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「信長の館」で特筆すべきは、天守閣上層部の原寸大復元もさることながら、安土城全体の精密

復元CGの上映は、圧巻だった   

まるで城内を丁寧に案内されているようだった   

 

上映ＣＧの一場面  

 

このCGを見てから、安土城址に行くことをゼヒとも勧めるものである！   

 

入口受付付近では、本能寺の変の半月前、信長が徳川家康を歓待した時の献立が再現されて

いた  

 

信長の館を出て、スグ後ろの「文芸の郷レストラン」で昼食する  

 

ココは一大文化施設が集まっていて、となりの敷地の「滋賀県立安土城考古博物館」に入る。  

 

壮麗な滋賀県立安土城考古博物館。  
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上の写真の左側  

 

博物館には、安土城と周辺の大きなジオラマ（撮影禁止）があり、全貌がよく掴めた。  

 

撮影可のジオラマ  

 

滋賀県立安土城考古博物館：http:// azuchi- museum. or.jp/  

 

博物館を出て、イヨイヨ安土城跡へ歩く。文化施設群が一望できる  

 

上の写真のほぼ正面（向かい側）が安土城跡のある安土山。まん前をＪＲと国道が通る  

 

 

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



 

上の写真の左端の建物（発掘物保管棟）横の城址入口交差点  

 

上の写真の交差点を渡ると大きな石碑がある  

 

上の写真の左の道を入っていく  

 

上の写真の中央あたり、安土城正面　大手道  



 

上の写真の右側  

 

上の上の写真の左側  

 

中央の大手道を進むと拝観受付（７００円）  

 

この付近に「大手門」があって山腹まで幅約６m＋側溝１ｍの４０５段（約１８０ｍ）の石段が続く。  



 

写真中央の大手道石段に掛かる左右の小橋が見えるが、左側は、「羽柴（豊臣）秀吉」の伝：屋

敷地。右側は「前田利家」の伝：屋敷地  

 

信長の館で上映ＣＧの一場面。中央の大手道石段の左側が羽柴邸。上の写真と対比されたい  

 

羽柴（豊臣）秀吉の屋敷地  

 

秀吉邸の間取り  



 

 

大手道石段の左右は、おおむね家臣達の屋敷地になっていた  

 

かなり登ったところで左にカーブする  

 

下を見る。先日、東山登山したので身体が慣れて、あの時よりはラク  



 

ココからけっこう急になってくる  

 

石仏を道路真ん中に使用している。無神論者と言われる信長を象徴する事跡  

 

この付近が一番ツライか・・・  



 

武井夕庵の屋敷地跡  

 

だいぶ上がってきた  

 

信長の長男「信忠」の屋敷地跡  

 

信忠邸横の長い石段。この上から中枢部の「二の丸」「本丸」となっていく  



 

中枢部入口の「黒金門（くろがねもん）」跡  

 

二の丸付近  

 

イヨイヨ本丸。左側の石垣が、あの壮麗な七重の天守が乗っかる石垣  

 

天守台石垣  



 

奥が天守台石垣。撮影地点は本丸。信長はココに天皇をお呼びするため御所と同じ「清涼殿」を

建てた。写真右端の石段から天守閣に入る  

 

 

今は無き天守閣に入る石段  

 

ココにあの壮麗な七重の天守閣（パックリ二つに割れる模型の建物）があった  



 

上の写真の奥に見える階段を上がって、天守台全体を見る  

 

天守台石垣上から望む琵琶湖の方面の光景。信長も見た風景！  

 

実際には、信長はココから２０ｍほど上空の天守から眺めたのだろう  

 

写真中央の山は安土城の後ろ側の山になるが、かつてはこの山の下は全面琵琶湖で船を横付

けしていた。昭和の干拓で水田となった  

 

上の写真の望遠撮影  



 

反対側の風景  

 

下る時、安土城付属寺「総見寺」側から降りる  

 

この仁王門は信長が伊賀から移築させた当時の数少ない建物  

 

下まで降りて、安土駅にもどる。大手道石段正面が見える  



タメイキがでそうな規模だ。

下りは大丈夫でしたか？  

なかなか味のある景色でしたね   

 

> とか爺さまさん 規模は当時としては、大規模ですよね(^_^)！ 

 

だけど、天守閣が複雑に入り組んでるように 、城郭全体の縄張りも複雑に入り組んでます

ね  

 

行動は直情径行型なのに、ゴチャゴチャ複雑も大スキ人間みたいですねえ

> みゃおさん ご心配ありがとうございます  

 

先週よりだいぶ良くなりました！ 

それに階段での下りの方が身体に合っていたようです(^_^)！

> テイスティ高橋さん　城の背は琵琶湖。正面には、幅の広い石段で敵に登ってこいと言

わんばなりの挑発的な造り。しかし一旦城内に入ると手痛い攻撃が待ち構えている。つく

づく織田信長は、歌舞伎者よ。

> とか爺さまさん ナルホドね！ 

 

ゴチャゴチャと複雑さで、敵を撹乱する戦法か・・・ この時代はまだ「いくさ主体」ですもん

ね

すごく興味深い場所なのが今回の日記でよく分かりました！ 

羽柴、前田利家の屋敷地だった所や、琵琶湖が直ぐ側まであったとか、田んぼになってし

 

安土駅にもどる道から見た安土城址全体。このあたりは、かつて城下町だった！  

 

安土駅から、来た時のルートを逆に帰った。  

 

コメント

イイネ！（12）  dateko  アッペ  ひろえんぴつ  ☆マカロン☆  のつのつ  紫雲英  

まれびと  いちこ  Kuri  jinkan_mizuho  

コメント

コメント

コメント

コメント

とか爺さま 2016年06月19日 12:56 

みゃお 2016年06月19日 13:39 

テイスティ高橋 2016年06月19日 16:05 

テイスティ高橋 2016年06月19日 16:08 

とか爺さま 2016年06月19日 16:11 

テイスティ高橋 2016年06月19日 16:26 

のつのつ 2016年06月20日 08:43 



まってる所が城下町だった所など想像の世界に浸れて楽しそうですね  

彼息子が歴史に興味を持ち出す年齢が来たら行って見ようかな(*^^) 

それにしても火曜日に続きのこの階段！頑張られたんですね。お疲れが出ません様に

(^^;;

> のつのつさん さすがに昨日19日は休みました  

 

安土城に行かれた時は、駅前の「城郭資料館」を見てから「信長の館」で、ゼヒCGを見てく

ださい！ 

 

安土城全体が実に良くできています。いわゆるバーチャル・リアリティの世界に入り込み、

安土城を下から上へ実際に見物している気分になります  

 

それから、実際の安土城址に行くと、遺構が手に取るように理解できます。 

くれぐれも先に安土城址に行かないでくださいね  

 

息子さんも、とても喜ばれると思います  

 

先日の東山登山と同じ程度ですかね？ 

階段がある分登り易いかも です。

> テイスティ高橋さん  

行く時は高橋さんの日記を読み返して完璧な準備をして行きますよ～！ 

本当に分かりやすいので本を出版したらいいのに～

安土城址 大変興味深く拝見しました。 

当時そこで生きていた人々の様々な想いが何だか感じられる様な気がします。 

行ってみたいですね～(^^) でも、405段の階段ですか! 頑張れる内に行かなくちゃ！ 

お疲れさまでした! (^^)d

> Kuriさん　ホントによく考えられてると思いましたよ(^_^)！ 

 

いきなり城址に行っても廃墟としか見えないでしょうね・・・ 

しかし、まず城郭資料館で天守閣の大型精密模型を見て、次に、信長の館で天守閣上層

部の実寸復元と、城郭全体の精密復元CGを見て、最後に実際の城址に行くと、すべてが

手に取るように理解できます！ 

ただの廃墟が、有りし日の壮麗な城郭に見えてくるから不思議です  

ゼヒ体験して見てください！

信長の館～安土城跡へ徒歩で行かれたのですね  

 

空は、雲一つない晴天、かんかん照り。 

お疲れ様でした。 

 

京都から電車で行ける距離感(意外と近い！)に驚きましたが、１日で廻られた高橋さんの

健脚にもびっくりです

> ひろえんぴつさん 京都からスゴく近いんですよ！(^_^) 

だから信長はココに築城したので、その距離感を確かめる目的もありました！ 

 

安土城の裏の波止場から、何十人もの漕ぎ手がいる高速船に乗ると、現代と変わらない

速度時間で大津に着き、そこから馬を飛ばせば、数時間で入京できたとか！ 

 

スゴイですねえ

たまりませんね～  

安土桃山時代、大好物でして… 

安土城裏に波止場なんかあったんですか～。くぅ～  

入館料は安いのか高いのかわかりませんが行かなきゃ損な歴史建造物&風景ばかりで、

これまた先陣切って開拓して下さりありがとう～～  

> datekoさん 安土城の裏は、今は水田ですが、信長当時は、安土城の周りは琵琶湖に

なっていましたから「波止場」、つまり小さな港がいくつかあったそうです！ 信長は舟 も

愛用したんですよ  

 

私も安土桃山時代には、特別な感情があります  個人的な趣味なので、興味のない人

には、なんでもない史跡ですけど・・・ 

 

同趣味でウレシイ です！

> テイスティ高橋さん　 

もちろん高橋さんほど詳しくはないはずですが、次回お目にかかったらぜひお話ししましょ

う～♪
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> datekoさん 

 

コメントする

 

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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