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ｗｅｂ版 図書館しが 
なぞ多き麒麟の生涯～明智光秀の跡を追って～ 

令和２年（2020 年）1 月 19 日からスタートするＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」では、いまから約 500 年前、

日本の歴史の転換期であった戦国時代を舞台に、勇猛果敢な武将として、そして当代第一級の文化人として知られた

明智光秀の生涯が描かれます。 

光秀はその生涯に不明な点が多く、また「本能寺の変」から「三日天下」で唐突な最期を迎えたことは、後世に、

多くの謎を投げかけてきました。そもそも明智光秀とはいかなる人物か？ どこで生まれ、何を行い、そして信長麾下
き か

随一の智将として、ライバル羽柴秀吉――のちの豊臣秀吉と、いわゆるナンバー２の座を争っていた彼が、なぜ突然

「ボス」を殺すというクーデターに走ったのか？ 今回の「図書館しが」では、本県とも関わりが深い光秀の生涯を

辿りながら、その謎を解くカギとなるかもしれない事績や本をご紹介します。 

 

■「光秀」とは何者か？ 

 彼を知らない人はほとんどいないでしょう。小説や映画・ドラマ、ゲーム

などその名を目にする機会も少なくありません。けれども、その生涯はいま

なお多くの謎に包まれており、そもそも、父母が誰であったかすら歴史的に

確定されていません。いわく「光秀の生涯が明らかなのは、後半生のわずか

十数年に過ぎない。どこでいつ生まれたのかもはっきりせず、若き頃の姿は

後世に成った史料にしかあらわれない」1) 

 では、永禄11 年（1568 年）信長に登用されてからはどうでしょうか。 

「その才略、深慮、狡猾さにより、信長の寵愛を受けることとなり、主君と

その恩恵を利することをわきまえていた。殿内にあって彼は余所者であり、

外来の身であったので、ほとんどすべての者から快く思われていなかったが、 

自らが受ける寵愛を保持し増大するための不思議な器用さを身に備えていた」2)。これは当時、日本で布教活動をして

いた宣教師ルイス・フロイスが、その著書『日本史』において記したもので、光秀同様、信長のすぐそばにいながら

常に「余所者」であった異邦人の手で描かれた、彼の肖像画です。 

 日本人の眼には、どのように映ったのでしょうか。「筑前守（※秀吉を指す）は信長の手の者の様にて、其上磊落
らいらく

の

気質なれは、人に対して辞常にをこれり（※「驕
おご

れり」の意）、明智は外様のやうにて、其上謹厚の人なれは、詞常に

慇懃
いんぎん

なり」3)。これは、1565 年に生まれ京都で医業を営んでいた江村専斎という人物の聞き書きである『老人雑話』

に記された光秀評です。豪放で陽性の秀吉との対比も鮮やかで、近年、歴史家の小和田哲男によって引用されること

も多く、よく知られるようになりました。 

 その小和田哲男が歴史学者を目指すきっかけなったと語る古典的名著『明智光秀』の著者、高柳光寿は光秀を徹底

的な「合理主義者」4)と捉え、それ故に信長とウマが合い、それ故に信長と離反した、と考えます。その高柳と論を闘

わせた桑田忠親も「いわゆるマジメ人間で……（略）現代でいうと、教養を身につけているインテリ軍人である」5)

と評し、両者ともに、現代人に通ずるその理知的で合理的な性格を指摘します。 

明智光秀画像[伝] 東京大学史料編纂所所蔵模写 



その一方で、光秀は大変な愛妻家としても有名でした。また、戦場で負傷した家臣の傷を気遣ったり、戦死した部下

を弔うために、身分に関係なく供養米を寄進するなど 6)、「情」の人でもあります。 

 

■「光秀」は何処で、何を？ 

本県と光秀の関わりの第一として、現在の大津市にあった宇佐山城が挙げられます。元亀元年（1570 年）信長軍と

浅井・朝倉連合軍の激戦の舞台としても著名なこの城は、翌年の比叡山延暦寺の焼き討ちの際に明智光秀が居を構え、

諜報活動を展開するうえで重要な役割を果しました。そして「焼き討ち後、坂本の地を与えられた光秀は、宇佐山城

を引き払い、同地の湖岸に坂本城を築くことになる」7)。 

その坂本城は、ルイス・フロイスから「（前略）豪壮華麗なもので、信長

が安土山に建てたものにつぎ、この明智の城ほど有名なものはないほどで

あった」8)と絶賛された名城です。ここを拠点に、彼は出世街道をひた走り、

事実上の信長政権ナンバー２に登りつめました。しかしながら、山崎での

「天王山の戦い」に敗れた城主と命運を共にするように、天下人となった

秀吉によって大津城が築かれるのと入れ替わる形で廃城となりました。 

いまは一基の石碑に刻まれた城の名を下阪本の街角に留めるばかりです。 

 

■なぜ「光秀」は……？ 

天正 10 年（1582 年）に起きた「本能寺の変」は日本史上最大のミステリーのひとつです。事件の発生以来 400 年

以上にわたって、歴史の専門家や好事家、素人が入り乱れてその真相を解き明かすべく、探偵小説の主人公のように

「名推理」を繰り広げてきました。アカデミズムでは、おおよそ信長への怨恨説と信長に代わる天下取りの野望説に

分れるようですが、近年は自身の将来に対する悲観説から、信長非道阻止説などさまざまな説が提起されています。

ほかにも「朝廷」「イエズス会」「足利義昭」などを黒幕とする陰謀論から、いまでいうパワハラ上司の信長のもとで

「ノイローゼが昂
こう

じての突発的行動」9)など、いまも戦国の世さながらの諸説紛々で「天下布武」には程遠い状態です。 

 

■いかにして彼は「光秀」となったのか？ ――そして光秀とは「何者」か？ 

 現在、多くの人が思い描くであろう「明智光秀」像――彼は逆臣賊徒なのか、

それとも戦国武将として己の力を恃
たの

みに天下取りを企てた最後の野心家か？ 

あるいは過激な革命家の信長に対する義憤から「正義」の鉄槌を下した悲劇の

ヒーローだったのか、それとも小説家・津本陽の言葉を借りれば「有能で部下

に人望があったとはいえ」「官僚であってカリスマではなかった」10)のか？ 

 それぞれの時代のさまざまな読み手の願望を投影しながら、増殖しつづける

イメージの乱反射のなかで、彼はその「素顔」がはっきりしないまま、いまも

ひっそりと佇んでいます。周囲の喧騒をよそに、あたかも西教寺の境内に眠る

明智一族の墓のように。 
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大津市下阪本の街角に立つ坂本城址 



 

長浜市立長浜図書館 移転オープンしました！ 

 昭和 58 年（1983 年）に開館して以来、

四半世紀以上にわたって、長浜市の皆さん

に親しまれてきた長浜市立長浜図書館が、

12 月 1 日（日）旧長浜市役所跡地に新た

に建設された産業文化交流拠点「さざなみ

タウン」内の「ながはま文化福祉プラザ」

に移転し、再オープンしました。 

 開架18 万冊、閉架12 万冊の計30 万冊

の蔵書で、幼児・児童向けの「けやきっ子の本棚」、ヤングアダルト向けの「ＹＡの本棚」など若い世代に

向けてのコーナーも充実しています。下司満里子館長からは、「これまで機会のなかった方にも、ぜひ来館

していただきたい。とくに子どもたちや若い人にも親しんでもらえれば。市内のどこに住んでおられても、

しっかりと資料を提供していきたい」と、開館にあたって、抱負を語っていただきました。 

 長浜市民12 万人の豊かな読書生活を支える、期待の施設です。 

 

 

 

『サイクルツーリズムの進め方～自転車でつくる豊かな地域～』 

 藤本芳一 + 輪の国びわ湖推進協議会著 学芸出版社 2019年 2300円＋税 
 

本県で自転車によるまちづくりに取り組んでいる、輪の国びわ湖推進

協議会が、設立から今日まで10 年間、「ビワイチ」を推進してきた経験

と先進地域の調査にもとづき、サイクルツーリズムを進めていくための

具体的な手法についてまとめたのが本書です。

サイクルツーリズムの始め方から、サイクリストが求めるサービス、

快適な道を作るためのポイントまで、実例を交えながら、わかりやすく

解説されています。 

自転車人気が年々高まるなか、注目を集めるサイクルツーリズム。 

本書をひもとき、地域住民が主役となった、自転車によるまちづくり

の実現を目指してみませんか。 

湖 国 の 本 棚  
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ホームページの新刊図書案内にて郷土資料の新着図書のリストをご覧いただけます。 

書名 著者 出版者 出版年 請求記号

人生を楽しく過ごしなさい

現代人の死生観を問う、大阿闍梨最期の言葉

酒井雄哉∥著 誠文堂新光社 2019.9 S-1811- 19

湖城は見ていた 元亀・天正の争乱 丁野永正∥著 サンライズ出版 2019.8 S-2400- 19

戦国武士の履歴書 「戦功覚書」の世界 竹井英文∥著 戎光祥出版 2019.10 S-2551- 19

滋賀の平成年表 1989-2019 サンライズ出版∥編 サンライズ出版 2019.7 S-2700- 19

明智光秀と本能寺の変 渡邊大門∥著 筑摩書房 2019.8 S-2811- 19

滋賀の学校史 地域が育む子どもと教育 木全清博∥著 文芸社 2019.9 S-3700- 19

日本の伝説近畿 藤沢衛彦∥著 河出書房新社 2019.9 S-3808- 19

田上の衣生活資料 須藤 護∥編 田上郷土

史料館∥[編]

田上郷土史料館 2019.10 S-3811- 19

京滋バイパス運動史

住民自治と真の民主主義を求めて

西村忠雄∥著 パレード 2019.8 S-5111- 19

戦国の山城を極める 厳選22城 加藤理文∥著

中井均∥著

学研プラス 2019.9 S-5200- 19

明智光秀の城郭と合戦 高橋成計∥著 戎光祥出版 2019.8 S-5211- 19

てんびんの詩(うた) 竹本幸之祐∥原作

大野志信∥漫画

PHP研究所 2019.7 S-6700- 19

京阪電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部∥

編

天夢人 2019.10 S-6806- 19

空と湖水 夭折の画家三橋節子 植松三十里∥著 文藝春秋 2019.7 S-7211- 19

べしゃる漫画家 森田まさのり∥著 タ

カハシアキラ∥全撮影

集英社 2019.9 S-7222- 19

光の田園物語 環境農家への道 今森光彦∥著 クレヴィス 2019.8 S-7411- 19

夢もまた青し 志村の色と言葉 志村ふくみ∥著 志村

洋子∥著 志村昌司∥著

河出書房新社 2019.8 S-7541- 19

CHANGE僕たちは変われる 日本フェンシング協会

が実行した変革のための25のアイデア

太田雄貴∥著 文藝春秋 2019.10 S-7800- 19

戦国忍びの作法 山田雄司∥監修 G.B. 2019.8 S-7830- 19

レダの靴を履いて 塚本邦雄の歌と歩く 尾崎まゆみ∥著 書肆侃侃房 2019.8 S-9142- 19

明智光秀 小説集 菊池寛∥[ほか]著 作品社 2019.9 S-9511- 19

緋色のマドンナ 陶芸家・神山清子物語 那須田淳∥著 ポプラ社 2019.9 S-9533- 19

安土城築城異聞 澤井繁男∥著 未知谷 2019.10 S-9541- 19
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