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はじめに

昨年4月に、「第二の故郷 新潟を訪ねるドライブ旅行」を行いました。この旅行で自家用

車によるドライブ旅行には、ツァー旅行や公共交通機関を使う旅行に比べ、自分の行きた

いところに行ける、途中で計画を変更できる、効率的な観光ができるなどの利点があること

を実感しました。

ドライブ旅行の魅力にはまり、今春も「お城めぐり」をテーマとして近畿・中部地方のドライ

ブ旅行を行いました。お城めぐりの他に、行程上にある合掌造り集落や宿場などの観光地

も見てきました。本書では、今回のドライブ旅行の内容を紹介します。

（補足）

お城や各観光地の説明文は、インターネットより多く引用しています。写真は全て私が撮

ったものです。私のホームページには本書より多くの写真をアップしているので、これらを見

て頂ければ臨場感が深まると思います。
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1． ドライブ旅行

（1） 旅行と mini 観光

遠地の観光を「旅行」、近場の観光を「mini 観光」と私は区別しています。図 1に、退職後

の旅行およびmini 観光の回数を、表１に退職後の旅行の場所示します。

表 1 退職後の旅行の場所

種 類 回数 場 所

① 海外旅行 5 韓国、台湾、タイ、中国（北京）、中国（江南）

国内 ② 飛行機利用の

宿泊旅行

7 北海道、長崎、福岡、大分、熊本、宮崎、

広島・岡山

③ 日帰りバス旅行 2 愛知万博、馬籠・妻籠

④ 宿泊バス旅行 4 京都、高山・金沢・白川郷、神戸・姫路、

奈良・京都

⑤ 自家用車による

宿泊ドライブ旅行

2 福島・新潟・長野・山梨（2015 年）、

静岡・愛知・滋賀・福井・石川・長野（2016 年）

計 20

（2） ドライブ旅行の利点

⑤のドライブ旅行には他の旅行に比べ、表 2 に示す多くの利点があります。一言で言え

ば自由ということで、宿泊所のチェックイン時間とチェックアウト時間さえ守れば、後は全て

自由ということです。

表 2 ドライブ旅行の利点

利点 利点の内容

日程が自由に決め

られる

旅行場所、旅行期間、出発日、宿泊所などが、自分の好みや都合

に合わせて自由に決められます。

図 1 退職後の旅行およびmini 観光の回数

年

回数
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当日のスケジュール

を自由に変更できる

当日の出発時間、観光場所、観光時間、昼食時間・場所などを自

由に変更できます。

時間を有効に利用

できる

パック旅行などでは、長い昼食時間があったり、提携するお土産

店に寄ったりして、実質の観光時間が減らされます。ドライブ旅行

ではこれらが無いので、十分な観光時間が取れます。

他人を気にしなくて

済む

パックの海外旅行やパックのバス旅行では他人の参加者がいて、

少なからず気を遣うことがあります。ドライブ旅行では全く気を遣う

必要がありません。

2． 行程

図 2に今回のドライブ旅行の行程図を、表 3 に行程の詳細を示します。
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表 3 行程の詳細

月/日 出発地 到着地

移動距離

km

移動時間(A)

分

観光時間(B)

分

4/11 自宅 掛川城 189 140 55

掛川城 浜松城 33 55 40

浜松城 岡崎城 69 75 40

岡崎城 名古屋城 57 50 85

名古屋城 ホテル 2 15 －

小計

(A)+(B)：9 時間 15 分

350 335

5 時間 35 分

220

3 時間 40 分

4/12 ホテル 清州城 14 35 35

清州城 大垣城 36 55 30

大垣城 彦根城 43 70 70

彦根城 長浜城 14 25 35

長浜城 越前大野城 121 95 30

越前大野城 永平寺 25 40 40

永平寺 丸岡城 15 20 15

丸岡城 東尋坊 22 40 30

東尋坊 ホテル 77 85 －

小計

(A)+(B)：12 時間 30 分

367 465

7 時間 45 分

285

4 時間 45 分

4/13 ホテル 金沢城・

兼六園

2 10 70

金沢城・

兼六園

相倉集落 48 70 20

相倉集落 菅沼集落 12 20 15

菅沼集落 白川郷 21 25 70

白川郷 郡上八幡城 83 100 30

郡上八幡城 犬山城 56 90 40

犬山城 ホテル 2 5 －

小計

(A)+(B)：9 時間 55 分

224 320

5 時間 20 分

245

4 時間 35 分

4/14 ホテル 馬籠 86 70 40

馬籠 妻籠 9 10 45

妻籠 寝覚の床 30 35 20

寝覚の床 奈良井宿 30 35 60

奈良井宿 高遠城址公園 35 55 60

高遠城址公園 自宅 197 150 －

小計

(A)+(B)：9 時間 40 分

387 355

5 時間 55 分

225

3 時間 45 分

合計

(A)+(B)：41 時間 20 分

1,326 1,475

24 時間 35 分

975

16 時間 45 分

（備考）朱記は、お城（14 ヵ所）を示します。
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3． お城

今回のドライブ旅行のテーマは「お城めぐり」です。以下見てきたお城 14 ヶ所を、行程の

順序で紹介します。名古屋城以外は初めての観光です。

（1） 掛川城 （静岡県掛川市）・・・日本 100 名城

東海道の要所の地に築かれた掛川城は、その美しさから「東海の名城」とうたわれてい

ます。現存するのは掛川城御殿、太鼓櫓、大手門番所のみですが、1994 年に当時の様子

そのままに天守閣と大手門が復元されました。春は桜が美しいです。

（2） 浜松城 （静岡県浜松市）

浜松城は徳川家康の居城として知られ、17年間を浜松城で過ごしました。1958年に再建

された天守閣の最上階からは三方ヶ原古戦場、遠州灘、浜名湖、富士山などを臨むことが

できます。2014 年には天守門が復元されました。

（3） 岡崎城 （愛知県岡崎市）・・・日本 100 名城

岡崎公園は、岡崎城の城跡を公園にしたものです。広大な園内には、旧城そのままの白

亜の天守閣がそびえ、城塁、内堀や家康公ゆかりの史跡等も多く、家康公と三河武士の生

きざまを展示した歴史資料館「三河武士のやかた家康館」などがあります。さらに、二の丸

能楽堂、巽閣、茶室葵松庵・城南亭、からくり時計、徳川家康公銅像、龍城神社、元康像、

五万石藤など、みどころがいっぱいです。

天守閣 掛川城御殿

天守門 天守閣
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（4） 名古屋城 （愛知県名古屋市）・・・国の特別史跡、日本 100 名城

大阪城、熊本城とともに日本三名城に数えられ、伊勢音頭にも「伊勢は津でもつ、津は

伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」と詠われています。大天守に上げられた金の鯱（シャ

チ）は、城だけでなく名古屋の街の象徴にもなっています。大天守、小天守と櫓、門、御殿

などの一部は戦前まで残存していましたが、1945 年の名古屋大空襲によって大部分を焼

失しました。戦後に天守などが復元され、現在城跡は名城公園として整備されています。

名古屋城は出張時に訪れたことがありますが、20～30 年前のことで、全く記憶にありま

せんでした。

大手門 天守閣 （入口のある南側）

天守閣 雄の「金のシャチ」

東南隅櫓 （重要文化財） 表書院の座敷飾（本丸御殿）
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（5） 清州城 （愛知県清須市）

織田信長公の天下取りの出発点であり、戦国の世を終結させ天下平定を目指す武将が

重要拠点としていたのが清須城です。1989 年に現在の場所に清洲城として再建整備され

ました。金色に輝く鯱を屋根にいただく清洲城天守閣、芸能文化館、五条川に架かる赤い

大手橋は、清須市のシンボルとなっています。

（6） 大垣城 （岐阜県大垣市）

1945 年、戦災で焼失しなければ歴史的価値の高い観光名所になっていたと言われてい

ます。かつての大垣城は、水堀を幾重にもめぐらせた堅城で、敷地にして現在の3倍以上、

櫓の数は 10 を数える大変規模の大きな要塞だったと言われています。1959 年に再建され

た天守閣は、全国的にも珍しい4層の天守を持ち、城下町・大垣のシンボルとして市民に親

しまれています。

（7） 彦根城 （滋賀県彦根市）・・・国宝、日本 100 名城

井伊直継・直孝によって約 20年の歳月をかけて建設され、1622 年に完成しました。天守

閣をはじめ、重要文化財の各櫓（天秤櫓、西の丸三重櫓、佐和口多聞櫓、太鼓門櫓）、下

屋敷の庭園である玄宮園、内堀・中堀などが当時の姿を留めています。全国的に見てもき

わめて保存状態のよい城跡で、年間を通じて多くの人々が訪れます。姫路城、松本城、犬

山城とともに国宝に指定されています。

大手橋と大手門と天守閣

西門と天守閣 天守閣

天守閣 （東側）
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（8） 長浜城 （滋賀県長浜市）

羽柴秀吉（のちの豊臣秀吉）が築き、初めて城持ちの武将となった城です。琵琶湖にせり

出した水城で、城内から水門を通じて琵琶湖に舟の出入りができるようになっていました。

1615 年に廃城になり、現在城跡の一部は豊公園（さくらの名所 100 選）として整備され、か

つての本丸の天守台跡西側に、築城当時の石垣の一部が残っています。城跡には 3 層の

模擬天守が建っていますが、これは 1983 年に犬山城や伏見城をモデルに建設されたもの

で、長浜城の天守の復元構造物ではありません。

天守閣 （国宝） 西の丸三重櫓 （重要文化財）

天秤櫓 （重要文化財） 太鼓門櫓及び続櫓 （重要文化財）

天守閣 （豊公園側） 天守閣 （豊公園の反対側）
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（9） 越前大野城 （福井県大野市）

大野市北西部にある標高 249m の亀山に築かれた平山城です。1575 年金森長近により、

5 年の歳月をかけて築城されました。土台となる石垣は、自然石をそのまま積み上げた「野

面積み（のづらづみ）」という工法で作られています。現在の天守は、1968 年に絵図や同時

代の城を参考に再建されたものです。「福井の天空の城」です。

（10） 丸岡城 （福井県坂井市）・・・国の重要文化財、日本 100 名城

柴田勝豊によって 1576 年に築城された丸岡城は、現存する日本最古の天守閣です。外

観は二層、内部は三層の望楼型天守閣で石垣は「野面積み」という古い方式で、すき間が

多く粗雑な印象ながら排水がよく大雨に崩れる心配がないといわれています。

（11） 金沢城 （石川県金沢市）・・・国の史跡、日本 100 名城

金沢城公園は、加賀百万石前田家の居城であった城が一般に広く開放された歴史的空

間で、外庭であった兼六園と共に石川県民の宝です。重要文化財に指定されている石川門、

三十間長屋、鶴丸倉庫のような歴史的な建造物、近年再建された菱櫓・五十間長屋・橋爪

門続櫓の壮大さなど、見どころがいっぱいです。

天守閣 （城に向かう車中から撮影） 天守閣

天守閣 （現存する日本最古の天守閣）
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（12） 郡上八幡城 （岐阜県郡上市）

1559 年遠藤盛数によって砦が築かれたのが、郡上八幡城のはじまりです。明治の廃藩

置県とともに廃城となった城は、翌年から石垣を残して取り壊されましたが、1933 年に天守

閣が木造で再建されました。城郭の石垣が県の史跡に指定され、天守閣は市の有形文化

財に指定されています。天守閣からは、城下町や奥美濃の山並が一望できます。「岐阜の

天空の城」です。

石川門 （重要文化財） 菱櫓・五十軒長屋・橋爪門続櫓

菱櫓 橋爪門続櫓に隣接する橋爪門

天守閣と桜の丸隅櫓 天守閣 （日本最古の木造再建城）
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（13） 犬山城 （愛知県犬山市）・・・国宝、日本 100 名城

1537 年に建てられ、天守は現存する日本最古の様式です。木曽川のほとりの小高い山

の上に建てられた天守閣からの眺めはまさに絶景です。周辺には犬山城下町の古い町並

みや、多くの観光施設があります。

天守閣の最上階の外通路です。手すりは

膝より少し高い程度の高さで、その低さに驚き

ました。

他のお城では安全面の観点で、外通路に

は出られないようにしたり、出られても大人の

胸の高さほどの柵を追加したり、屋根まで金

網を設置したりしていました。

（14） 高遠城 （長野県伊那市）・・・国の史跡、日本 100 名城

武田信玄の五男仁科五郎盛信が織田信忠と戦い、壮絶な死を遂げたのが高遠城です。

廃藩置県で城を撤去、今はわずかに城の遺構（曲輪）や石垣が残るだけです。

現在は「天下第一の桜」が咲き誇る美しい公園となっています。（18 ページ参照）

天守閣 ホテルから見る朝の天守閣

二の丸から本丸に続く桜雲橋と問屋門 曲輪
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4． 合掌造り集落

合掌造りとは、「小屋内を積極的に利用するために、叉首構造の切妻造り屋根とした茅

葺きの家屋」のことで、日本の他の地域にはみられない、白川郷と五箇山地方のみに存在

する大変特色のある民家の形式です。小屋が叉首（サス、ガッショウとも呼ばれる）による

構造となっていること、あるいは屋根が両手を合わせたような形になっていることから、合

掌造りと呼ばれるようになったと思われます。

白川郷と五箇山は、1985 年、2006 年に続く 3 回目の観光です。

（1） 越中五箇山・相倉合掌造り集落 （富山県南砺市）・・・世界遺産

戸数 27 戸のうち、20 戸が合掌造り家屋で、その多くは江戸時代末期から明治時代にか

けて建てられたものですが。この合掌造り家屋をはじめ、寺院や神社、土蔵、板倉などの伝

統的な建物、屋根葺きに必要な茅を取る茅場、集落を雪崩から守る雪持林などが史跡とし

て大切に保存されています。国の重要伝統的建造物群保存地区です。

（2） 越中五箇山・菅沼合掌造り集落 （富山県南砺市）・・・世界遺産

現在 12 棟の家屋があり、そのうち 9 棟が合掌造り家屋です。これらの合掌造り家屋は、

江戸時代末期に建てられたものが2棟、明治時代に建てられたものが6棟、大正時代に建

てられたものが 1 棟です。菅沼集落は、小さいながらも日本を代表する山村集落として、昔

からの景観を変えることなく、訪れる人々に歴史を語り続けています。国の重要統的建造

物群保存地区です。

越中五箇山・菅沼合掌造り集落 五箇山民俗館と桜

越中五箇山・相倉合掌造り集落 与茂四郎
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（3） 白川郷・荻町合掌造り集落 （岐阜県大野郡白川村）・・・世界遺産

合掌造りの建物が最も多く残る地域で、大小あわせて現在 100 棟余りあります。合掌造

り集落の規模としては全国で最大で、国の伝統的建造物群保存地区に選定されています。

今も実生活の場として使われているところに価値があり、それが他の地域の合掌造り集落

と違うところです。白山山麓の自然を背景とした集落の景観は、俗界と切り離された仙境の

ようです。

5． 宿場

馬籠宿、妻籠宿、奈良井宿は中山道の宿場町です。馬籠宿と妻籠宿は、今回で 3 回目

の観光になります。1 回目は新潟在住の時で、1981 年に自家用車で行きました。2 回目は

神奈川在住の時で、2007 年クラブツーリズムの日帰りバスツァーで行きました。奈良井宿

は今回初めて訪れました。

昨年は、会津西街道（下野街道）の宿場町の一つである大内宿に行きました。

（1） 馬籠宿 （岐阜県中津川市）・・・中山道 43 番目の宿場

約 600m の急峻な地形にある宿場町は、全国的にも珍しく、島崎藤村の小説「夜明け前」

の主人公である青山半蔵が見た美しい恵那山を眺望することができます。通りの中央は石

畳が敷き詰められ、両脇には格子のある民家、資料館、茶屋、土産物店など、江戸時代を

彷彿とさせる家並みが連なります。島崎藤村記念館、藤村のお墓があります。

荻町合掌造り集落（展望台からの眺望） 和田家 （国の重要文化財）

合掌造り集落 長女と長男と合掌造り集落（1985 年）
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（2） 妻籠宿 （長野県木曽郡南木曽町）・・・中山道 42 番目の宿場

妻籠宿は中山道と飯田街道の分岐点に位置し、古くから交通の要所として栄えました。

全長約 500m の町並みは、江戸時代にタイムスリップした感じで、どれも当時の面影を残し、

懐かしさと郷愁を感じる情緒いっぱいの宿場町です。国の重要伝統建造物保存地区です。

（3） 奈良井宿 （長野県塩尻市）・・・中山道 34 番目の宿場

中山道沿いに約1kmにわたって家並みが続く奈良井宿は、中山道木曽11宿中最も賑わ

った宿場町でした。その繁栄のさまは「奈良井千軒」とも呼ばれるほどです。往時の面影を

色濃く残す奈良井宿は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

奈良井宿 （約 1km にわたる、日本最長の江戸時代の宿場町）

妻籠宿 （江戸時代の宿場町としての景観と風情を再現）

江戸時代の家並み
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6． 奇岩

前々から行ってみたいと思っていた東尋坊に行きました。飲食店、お土産店が並ぶ細道

を通って奇岩がある海岸に出る形式は、江の島の稚児ケ淵、城ケ島の長津呂崎に似てい

ます。

寝覚の床は、新潟在住時の 1981 年以来の 2度目の観光です。

（1） 東尋坊（福井県坂井市）・・・国の名勝、天然記念物

荒々しい岩肌の柱状節理が延々と 1km に渡って続く、勇壮そのものの東尋坊です。なか

でも岸壁の高さが 20 メートル以上に及ぶ断崖は壮絶で、日本海の荒波が打ち寄せる姿は

恐ろしいほどの迫力です。遊覧船ではライオン岩、ろうそく岩など自然の造形が目を楽しま

せてくれます。

（2） 寝覚の床 （長野県木曽郡上松町）・・・国の名勝

木曽川の水流によって花崗岩が侵食されてできた自然地形です。かつては急流でした

が、上流に設けられた木曽ダムにより水位が下がったために、水底で侵食され続けていた

花崗岩が、現在は水面上に現れています。水の色はエメラルドグリーンです。

寝覚の床 （祠は「浦島堂」） 床岩

屏風岩 三段岩
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7． 寺社、庭園、公園

一度は行ってみたいと思っていた永平寺と、桜で有名な高遠城址公園に行くことができ

ました。

永平寺は、横浜市鶴見区の總持寺と並ぶ日本曹洞宗の中心寺院（大本山）です。ちなみ

に南足柄市の大雄山最乗寺も曹洞宗です。最乗寺は杉林、あじさい、天狗像、高下駄など

が見応えがあり、毎年年 2、3 回行っています。

高遠城址公園の花見は大変混雑し、自家用車で行くと遠くの駐車場に停めシャトルバス

で往復すると聞いていましたが、幸いなことに公園前の駐車場に停めることができ、効率的

な花見を楽しめました。

兼六園は、1980 年、1985 年、2006 年、今年と 4回目の観光です。

（1） 永平寺 （福井県吉田郡永平寺町）

1244年、道元禅師が大仏寺を建立し、2年後に永平寺と改められたことに始まります。深

山幽谷の地にたたずむ山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、浴室、東司の七つの建物内では、

修行僧が、道元禅師により定められた厳しい作法に従って禅の修行を営んでいます。

（2） 犬山城近くの神社

犬山城の南の登城入口近くに、三光稲荷神社、針綱神社、猿田彦神社、犬山神社があ

りました。三光稲荷神社には、伏見稲荷神社のような朱塗りの鳥居と、鎌倉の銭洗弁財天

のような銭洗池がありました。

三光稲荷神社 針綱神社

山門 仏殿
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（3） 玉泉院丸庭園

玉泉院丸庭園は、廃藩時まで金沢城内玉泉院丸に存在していた池泉回遊式の大名庭

園です。滝と一体となった意匠性の高い石垣群を庭の構成要素とする、他に類を見ない独

創的な庭園であったと考えられています。2015 年 3 月、庭園の姿が再現されました。

（4） 兼六園 （石川県金沢市）・・・国の特別名勝

金沢城の外郭に造営された、江戸時代を代表する池泉回遊式庭園です。岡山市の後楽

園、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ます。桜、梅、紅葉の名所

でもあり、日本さくら名所 100 選にも選ばれています。

徽軫灯籠と霞ヶ池 霞ヶ池と蓬莱島 （別名亀甲島）

休憩所 玉泉院 一の島

猿田彦神社 犬山神社
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（5） 高遠城址公園 （長野県伊那市）・・・桜の日本三大名所、日本さくら名所 100 選

高遠城の城址には、やや小ぶりで赤みを帯びた花形で可憐な花を咲かせるタカトオコヒ

ガンザクラが 1500 本以上植えられており、古くから、天下第一の桜と称されています。

桜の日本三大名所は、弘前公園（青森県弘前市）、高遠城址公園（長野県伊那市）、吉

野山（奈良県吉野郡）です。

桜雲橋 桜 （二の丸）

内橋亭 （霞ヶ池）

兼六園熊谷桜

長女と長男と内橋亭（1985 年）
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