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滋賀県（近江国）は、「比叡山」関係以外、それほど探訪してみたいとは思わないのだが、「織田

信長」が築いた「安土城」跡だけは、一度訪ねてみたいと思っていた。  

 

信長にとって「安土～京都」は、正に「指呼（しこ）の間」であり、  

「本能寺の変（天正１０年６月２日）」の時も、５月２９日に十数名ほどでユルユルと安土城を出

立。夕方には京都本能寺に着いている。  

 

馬術の「トロット（だく足）」程度の進め方でも十分か（今は京都駅～安土駅４５分ほどか）。  

 

信長の感覚では、安土も「京の郊外」程度にしか考えていなかったのだろう・・・  

 

というワケで今日は天気も良く、ツイに安土を訪ねてみることにした。  

 

８時、我が庵を出る。徒歩１２分のＪＲ「花園」駅より８時２０分発「京都」行きに乗る。京都駅で東

海道線に乗換え、９時２１分に「安土」駅に着く（花園駅から、わずか１時間ほどなんだ・・・）。  

 

安土駅に降りる  

 

さっそく信長公の銅像。現在周囲は工事中  

 

観光案内所で聞いて、まずは駅前の「安土町城郭資料館」へ  
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コレがナカナカの優れモノ！  

 

２０分の１の安土城の模型がスバラシイ！　真っ二つになる！  

 

２０分の１の大型模型だからホンモノの城中に迷いこんだよう！  

 

城中央の信長公ご自慢の「吹き抜け」にカメラを突っ込んで撮影   

 

地下の「多宝塔（世界の中心［須弥山］を表すとか）」から、４階までイッキのこの吹き抜けは、宣

教師から聞いた西洋のカテドラルの様式を取り入れたとのこと。  

 

 

困ったときには

日記のヘルプ

利用上の注意

規約違反の通報

メンテ・障害のお知らせ



 

写真左中間は「能舞台」。信長公が「敦盛」を舞うため造られたとのこと  

 

３階の大廊下  

 

水墨画の襖絵  



 

七賢人の襖絵  

 

何階だっけ？　廊下  

 

３階あたりの座敷  

 

頼むと城をくっ付けてくれる  



 

 

 

人間の大きさと比較すると、この模型の大きさが解る。頭が城の二層目くらいになるか  

 

華麗な上層部  



 

２階から撮影  

 

再び廊下  

 

座敷  



 

上の階への階段  

 

不定形なので、イチバン外側の廊下は幅１ｍ位しかないところもある  

 

真ん中に柱のある廊下  



 

大広間  

 

大広間上段の間。障壁画などは狩野永徳が担当  

 

地下の入口部分  



 

 

幅１ｍ位しかない廊下の床は開くようになっているみたい。石落とし？  

 

不定形だから、けっこうこうなる  



 

２０分の１の模型は、実にオモシロかった！  

信長公は、ゴチャゴチャしたモノ（造り）がスキだと感じた。  

 

次に「信長の館」へ「セビリア万博」に出展された実物大復元上層部を見に行く。交差点を渡り奥

の道路を進む  

 

道路の左に安土城が築かれた「安土山」が見えてくる。距離１キロもない  

 

上の写真の安土山の縦スジみたいなところを望遠で見ると天守に続く「大手階段」が見える  



 

写真右端が「滋賀県立安土城考古博物館」や「信長の館」  

 

信長の館  

 

信長の館の内部。写真右端が実物大復元上層部  

 

上層部下部のパノラマ撮影  

 

実物大復元上層部　１階から  



いやぁ、コレは面白い！  

今日も素敵な散策になりましたね   

羨ましい

私が行ったのは何年前だろう、まだ駅前には「安土町城郭資料館」はありませんでした。 

高橋さんが夢中になって写真を撮っている姿が目に浮かびます。 

 

実物大復元上層部　２階  

 

２階内部  

 

 

安土町城郭資料館：http:// www.azu chi-shi ga.com/ n-jyouk akusiry oukan.h tm  

 

安土城天主　信長の館：http:// www.biw ako-vis itors.j p/spot/ detail/ 729  
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イイネ！（15）  ひろえんぴつ  ☆マカロン☆  まれびと  dateko  ロムママ  Ｊａｎｅ  

マ～サン  あまね  紫雲英  いちこ  
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みゃお 2016年06月18日 21:47 

仙ちゃん 2016年06月18日 21:54 



 

信長の館は私が行った頃はセミナリオと言っていたような。 

当然、ここにも行きましたし、安土城址にも行きましたよ。 

 

いいところですね。

実物の中に入って撮影されてる様な錯覚に陥りました(#ﾟДﾟ) 

お城がパカッて何の事かと昼のLINEで思ってましたが、こういう事だったんですね！ 

実に楽しい  

望遠で撮られた安土山の階段に登られてる人がいたので てっきり高橋さんも登られるの

かと思いました(^。^;)

観音正寺参拝のときに、素通りしました。安土駅周辺は滋賀県が力を入れて誘致している

製造工場が立ち並びます。京都からもアクセスは簡単なのでいずれは見物に行くでしょ

う。高橋さんの積極的な旧所名跡歴史館巡りには驚かされます。

> みゃおさん みゃおさん 

よくヤルわあ ・・・という感想ですね  

 

なんであんな模型を作ったのか？というと安土城が、それまでの城とかなり違った画期的・

革命的なお城だったから、ソレをよく理解させるため作ったのでしょうね・・・ 

 

今各地で見るお城の原型になっており、ソレは信長公が発明したワケです。天才ですね！ 

 

だけどソートー歪んだ形してる（不定形）のが目立ちます 。複雑でオモロイけど「洗練」

された外形とは言えませんね。 

 

日本初だからいろいろ試行錯誤があったのだろうと思いますが、一面「天才だけど、実は

歪んだ複雑な性格？」なんて勘ぐっちゃいました！？ 

> 仙ちゃんさん 平成に入ってからドンドン発掘・整備を進めているとのことでした！ 

 

そのうちモノホンの安土城天守閣が建立されることを強く願っております  

 

「信長の館」周辺は、一大文化施設群になっていて、「滋賀県立安土城考古博物館」なん

か壮大な聖堂のような建物でした ！

> のつのつさん 上のみゃおさんへのコメントにも書いたように実にオモロイ模型でした！ 

 

このあと、実際に天守台に立ったのです。 

日記が（一）になっている時は、必ず続きがあります。（二）は、くたびれちゃったので１８日

に書けなかったのです

> とか爺さまさん 上の方のコメントにも書きましたが、文化施設面でもソートー力を入れて

る感じでした！ 

 

この勢いでモノホンの天守閣を！！ 

寄付金募集があれば、参加したい気分ですね

> テイスティ高橋さん　　ちなみに、東福寺の開山堂が安土城の天守閣建造のヒントと云

われています。 

http:// photo.m ixi.jp/ view_ph oto.pl? photo_i d=19478 97080&o wner_id =987386 3 

 

安土城の再建ですか。。。考えた事もない。不可能と思っていましたからねえ。城下町の楽

市まで作らなくちゃあ。

面白かったです。　きれいでした。　　行ってみたい！！　歪んでいる形は、岡山城に引き

継がれてます（テレビの受け売り）安土城→大阪城→岡山城（宇喜多秀家）だそうです。　

岡山城は変形地形による所も大きいです。　金箔もしゃちほこもきれいになってますよ。 

そうそう、黒塗りも大阪城の影響だそうです。

石垣の上に天守閣をつくる城も､安土城が日本で初めてなんですよねぇー♪(´ε｀ ) 

 

信長曰く、天守閣を「天主閣」と呼んだところが彼らしい！（≧∇≦）

> とか爺さまさん　開山堂、確かに感じが似てますね！ 

 

一説には、複雑な形状をしているのは、宣教師からヨーロッパ各地の巨大な複雑な外見を

した聖堂の絵を見せられたからだ、というのもあります。 
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城下町には楽市のほかにセミナリオも復元して欲しいですね  

> 紫雲英さん　どんなモノでも、時代を経るごとに洗練されたカタチになっていくようです

ね！ 

 

確かに「名古屋城」あたりになるとデカイですけど外見はシンプルで長方形に近くなってい

きますよね 

江戸城は、火事で燃えちゃったですが、もしその時再建されていとしたら、さらにワリに単

純な構造の天守になったかと想像されます。 

> Ｊａｎｅさん　皆さん、よく研究されていますね！ 

それだけ「お城」は、興味をもたれる箇所が多いのでしょうね  

おお～っ！ 

城ファンにはたまりませんな  

私も絶対行ってみよう～！

> datekoさん 城ファンなのですね！ 

 

草津、栗東、守山、野洲あたりからだったらずいぶん近いですよね(^_^)！ 

安土駅から徒歩２０分ほどです。 

ゼヒ、空いた時間にでも

暑いなか、お疲れさまです！(￣-￣)ゞ 

 

信長も金ぴかが、お好きだったのですね～(笑) 

 

滋賀は、石山寺など見所満載なところがありますよ～ 

また、お運びください！

> まれびとさん 安土城址からは金箔瓦も多数出土しているし、秀吉の金好きは、信長の

受け売り、という説もあるくらいですから、ソートー好きだったのでしょうね  

 

石山寺は、大昔、行ったことがありましたね～ 紫式部関連でした・・・

安土城のパカッと大模型。 

超リアル。 

忠実に再現された柱や廊下、襖絵。 

 

実物が遺っていないので、資料から再現した所がすごい！と思います。 

 

清洲、小牧、岐阜(稲葉)、安土城、すべて制覇しました。 

安土城跡と岐阜城の登りは、キツかった～

> ひろえんぴつさん 愛知県の方はイイですね  

 

信長、秀吉、家康の築いた城がソバにあって。彼らの城で行ったことあるのは大阪城と安

土城くらいでしょうか・・・ 

 

関東にも城址はいっぱいあって、けっこう行きましたが、それらのほとんどは、先週NHK大

河で滅んだ後北条氏の城址です。 

 

江戸城は、何回も行きましたが（通り抜けとしてが多いですが） 

 

今度、尾張、美濃、近江の城郭探訪の旅したいです
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利用規約および個人情報保護ページに同意のうえ投稿してください。 
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