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１．麴智城（きくちじょう）H30.10.7 

  ウィキペディアおよび続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：熊本県山鹿市菊陽町米原 443-1 

  麴智城は、『続日本紀』に記載された天皇 2 年(698)の城の修復記事が初見であり、築城 

年は不明である。しかし、発掘調査では少なくとも 7 世紀後半～10 世紀中頃まで約 300 

年、存続したことが判明している。そのため、白村江の戦いで、唐・新羅連合軍に大敗し 

た後、大和朝廷が倭（日本）の防衛のために築いた水城・大野城・基肄城とほぼ同時期 

に築かれたと考えられている。また約 55ha の城域には、国内古代山城で唯一とみられる 

八角形建物をはじめ 72 棟の建物跡と城門跡、土塁跡、水門跡、貯水池跡などの遺構が確 

認されている。貯水池跡では、付札木簡食料と百済系の銅造菩薩立像が出土している。 

 城のある米原大地は標高約 90～171m で、太宰府までは直線距離で約 62km 南方に位 

置する交通の要所であった。築城当初は、太宰府と連動した軍事施設で、大野城、基肄城 

などとともに北部九州の防衛拠点であり、兵站基地や有明海からの侵攻に対する構えな 

どが考えられている。修復期以降は、軍事施設に加えて、食料の備蓄施設の拠点、南九州 

支配の拠点などの役割・機能などが考えられている。   

  

麴智城 八角形鼓楼           麴智城 米倉 

  

麴智城 兵舎              麴智城 板倉 
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２．八代城 H30.10.7 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

   住所：熊本県八代市松江城町 7-34 

江戸時代初期、肥後南部の八代平野に加藤氏が熊本城の支城として築く。付近には南北 

朝時代に名和氏が築いた古麓（ふるふもと）城、織豊期に小西氏が宇土城の支城として築 

いた麦島（むぎしま）城があった。 

 加藤氏は関ケ原の戦い後に麦島城を志城としたが、元和 5 年(1619)3 月の大地震で倒 

壊。幕府の許可を得て、同年暮れに着工し元和 8 年(1622)に竣工したのが八代城である。 

その後、細川氏の時代には筆頭家老松井氏の時代となり明治維新まで続いた。 

 

 本丸には北西端の大小天守をはじめ、月見櫓、宝形櫓、三十間櫓、磨櫓、北九間櫓など 

の櫓群が塁線を固めていた。本丸を南から東に囲む細長い二の丸、南西の大きな三の丸、 

その北に配置された細長い曲輪が北の丸、さらに北には独立した出丸が置かれ、中枢部は 

二重の水堀で囲まれた輪郭式の城であった。 

 

  

八代城 欄干橋              八代城 枡形虎口 

  

八代城 本丸跡（八代宮）         八代城 左最奥の高石垣が大天守台 
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３．知覧城 H30.10.8 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

    住所：鹿児島県南九州市知覧町永里 

  鎌倉時代知覧は知覧氏が郡司として統治していたが、南北朝時代には島津氏庶流の佐 

多氏（島津家三男家）に与えられている。室町時代の応永 24 年(1417)、伊集院一族の今 

給黎（いまきいれ）久俊が城を押領したが、3 年後に島津久豊と佐多親久が城を取り囲み 

奪取、再び佐多氏の居城となる。天正 19 年(1591)、佐多氏は海賊禁止令に触れ島津義弘 

により、隣村の宮に左遷されるが、種子島氏、島津氏の直轄を経て、慶長 15 年(1610)に 

佐多氏が再び知覧の地頭として戻ってくる。後、佐多氏は島津姓を名乗り、知覧城の北方 

に麓（武家屋敷群）を築き、領主仮屋を設け明治維新まで存統した。 

  各曲輪は鹿児島特有のシラス台地の浸食谷が天然の空堀となり、それぞれの曲輪がき 

 わめて独立性が高い。主郭部分を構成する４つの曲輪は、「本丸」「今城」「蔵之城」「弓場 

 城」と名づけられていた。これら主郭部分の東・南・西を取り巻くように東ノ栫（かこい）、 

 南ノ栫、西ノ栫と称される大規模な曲輪があった。 

 

  

知覧城址                本丸・蔵ノ城 標識 

 

今城・弓場城 標識 
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知覧武家屋敷群 H30.10.8 

  インターネットより引用 

  薩摩は、総人口に対する武士の比率が大変高い（明治 4 年(1871)の人口比で 26％であ 

った。藩は、領内を区分けして武士を分散させて居住させ、軍事的な拠点を複数作ると共 

に農民や漁民を効率的に支配していた。その仕組みを藩主の居城（内城）に対して外城（ 

とじょう）と呼び、外城内に住む領民は有事の際、領主や地頭の指揮下で戦に参加するこ 

とになっていた。それぞれの領民がそれぞれの外城を守り、それぞれの外城が内城を守る 

役目を担っていた。このような外城は「麓」とも呼ばれ、現在もその面影の残る「出水麓」、 

「入来麓」、「知覧麓」などがある。 

 

知覧型二ツ家は主屋と付属屋（おもてとなかえ）をつなげて、そこに小さな棟を付けて 

いる家をいい、知覧独特の民家であり現在武家屋敷群の中に 2 棟移築されている。 

 

  

知覧武家屋敷群              知覧型二ツ家 

 

 

４．知覧特攻平和会館 H30.10.8 

  ウィキペディアより引用 

  太平洋戦争直前の昭和 16 年 12 月、知覧町に陸軍の飛行場が完成。飛行場は直ちに大 

刀洗陸軍飛行学校の分教所となり、戦争に突入した昭和 17 年 1 月、最初の入校者 78 人 

が知覧に到着した。 

 

  当初は少飛や特幹の教育・訓練を行うことが目的とされていたが、昭和 19 年夏以降、 

 陸軍航空隊の戦術が艦船への体当たりを柱とする特攻を主軸とするものに転換。 
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  陸軍飛行学校が教導飛行師団と改められるのに合わせ、昭和 20 年 2 月、大刀洗飛行学 

校は第 51 航空師団と改称。知覧分校は上部組織の第 6 航空軍に隷属する第 7 飛行団とな 

る。こうして知覧特攻基地が誕生。振武隊（しんぶたい）と名付けられた特攻隊が出撃す 

ることになった。 

 

  振武隊は、海軍側の特攻隊として既に動き出していた神風特攻隊と共同歩調を取るこ 

とになる。沖縄戦が始まった 4 月 1 日、第二十振武隊を皮切りに知覧からの特攻出撃が 

始まった。 

 

 陸軍関連の総出撃者 1036 人のうち、全体の 4 割に当たる 439 人が知覧から出撃したと 

会館では記録している。実際に出撃した航空機数や戦死兵の数は海軍の鹿屋基地の方が 

多く、知覧の 2 倍前後もの数となっている。 

 

  

知覧特攻平和会館            三角兵舎 特攻へ飛び立つ兵士が数日間 

                    過ごした建物内部 

 

  

零式艦上戦闘機 52 型丙          
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５．志布志城 H30.10.9 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：鹿児島県志布志市志布志町帖 

  築城年代は不明だが、「救仁院志布志城（くにいんしぶしじょう）」なる城名が南北朝時 

代の記録にある。城は肝付（きもつき）氏や楡井（にれい）氏などが奪い合った後、島津 

氏一族の新納（にいろ）氏が入った。永禄 5 年(1562)に一時肝付氏に城を奪われたが、天 

正 5 年(1577)に奪回する。豊臣秀吉の九州平定後に廃城となったが、この時点では建物 

は破却されず、江戸時代初期の元和元年(1615)、一国一城令で廃城となったと考えられる。 

 

 志布志城は内城、松尾城、高城、新城という４つの城郭で構成されるダイナミックな山 

 城である。主城は東西約 300m、南北約 600m と最大規模の内城である。最も歴史が古い 

のは松尾城で、2 郭に分れた高城は松尾城の西の防備として築かれた城である。さらに東 

には高城南曲輪があり、西、南を高さ約 50m の断崖に囲まれた新城も築かれていた。 

 

  

志布志城 本丸に向かう空堀通路      内城（本丸）登口 

 

  

内城入口                内城 本丸 
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６．佐土原城 H30.10.10 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：宮崎県宮崎市佐土原町上田島 

南北朝～室町前半、日向伊東氏の一族である田嶋氏がこの地に築城し、拠点を構えたと 

いう。その後、日向伊東氏が田嶋氏を追い、城を奪って佐土原氏と称した。この城は天文 

6 年(1537)に焼失するが、後に伊東義祐氏が再建し、「伊東４８城」の中心の城にまでな 

った。その後、城は島津氏に奪われ、豊臣秀吉の九州平定後も島津氏の領有が認められた。 

江戸時代には薩摩藩の支藩として佐土原藩が成立し、明治維新まで島津氏の一族が支配 

した。 

 

 佐土原町西部の標高約 70m の険しい山に築かれていた。山中へと至る道は切通しで、 

狭く急な道が続いている。この険しい道を上った山中に本丸から南東にのびる形で本丸、 

南の城、松尾丸の３つの主要曲輪が並んでいた。本丸には天守が建てられた。寛永２年 

(1625)に山上の建物などを壊して、山麓の二の丸に御殿を移した。 

 

  

佐土原城跡歴史資料館          佐土原城 二の丸跡（鶴松館） 

  

佐土原城 後普請所跡           大手道は崩壊して天守台まで行けなかった  
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西都原古墳群（さいとばるこふんぐん） H30.10.10 

  インターネットより引用 

  住所：宮崎県西都市三宅 

  西都原古墳群は、宮崎県のほぼ中央、一ツ瀬川の中流域右岸に位置する。西都市街の西、 

 通称「西都原」と呼ばれている標高 60m の洪積層台地を中心に東西 2.6km、南北 4.2km 

 の広い範囲に分布している。 

現在までの発掘調査より 3 世紀半ばから 7 世紀前半に築造されたと推定されている。 

 前方後円墳 31 基、円墳 279 基、方墳 1 基、地下式横穴墓、横穴墓など 311 基のさまざま 

 な古墳で構成された全国有数の大古墳群である。古墳の大部分はいまだに発掘されてお 

 らず、謎を残している。 

  古墳の中には 4 世紀前半の 100 号墳、4 世紀後半の 13 号墳、5 世紀前半の九州最大規 

 模の男狭穂（おさほ）塚、女狭穂（めさほ）塚（長さ 174m）、5 世紀後半の南九州独自の 

 様式の墓である地下式横穴墓などがある。また、6 世紀後半には最後の首長（豪族）の墓 

 である鬼の窟（おにのいわや）古墳が築造され、7 世紀前半の酒元ノ上横穴墓群で墓の築 

 造は終了する。 

  

広大な西都原古墳群           西都原古墳群 鬼の窟古墳 

  

鬼の窟古墳               西都原考古博物館 
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７．延岡城 H30.10.10 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：宮崎県延岡市東本小路 

 日向松尾城主高橋元種は、関ケ原の戦いの途中で東軍に寝返り、所領を安堵された。元 

 種は慶長 6 年(1601)に縣（あがた）城を築いて居城を移したが、慶長 18 年(1613)に改易 

 された。翌年、有馬氏が入封し、2 代康純の明暦元年(1655)には、天守代用の三階櫓、本

丸二階門、二階櫓などが建てられた。有馬氏は 3 代続き、この頃地名も「延岡」と変わる。 

その後、延岡藩には譜代大名が配され、三浦氏 1 代、牧野氏 2 代の後、内藤氏が 8 代続 

いて明治維新となった。 

  延岡城は、五ヶ瀬町に源を発する五ヶ瀬川と延岡市内で分岐する大瀬川に挟まれた標 

 高約 53m の山丘に築かれている。頂上部の天守台を中心に、西側下に向かい本丸、二の 

 丸、本丸の東側に三の丸を配置し、本丸から西に離れた位置に西の丸などの曲輪を置いて 

 いた。天守台、本丸、二の丸からなる中枢部には、石垣が築かれ威容を誇った。なかでも 

 二の丸には千人殺しと呼ばれる石垣が積み上げられ見る者を圧倒する。 

 

  

延岡城 北大手門             延岡城 天守台 

 

延岡城 仙人殺しの石垣 

←高さ約 19m の石垣。一番下の隅石を 

外すと石垣が崩れ落ち、敵の大軍を殲 

滅する仕掛けになっていると伝わる。     



11 

 

８．佐伯城 H30.10.10 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：大分県佐伯市大手町 

慶長 7 年(1602)、毛利高政が築城を開始し、4 年がかりで完成した。築城当初の佐伯城 

 は、本丸に三重天守を築き、さらに二重櫓 5 基などを建て並べた山城としては大規模な 

ものであったという。だが、、元和元年(1617)の火災で本丸と天守は焼失し、天守はその 

後再建されなかった。 

  

 江戸時代を通じて毛利氏の藩主が続き、6 代毛利高慶（たかやす）の宝永 6 年(1709)か 

ら約 19 年に及ぶ大改修で、天主以外の建物が修復、再建された。 

 

 最高所の本丸の中心部には大きな天守曲輪が置かれ、北と南西にのびる尾根に北出丸、 

二の丸、西出丸を連郭式に配置し、総石垣で囲んだ。西の斜面には谷の地形を利用して 

雄池と雌池と名づけられた貯水池が設けられた。 

 

  

佐伯城 三の丸櫓門           佐伯城 本丸跡 

  

佐伯城 天守台             佐伯城 天守台 
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９．臼杵城 H30.10.10 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：大分県臼杵市臼杵丹生島 

豊後の大友義鎮（よししげ、宗麟）が丹生島に弘治 2 年(1556)に築城した。キリシタン 

 大名であった宗麟の城下らしく、丹生島を含む臼杵荘にはキリスト教の施設が多く、城内 

には礼拝堂もあった。 

 天正 14 年(1586)に島津氏の軍勢に囲まれるが、臼杵城の堅城ぶりで持ちこたえた。豊 

臣秀吉の九州平定後、大友氏は文禄 2 年(1593)に改易され、福原、太田、稲葉氏と城主を 

変えつつ改修を重ね、稲葉氏が 15 代続いた。明治維新後に西南戦争の戦場となり落城を 

経験した。 

  臼杵川河口の島を利用した、海に浮かぶ天然の要害であった。島の東を本丸、西を二の 

丸とし、本丸には天守や本丸御殿、南側には自然地形を利用した船着場を設けて万一の際 

の脱出口とした。本丸と二の丸には四重天守をはじめ 25 基ほどの櫓を並べ、各櫓を結ぶ 

土塀は複雑な折れを多用して塁線を固めていた。 

 

  

臼杵城 土塀               臼杵城 入口 

  

臼杵城 二の丸大門櫓           臼杵城 古橋口 
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１０．中津城 H30.10.11 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：大分県中津市二ノ丁本丸 

天正１６年(1588)に黒田孝高（よしたか、官兵衛）が施工したが、領内の反乱や朝鮮 

 出兵などで未完成のうちに１０年以上が過ぎた。関ケ原の戦い後、黒田氏に代わって細川 

 忠興（ただおき）が入封し、小倉城と並行して中津城の大修築も開始した。中津城の完成 

後には、家督と小倉城を三男忠利に譲って自らは中津城へ移り、隠居城とした。 

  その後、元和の一国一城令でも廃城を免れ、細川氏転封後は、小倉城の支城から中津藩 

 として独立した。九州の外様大藩の監視役として小笠原氏、奥平氏と徳川氏に連なる譜代 

 大名が入封した。 

  縄張は梯郭式と連郭式を組み合わせ、北を中津川に守られる後堅固の城で、河口デルタ 

地帯を利用し、城下を囲む総構を有していた。本丸、二の丸、三の丸の曲輪の形状はおお 

むね三角形を呈し、合計 22 基の櫓と 8 棟の城門とが築かれたが、天守は建てられなかっ 

た。 

 

  

中津城 模擬五重天守          模擬五重天守と復興二重櫓 

  

大パノラマの長篠合戦屏風       右は徳川家康が若かりし頃着用の鎧兜レプリカ 
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１１．角牟礼城（つのむれじょう） H30.10.12 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：大分県玖珠郡玖珠町大字森 

  弘安年間(1278～88)に豊後の土豪である森朝道（ともみち）が築城したと伝わる。天文 

年間(1532～55)には豊後の大友氏の支配下にあり、天正 14 年(1586)からの薩摩の島津氏 

の侵攻に耐え、落城しなかった難攻不落の要害であった。 

 豊臣秀吉の九州平定後、文禄 2 年(1593)に大友義統（よしむね）が改易されると、翌年 

毛利高政が入封し、織豊系城郭へと改修される。そして、関ケ原の戦い後、高政の佐伯転 

封に伴い、廃城となった。 

 

 標高約 576m の角埋（つのむれ）山の山頂に伝本丸（でんほんまる）を置き、南西側の 

山腹に伝二の丸、その下に伝三の丸を配していた。伝本丸では石垣は隅櫓部分のみで土塁 

造りであるが、毛利氏時代の改修と見られる伝二の丸は山を巡るように長大な石垣が築 

かれ、伝三の丸は石垣というより石塁に近い石塀が取り巻いていた。 

 

  

角牟礼城 本丸             伝本丸の石垣 

  

伝大手門から伝二の丸に入る場所     伝本丸の石垣 


