木城跡  

  住所：岐阜県土岐市妻木町上郷 

  妻木城 Wikipedia より引用 

  土岐市南部の標高 409m の城山山頂に築かれた山城。妻木城は明智氏の所領であった 

が、後には明智氏一族とされる妻木氏の居城となった。妻木城主は代々陶器の生産を奨励 

し、織部焼、志野焼など、現在の美濃焼の基礎をつくった。ここは明智光秀の正室、また 
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細川ガラシャの母となる煕子の故郷と言われている。 

 明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

 光秀は室町時代に美濃国（岐阜県南部）の守護を務めた土岐氏の一門で、享禄元年 

(1528)明智城にて明智光綱の子として出生。天文 12 年(1543)に元服した後、妻木城主の 

娘煕子と結婚。弘治 2 年(1556)美濃の実権を握っていた斎藤家の内紛に巻き込まれ敗者 

方についた光秀は美濃を追われ、越前に逃れたという説がある。 

 

 

８．明智神社  

  住所：福井県福井市東大味町 

  明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

  天正 3 年(1575)信秀の命を受けた柴田勝家軍などが越前一向一揆掃討作戦を行った際 

には、府中（武生）を中心に、全ての家々を焼き払い、数万の人々を皆殺しにした。この 

ような悲惨な状況の中、光秀は柴田勝家・勝定に依頼して西蓮寺（東大味）に対して二通 

の安堵状を出させた。それは自分がかって住み、家族が親しく過ごした東大味の住民たち 

を特別に保護し、この地を戦禍から逃れさせるためであった。決局、この二通の安堵状に 

より、東大味の住民は、戦火・無差別殺害、移転使役を免れたと伝わる。 

 

 

９．坂本城  

  住所：滋賀県大津市下坂本三丁目 

  坂本城の見どころ・アクセスなどより引用 

  坂本城は織田信長の命により明智光秀が築いた城。比叡山延暦寺の監視と琵琶湖の制 

海権が目的であったと考えられる。堀は琵琶湖につながっており、城内から直接船に乗り 

込めるようになっていた。宣教師ルイスフロイスは著書「日本史」にて、「明智の築いた 

城は、豪壮華麗で信長の安土城に次ぐ城」である。と記している。現在は坂本城址公園と 

して整備されており、琵琶湖の渇水時には、湖中に残る石垣を見ることができる。 

 

 

１０．御霊神社(ごりょうじんじゃ)  

住所：京都府福知山市字中ノ 238 

インターネットより引用。 

  一般には「逆賊」のイメージが強い光秀であるが、諸豪が入り乱れる丹波を平定して 

 この地を「福知山」と名付け、城下町を作って治水工事も行い、地誌を免除するなど善政 

を行った光秀の霊を慰めるために祀った神社。そのためか御霊神社には明智光秀の書状 

が複数残されている。有名な「明智光秀家中軍法」もここに収められている。 
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１１．谷性寺（こくしょうじ）  

  住所：京都府亀岡市宮前町猪倉土山 39 

  インターネットより引用。 

  谷性寺はこぢんまりとしており、その境内には光秀の首塚がある。丹波を平定した光秀 

は谷性寺の本尊である不動明王を厚く崇敬し、織田信長を討つべく本能寺へ向かう際に 

は「一殺多生の降魔の剣を授け給え」と請願したそう。 

  そして信長を討った光秀ではあったものの、山崎の戦いに敗れ坂本城へと逃れる際に 

襲われている。光秀の介錯をした溝尾庄兵衛は光秀の首を近臣に託し、生前に信仰してい 

た谷性寺へと運び葬ったとされる。首塚はそんな光秀の怨念を鎮めるべく幕末に建てら 

れたもの。 

 

 

１２．本能寺  

  住所：京都府京都市中京区寺町御池 

  織田信長が明智光秀に襲われ自害・焼失した本能寺は現在地の寺町御池ではなく、天正 

10 年ごろは堀川四条の近くにあり寺域は東西 150m、南北 300m。本能寺の変後、豊臣秀 

吉が現在地に移転して再建。しかし、その後も天明の大火や蛤御門の変にて焼失。そこで 

考えられたのが、本能寺の「能」という漢字のツクリが“ヒ”を重ねているので、火が去る 

意味を込めて“去”のようなつくりの漢字になっている。 

 

  明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

  天正 10 年(1582)、6 月 2 日、光秀は本能寺の変を起こし、主君・信長を自害させた。 

光秀が本能寺の変を起こした理由については、従来からいわれているような信長に対す 

る怨恨という単純なものではなく、反信長勢力との関係や信長政権内での派閥争いなど 

が絡む総合的な要因があったのではなどと考えられているが、どの説も決定的な証拠が 

無く、現在でも謎である。 

 

 

１３．山崎合戦古戦場  

  京都府乙訓郡大山崎町円明寺 

明智光秀と一乗谷（福井市おもてなし観光推進課発行）リーフレットより引用 

  天正 10 年(1582)6 月 13 日、主君仇討を掲げ、中国地方から引き返してきた羽柴秀吉 

軍と大山崎で対峙。戦力差から総崩れとなり、光秀は敗走を余儀なくされる。光秀はわず 

かな供とともに夜陰に乗じて敗走するが、山科あたりで農民によって殺害される。享年 55 

歳とされる。 
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１４．西教寺  

  住所：滋賀県大津市坂本 5 丁目 13-1 

  インターネットより引用 

  元亀 2 年(1571)、織田信長による比叡山焼き討ちの際に西教寺も焼失した。本堂は焼 

失の 3 年後に復興した。比叡山焼き討ちの後、近江国滋賀郡は明智光秀に与えられ、光秀 

はこの地に坂本城を築いた。光秀は坂本城と地理的に近かった西教寺との関係が深く、寺 

の復興にも光秀の援助があったと推定されている。光秀が戦死した部下の供養のため、西 

教寺に供養塔を寄進した際の寄進状が現存している。また、境内には光秀の供養塔や光秀 

一族の墓が立っている。 

 

 

１５．天龍寺  

  住所：岐阜県可児市瀬田 1242 

  インターネットより引用 

  明智光秀は可児明智城（母の実家）で享禄元年（1528）山岸信周の四男として生まれ、 

明智光綱の養子になったと伝わる。天龍寺の奥には明智氏歴代之墓所がある。本堂には光 

秀の日本一大きな位牌と木像を見ることができる。 

 

終り 

 

 


