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１．丸亀城 H30.5,27 

  室町時代に足利義満有力家臣である菅領・細川頼之の部下が同地に砦を作ったの始ま 

 り。その後、香川氏などの国人の城となりつつ戦国時代を過ごし、豊臣秀吉の天下統一 

 後は生駒親正の持ち城となった。親正の指示により丸亀城は近世城郭として形作られ、 

 現在の姿となった。 

 

  江戸時代となり太平の世を迎えた事で戦うための城という役割はなくなった。江戸幕 

 府は一国一城令によって当時無数にあった城を破却してゆき、丸亀城もその危機に襲わ 

 れた。（生駒氏の本城は高松城である）しかし、手塩にかけて築いた壊したくないと思っ 

 たのか、親正は、丸亀城は破却したと偽り、そのために同城を立ち入りを禁じて廃城と 

 なったと見せかける偽装まで施し、丸亀城を守り抜いた。 

 

  生駒市は親正の子正俊の代で「生駒騒動」が起こり改易。旧生駒氏の領地は全約 18 万 

 石のうち 12 万石が高松城を本城として水戸藩から分家が配され高松藩が興され、残り 5 

 万石は丸亀城を本拠として山崎氏が入り丸亀藩となった。これで丸岡城は堂々とそびえ 

 立つことが許された。 

 

  山崎氏は 3 代でお家断絶となり、代わりに京極家（京極高次の子孫）が配置され、以後 

 明治維新まで京極家の城として続いた。 

 

   

丸亀城 大手一の門            丸亀城 天守閣 
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瀬戸中央自動車道 

  本州と四国を隔てる瀬戸内海上を橋で結ばれる本州四国連絡道路の 3 路線のうちの一 

 つで、岡山県倉敷市と香川県坂出市を結ぶ高速道路であり、路線は一般国道 30 号に指定 

 された自動車専用道路で、同国道のバイパス道路の扱いである。橋梁部分は、上部に 4 車 

 線の瀬戸中央自動車道が走り、下部に本四備讃線が通る 2 層構造の鉄道道路併用橋で、

本州四国連絡道路 3 ルートでは唯一である。 

 

  世界最長の道路鉄道併用橋としてギネスブックにも認定されている瀬戸大橋区間は 

12.3km あり、路線延長の約 3 分の 1 を占める。 

 

 

２．高松城 H30.5.27 

  天正 15 年(1587)に豊臣秀吉から讃岐一国を与えられた生駒親正は、翌 16 年(1588)か 

 ら高松城を築城した。この時、「野原」の地名を「高松」に改めた。 

北は瀬戸内海に面し、内堀、中堀、外堀の 3 重の堀で残り 3 方を取り囲んだ平城（水 

 城）で、その設計は黒田如水、藤堂高虎、細川忠興などの諸説がある。また玉藻城とも 

 呼ばれ、これは讃岐国の枕詞「玉藻よし」に由来するともいわれている。 

 

  生駒氏の治世は寛永 17 年(1640)の生駒騒動による転封まで 4 代 54 年間に及んだ。生 

 駒氏転封後の寛永 19 年(1642)には、徳川家康の孫で、徳川光圀の兄でもある松平頼重に 

 東讃 12 万石が与えられた。 

 

  頼重は城内の改修を行い寛文 10 年(1670)に天主を改築させ、翌年から東ノ丸、北ノ丸 

 を新造し、2 代藩主頼常は月見櫓や良櫓などを建て、大手を南側から南東側に移動し、三 

 ノ丸に御殿を建てた。その後、城は大きく改修されることなく、11 代にわたって松平氏 

 の居城としてその姿を見せていたが、慶応 4 年(1868)官軍に開城することになる。明治 

 時代には城の中心部は陸軍の所有となり、天主を始めとする多くの建物が取り壊され、 

 外堀は埋め立てられ市街化が進んだ。明治 23 年(1890)に再び松平家に払い下げとなり、 

 天主台に玉藻廟、三ノ丸に現在の被雲閣が建築された。 

 

  平成 24 年(2012)には被雲閣の 3 棟が国の重要文化財に、翌 25 年(2013)には被雲閣庭 

 園が国の名勝に指定された。 

 

 



4 

 

   

高松城 良櫓               高松城 被雲閣 

   

高松城 天守台              高松城 内堀 

 

 

３．徳島城 H30.5.27 

  この地は鎌倉時代より伊予国地頭の河野氏が支配していた。室町時代の至徳 2 年(1385) 

 に細川頼之が四国地方にあって南朝方の勢力を討ち、現在の城地の城山に小城を築いた。 

 頼之は助任川の風光を中国の渭水に例え、この地を渭津、山を渭山と名付けたとされ、ま 

 たは、富田庄（のちの徳島）の領地として来任した河野通純が文永 9 年(1272)に築いたと 

 される。 

 

  戦国時代になると、泡の地は群雄が割拠し、しばしば城主が入れ替わった。天正 10 年 

 (1582)には土佐国の長宗我部元親が侵攻し阿波が平定された。 

 

  天正 13 年(1585)、豊臣秀吉の四国征伐に勲功のあった蜂須賀家政（蜂須賀正勝の子） 

 が阿波一国 18 万 6 千石を賜った。入射当初は徳島市西都にあった一宮城に入城したが、 

 入射早々に現在の地に大規模な平山城を築造し、1 年半後の天正 14 年(1586)に完成した。 
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 以後、江戸時代を通して徳島藩蜂須賀氏 25 万石の居城となり明治維新を迎える。 

 

   

徳島城 阿波の青石           徳島城 蜂須賀家政像 

 

神戸淡路鳴門自動車道 H22.1.16 

  神戸淡路鳴門自動車道は、本州四国連絡道路 神戸・鳴門ルートであり、本州の神戸市 

 から明石海峡を渡り淡路島を横断、さらに鳴門海峡を渡り四国の鳴門市に至る、本州四国 

 連絡道路の 3 ルートのうちの一つ。延長 89km の高規格幹線道路（国道 28 号の自動車専 

 用道路）である。略称は神戸淡路鳴門道。 

 

   

大鳴門橋渦の道             大鳴門橋より鳴門の渦潮 
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４．高知城 H30.5.28 

  天正 15 年(1587)、長宗我部元親は、豊臣秀吉の九州征伐従軍から帰国後、大高坂山 

 に再び城を築いた。ただし、天正 13 年(1585)には元親が既に大高坂を本拠にしていたと 

 する説もある。 

 

  天正 19 年(1591)、水はけが悪かったため元親は 3 年で大高坂山城を捨て、桂浜に近い 

 浦戸に浦戸城を築いた。ただし、元親が大高坂山城を捨てたとする見解は山内氏支配下の 

 江戸時代の二次資料で初めて登場したものであること、浦戸城の規模の小ささや浦戸移 

 転後も大高坂周辺の整備が進められていた形跡があることから，浦戸城は朝鮮出兵に対 

 応した一時的な拠点に過ぎず、大高坂山城の整備も行われていたとする説もある。 

 

  慶長 6 年(1601)関ケ原の戦いにおいて元親の子・盛親は西軍に与して改易された。代 

 わって、山内一豊が掛川城から転入し、土佐国一国 24 万 2 千石を与えられ、浦戸城に入 

 った。 

 

  慶長 6 年 8 月(1601)、浦戸は城下町を開くには狭いため、一豊は長宗我部氏が一旦築 

 城を断念した大高坂山の地に城を築くことにしたが、同地は浦戸湾に面した地の利があ 

 るが、当時、同地周辺は湿原が広がるデルタ地帯で、長宗我部氏が断念したほどの水害 

 の難所であり、山内家の技術では困難が予想された。一豊は関ヶ原の戦いでの罪人とされ、 

 京都で蟄居処分となっていた百々綱家（旧小田秀信家老）の赦免と雇用を徳川家康に嘆願 

 し、これが認められた。6 千石で召し抱えられた百々を総奉行に任じ、築城と城下町整備 

 の全権を委ねた。 

 

  慶長 8 年 1 月(1603)、本丸と二ノ丸の石垣が完成。8 月には本丸が完成し、一豊は 9 月 

 26 日に入城した。この際に真如寺の僧在川により河中山城（こうちやまじょう）と改名 

 された。 

 

  慶長 15 年(1610)度重なる水害を被ったことで、2 代目藩主忠義は河中の表記の変更を 

 命じ、竹林寺の僧空鏡によって高智山城と改名した。この時より後に省略されて高知城 

 と呼ばれるようになり、都市名も高知と呼称されるようになった。 

 

 

 

 

 



7 

 

   

高知城 山内一豊像            高知城 追手門 

 

   

天守閣と本丸御殿            高知城 天守閣 

 

 

５．宇和島城 H29.5.23、H30.5.28 

  天正 13 年(1585)豊臣秀吉の四国討伐により、伊予国は小早川隆景の所領となる。天正 

 15 年(1587)隆景が筑前国に転封となり、代わって大洲城に戸田勝隆が入城。戸田与左衛 

 門が城代となった。 

 

  文禄 4 年(1595)藤堂高虎が宇和郡 7 万石を拝領し入城。翌慶長元年(1596)、高虎が城 

 の建造を開始する。慶長 6 年(1601)現在の城が完成、宇和島城と名付けられる。高虎は 

 関ヶ原の戦いの功により前年に国府（現今治市）に移封が決まっていたが、城の完成を 

 見届けた後に移った。 

 

  石垣や天守、櫓は、慶長 20 年(1615)に入城した伊達家により修築されるが、基本的な 

 城構えは高虎時代のものを踏襲した。 
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宇和島城 石垣              宇和島城 天守閣 

 

 

６．大洲城 H30.5.28 

  この地に初めて築城したのは、鎌倉時代末期に守護として国入りした伊予宇都宮氏の 

 宇都宮豊房で、元徳 3 年(1331)のことであるといわれている。豊房には子がなく筑後宇 

 都宮氏の宇都宮貞泰の子の宇都宮宗泰を養子に迎え、宇都宮氏はその後、国人として二百 

 数十年間にわたって南伊予を中心に支配を行うが、永禄の末期に毛利氏の伊予出兵によ 

 って降伏した。天正初年に土佐の長宗我部元親と通じた家臣の大野直之によって大洲城 

 を追われた。しかし天正 13 年(1585)にはその大野直之も豊臣秀吉の意を受けた小早川隆 

 景によって攻め滅ぼされ、その小早川隆景が 35 万石で伊予に入封し、大洲城は一支城と 

 なった。 

 

  その後戸田勝隆が城主として入ったが、文禄 4 年(1595)に藤堂高虎が入城すると近世 

 の城郭として整備され、慶長 4 年（1609）には淡路の洲本から脇坂安治が入城し、この 

 ２人の時代に天守をはじめとする建造物が造営された。 

 

  また、脇坂安治の時代に従来の「大津」から現在の「大洲」に城名が変更（異説あり） 

 された。元和３年(1617)に伯耆米子から６万石で加藤貞泰が入り、以後加藤氏が 12 代に 

 わたり大洲藩主として治め明治維新を迎えた。 
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大洲城 天守閣と三の丸南隅櫓      復元した大洲城木造天守の柱 

 

 

７．松山城 H30.5.29 

  松山城は、海抜 132m の勝山山頂に本丸、中腹に二之丸、山麓に三之丸（堀の内）を置 

 く連郭式山城で、敵の侵入を防ぐため、三之丸を取り囲むように山麓から本丸にかけて、 

 全国的にもめずらしい「登り石垣」が配されている。 

  松山城の創設者は加藤嘉明である。慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦いにおいて徳川家康 

 側に従軍し、その戦功を認められて 20 万石となった嘉明は、同 7 年に伊予正木（愛媛県 

 松前町）から道後平野の中央にある勝山に城郭を移すため、普請奉行に足立重信を命じて 

 地割を行い工事に着手した。翌 8 年(1603)10 月に嘉明は居を新城下に移し、初めて松山 

 という名称が公にされた。 

  その後も工事は継続され、寛永 4 年(1627)になってようやく一応の完成をみた。当時 

 の天主は五重で偉観を誇ったと伝えられる。しかし嘉明は松山にあること 25 年、完成 

 直前の寛永 4 年(1627)2 月に会津へ転封される。そのあとへ蒲生氏郷の孫忠知が出羽国 

 （山形県）上の山城から入国し、二之丸の築造を完成したが、寛永 11 年 8 月参勤交代 

 の途中、在城 7 年目に京都で病没し、 子がいないので断絶する。 

  その後、寛永 12 年(1635)7 月伊勢国（三重県）桑名城主松平定行が伊予松山 15 万石 

 に封じられた。寛永 16 年(1639)定行は、3 年の年月をかけ、築城当時五重であった天主 

 を三重に改築する。これは地盤の弱さに起因する天主の安全確保とも、江戸幕府に配慮 

 したためともいわれている。 

  ところが、9 代松平定国（8 代将軍徳川吉宗の孫）の典明 4 年(1784)元旦、落雷で天主 

 が焼失した。焼失後 37 年を経た文政 3 年(1820)、父定国の遺志を継いだ 11 代定通は、 

 復興工事に着手するが、着工 16 年にして、定通の逝去と作業場の火災で頓挫する。これ 

 を引き継いだ 12 代藩主松平勝善は弘化 4 年(1847)城郭復興に着手、ようやく安政元年 

 （1854）悲願の天主が復興した。 
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松山城 小天守（左）と大天守（右）    松山城 十間廊下と北隅櫓 

   

松山城 石垣               松山城 登り石垣 

 

 

８．湯築城 H30.5.29 

  建武 2 年(1335)前後、伊予国の守護であった河野通盛の代に建築され、一族本貫の地 

 である風雲郡河野郷（現松山市河野）より移住した。 

  天文 4 年(1535)頃、弾正少弼通直によって外堀が造られたとされる。 

  天正 9 年(1581)以降、四国征圧を狙う土佐国の長宗我部元親が伊予国に侵入し、通直 

 （牛福丸通直）は元親と交戦した。 

  天正 13 年(1585)、四国討伐をめざす羽柴秀吉の命を受けた小早川隆景らの軍が侵攻し 

 て金子城主の金子元宅を攻撃の末滅ぼし、湯築城の河野氏も約 1 ヶ月の籠城の後に降伏 

 した。城の留まっていた通直は命は助けられたが、2 年後に病没した。城は隆景に与えら 

 れたが、彼の所領は筑前に移された。 

  天正 15 年(1587)福島正則が城主となるが、程なく国分山城に居城を移したため、廃城 

 となった。 

  慶長 7 年(1602)、勝山（城山）に松山城の築城が開始され、以後加藤氏（のち蒲生氏、 

 松平（久松）氏）が伊予国松山藩主となる。建築にあたっては、湯築城の瓦等の建材が 

 流用された。 
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湯築城 武家屋敷             湯築城 湯釜薬師 

 

 

９．道後温泉 H30.5.29 

    夏目金之助、のちの夏目漱石が松山中学校の英語教師としてこの松山の地を踏んだの 

 は道後温泉本館が改築された翌年、明治 28 年 4 月 9 日。それから 1 ヶ月、友人に宛てた 

 手紙の中で「道後温泉はよほど立派なる建物にて、八銭出すと三階に上がり、茶を飲み、 

 菓子を食い、湯に入れば頭まで石鹸で洗ってくれるというような始末、随分結構に御座候」 

 と書き送っている。漱石は病気療養のため帰省していた正岡子規と 50日余り同居生活し、 

 子規や高浜虚子とも道後温泉に出かけている。 

 

坊ちゃんの間 

  昭和 41 年、夏目漱石の娘婿である文人・松岡譲氏により命名された「坊ちゃんの間」。 

 3 階北西に位置するこの部屋を訪ねれば、夏目漱石が通った頃の面影を今でも味わうこと 

 ができる。 

  「温泉は三階の新築で、上等は浴衣を貸して、流しをつけて八銭で済む。其上に女が 

 天目へ茶を載せて出す。おれはいつでも上等へ入った。」 

「深さは立って父の辺まであるから、運動のために、湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。 

 俺は人のいないのを見済しては十五畳の湯壺を泳ぎ巡って喜んでいた。ところがある日 

 三階から威勢よく下りて今日も泳げるのかなとざくろ口を覗いてみると、大きな札へ黒 

 々と湯の中で泳ぐべからずと書いて貼りつけてある。」神の湯男性の浴室にはこのエピソ 

 ードから、「坊ちゃん泳ぐべからず」の貼り札がされている。 
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道後温泉 本館              道後温泉 人力車 

 

 

１０．今治城 H30.5.29 

  慶長 5 年(1600)関ケ原の合戦で戦功のあった藤堂高虎は宇和郡 8 万 3 千石から東伊予 

 20 万石に加増され、当初は小早川隆景や福島正則も居城したことがある国府城に入城し 

 た。しかし、国府城は山城のため城下町の経営や水軍の基地などに不便であったことや、 

 東伊予の大名の居城にふさわしくないとの理由から、当時は 1 寒村にすぎなかった瀬戸 

 内海沿岸の今治の地に新たに築城することになった。 

  築城名手であった藤堂高虎は慶長 7 年(1602)6 月から今治城の普請に着工、慶長 9 年 

  (1604)9 月に完成。その規模はおよそ８町 16 間四方に及んだという。藤堂高虎は同時に 

 城下町の整備も進め、現在の今治の原形を作り上げた。わずか 2 年余りの短期間で完成 

 したのは、松山城の加藤嘉明に対抗するためだったといわれている。 

  藤堂高虎は慶長 11 年(1606)江戸城縄張りの功により 2 万石を加増され、22 万石とな 

 った。同年、妻子を江戸に住まわせ、これが後の参勤交代の基になったという。 

  慶長 13年(1608)伊賀一国と伊勢 8郡を与えられた藤堂高虎が伊勢津城に移封となった 

 後、今治城は高虎の養子高吉の居城となったが、藤堂家の分家であるため石高は大幅に 

 削られて 2 万石に格下げとなった。 

  寛永 12 年(1635)藤堂高吉が藤堂本家の分家として伊勢に移ると、松山城主松平定行の 

 弟定房が 3 万 5 千石で今治城主に封ぜられ、今治松平氏の初代となる。以後、今治藩は 

 松山藩の支藩として、松平氏 10 代で明治維新を迎える。 

  なお、松平定行と定房の父である定勝は徳川家康の生母於大（おだい）の方が久松俊 

 勝と再婚して産んだ子で、定勝は家康の異父弟ということで松平姓を許され、久松松平氏 

 と称し、松山藩主松平定行が宗家となる。 
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今治城 鉄御門（くろがねごもん）     今治城 天守閣と藤堂高虎像 

 

   

今治城 天守閣         今治城 月見櫓（左）と天守閣（右）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


