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１２．基肄城（きいじょう） H30.10.12 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：佐賀県三養基郡基山町大字小倉 

「大野及び基肄二城を築かしむ」と日本書紀に記載された日本最古の朝鮮式山城である。 

 築城は天智天皇４年(665)で、前年築城された水城と同じく、２年前の白村江の敗戦後の 

 国土防衛線構築の一環であった。水城を挟んで、この基肄城と大野城を結ぶラインが古代 

 の政庁である太宰府の外郭を形成していたと考えられている。築城を指揮したのは、百済 

 からの亡命貴族である憶礼福留（おくらいふくる）と四比福夫（しひふくぶ）。その後、 

 文武天皇２年(698)に城の修復が行われたと続日本紀にある。 

 

  太宰府の南方約 8km に位置する標高約 404m の基山から東にある東峰にかけて大小の 

 谷を囲みながら、約 3.9km の城壁を巡らせていた。城壁の大部分は土塁であったが、南 

 水門のある谷部には石塁が築かれていた。遺構が確認された北帝門と東北門のほか、南門 

 と東南門の計４つの城門があったと推定されている。 

 

  

基肄城跡                基肄城跡 

 

基肄城跡 
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１３．久留米城 H30.10.22 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福岡県久留米市篠山町 444 

永正年間(1504～21)、この地の在郷勢力が築いた久留米城（笹原城）が前身とされる。 

 天正 15 年(1587)に豊臣秀吉の九州平定後、毛利秀包（ひでかね）が入封し、修築した。 

 秀包は慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦いで西軍に与して改易され、城は柳川城の田中吉政 

 の支城となった。田中氏が 2 代で無嗣断絶すると、有馬豊氏が入り、筑前の黒田氏の協力 

 を得て城の大規模な改修が実施され、約 70 年かけて完成した。有馬氏は 11 代続いて明 

治維新を迎えた。 

 

 筑紫平野の中央を流れる筑後川中流の丘陵上に築かれた平城で、本丸から直線的に南 

に二の丸、三の丸、外郭（そとくるわ）わ配した連郭式の縄張であった。これらの曲輪 

は、筑後川から水を引き入れた水堀が巡っていた。また本丸は高石垣で囲まれ、7 基の三 

重櫓と多聞櫓で守られていた。 

 

  

久留米城 本丸高石垣           久留米城 南城壁 

  

篠山神社 拝殿              久留米城 南東隅石垣 
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１４．水城（みずき）H30.10.22 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

    住所：福岡県太宰府市水城 1 

  「筑紫に大堤を築き水を貯え、名づけて水城という」と日本書紀に記載されている。天

智天皇 3 年(664)の築城で、前年の白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた倭国（日本） 

 が、国土防衛のために築いた防備施設であった。 

  ヤマト政権は対馬・壱岐・筑紫などに防人と烽（とぶひ、のろし台）を配備し、翌年 

 には大野城や基肄城なども築いたが、結局心配された外国からの侵攻はなかった。 

 

  水城は福岡平野が最も狭くなったところを南北に遮断するように製造された防塁であ 

 り、総延長約 1.2km、高さ約 10m の直線的な土塁と外濠（博多側）と太宰府側の内濠を 

 組み合わせていた。土塁の東西端には、それぞれ東門と西門が設けられた。また、西門の 

 西方に所在する複数の小規模の防塁遺構は「小水城」と総称されている。 

 

  

水城と交差して国道 3 号が通っている   水城（右手の林）右は博多側、左は太宰府側 

 

 

水城 
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１５．唐津城 H30.10.24 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

    住所：佐賀県唐津市東城内 8-1 

  関ケ原の戦功で加増された寺沢広高が、その 12 万 3000 石にふさわしい規模の居城と 

 するべく慶長 7 年(1602)から約 7 年がかりで完成させた。築城に当たっては肥前名護屋 

 城の資材を転用したといわれている。だが、後に島原・天草一揆の責任を問われて 2 代堅 

高は減封され、死去すると寺沢氏は無嗣断絶となった。 

 唐津城はその後、譜代大名がめまぐるしく入れ替わり、幕末までに 5 家 18 代を数えた。 

小笠原長国の時に明治維新を迎え、廃城となった。 

 

 唐津平野を流れる松浦川の河口に半島状に突き出した満島山に築かれた平山城である。 

半島先端の最高所に本丸を置き、その南西隅に天守台、一段下に二の曲輪、山麓に腰曲輪 

が巡り、その西側に二の丸、さらに西側に三の丸を配置していた。腰曲輪は高石垣で固め、 

二重三重に本丸を防護していた。 

 

  

唐津城                 唐津城 模擬天守 

  

唐津城 模擬天守             唐津城 模擬天守 



6 

 

１６．福江城 H30.10.25 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

    住所：長崎県五島市池田町 1-1 

  五島列島の福江島の福江藩主五島市は小禄ながら城主大名の家格であったが、慶長 19 

 年(1614)に居城の江川城が火災で焼失し、寛永 15 年(1638)以降は江戸時代を通じて石田 

 陣屋を藩庁としていた。歴代藩藩主は、幕府に再三築城許可を願い出ていたが、許されな 

 いまま幕末を迎え、盛成（もりあきら）の時にようやく許可が下りた。 

  嘉永 2 年(1849)に着工した工事は財政難などで難航し、文久 3 年(1863)にようやく完 

成する。だが、ほどなく明治維新を迎え、城は廃城となった。 

 

 幕末になって築城許可の下りた背景には、相次ぐ外国船来航による海防論の隆盛があ 

り、福江城の縄張も海防目的の海城という性質が濃い。水堀で本丸を囲み、さらに二の丸、 

三の丸を輪郭式に巡らせて、北側には北の丸を置いた。これらはすべて海中に突き出して 

いた。二の丸や北の丸には櫓ではなく石火矢台場（いしびやだいば、砲台）を設けていた。 

 

  

福江城 搦手門（からめてもん、蹴出門）  福江城 外堀 

  

福江城 搦手門              五島観光歴史資料館 
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福江市武家屋敷通り 

 

 インターネットより引用 

 第 22 代盛利は五島における中央集権体制を目指し、寛永 11 年(1634)各地に散在してい 

た豪族や五島藩士 170 余家をここに移り住まわせた。このとき造られた武家屋敷通りが福 

江の各所に残っている。最も保存状態の良い武家屋敷通りは中級以下の武士が住んでいた。 

「こぼれ石」といわれる丸石を積み重ね、両端は蒲鉾型の石で止められている。こぼれ石は、 

外部の侵入を音で知らせたり、いざという時には武器として使用されたといわれている。 

 

  

福江市 武家屋敷群           福江市 武家屋敷石垣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

１７．原城 H30.10.26 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：長崎県南島原市南有馬町 

 慶長 4 年(1599)から有馬晴信により築かれた。有馬氏は江戸時代初期の慶長 19年(1614) 

 に日向延岡城へ転付され、代わって元和 2 年(1616)に松倉氏が入封する。 

  松倉氏は原城を廃城とし、新たに巨大な島原城を築城したが、重い課役と苛烈なキリシ 

タン弾圧により、寛永 14 年(1637)島原・天草一揆が勃発。天草四郎時貞を盟主とする一 

揆軍は原城に立て籠もり、幕府軍に最後まで抵抗を続けた。一揆鎮圧後、城は一揆軍や反 

乱軍の砦として使われぬように徹底的に破壊された。 

 

 海岸に突出した標高約 31m の丘陵上に築かれた平山城で、本丸を中心に、二ノ丸、三 

ノ丸、天草丸、鳩山出丸などの曲輪を配し、周囲の地形を取り込んだ縄張であった。周囲 

は約 4km あり、北、東、南の 3 方は有明海、西側は低湿地帯となっており、敵兵の侵入 

を阻む天然の要害であった。 

  

原城 天草四郎時貞像           原城 本丸から見下ろす有明海 

 

  

原城 天草四郎時貞の墓碑                 原城 破壊された石垣 
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１８．勝連城 H30.7.3 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：沖縄県うるま市勝連南風原 3908 

  築城年は特定できないが、発掘調査により 13 世紀末から 4 世紀初頭とされている。 

代々の勝連按司（あじ、地方首長）は海外貿易で力を貯え、中山王尚（ちゅうざんおうし 

ょう）氏もその支配権を認めていたという。15 世紀前半に城主となった阿麻和利（あま 

わり）は善政をしいて人心を掌握し、勝連城は最盛期を迎えた。やがて尚氏の重臣護佐丸 

（ごさまる）が阿麻和利の監視役として対岸の中城城に入った。阿麻和利は護佐丸に謀反 

の動きありと謀言を用いて、尚氏の力で護佐丸を排除したが、自らの謀反も発覚。最後は 

尚氏の軍勢に敗れた。阿麻和利亡き後、勝連城は廃城となるが、城内の御嶽（みたき）は 

地元の人々の信仰の対象として続いた。 

 城は中城湾に沿った勝連半島中央の丘陵上に位置し、はるか遠くからでも視認できる 

琉球石灰岩の白亜の城壁を設けている。勝連城の縄張は一、二、三、四の曲輪と東の曲輪 

からなる。かつては丘陵最高所の一の曲輪から東の曲輪までが城壁に取り込まれており、 

阿麻和利の居城として威容を見せていた。居城は沖縄屈指の広大さを有していた。  

  

勝連城                 勝連城 

  

勝連城                 勝連城 
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１９．座喜味城 H30.7.4 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：沖縄県中頭郡読谷村座喜味 

  15 世紀初頭に琉球随一の築城名人護佐丸が築いた。国頭（くにがみ）マージと呼ばれ 

る赤土の台地上に築かれ、標高約 127m の城内からは、北に恩納岳（おんなだけ）から本 

部半島の山塊、西に東シナ海、南に首里や浦添方面まで見渡すことができた。護佐丸はこ 

のグスクを海外貿易と地域支配の拠点としようとしていたが、1440 年頃に中山王が護佐 

丸に中城城移転を命じる。これにより、座喜味城での護佐丸の支配は終わりを告げた。 

  一の郭と二の郭という 2 郭のみのシンプルな構造であった。だが、城壁は曲線を多用 

し、沖縄初のアーチ門を採用するなど随所に工夫が凝らされていた。二つの郭はそれぞれ 

 1 棟のアーチ門を構え、城外との連絡は二の郭の門だけとした。外敵が二の郭の門から潜 

入すると、一の郭の城壁から横矢を掛けられるようになっていた。 

  

  

座喜味城                座喜味城 アーチ門 

 

  

座喜味城 新郎新婦の記念撮影中      座喜味城 
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２０．金田城 H31.3.13 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：長崎県対馬市美津島町黒瀬 

  天智天皇 2 年(663)の白村江の戦いの大敗後、唐・新羅軍に備えて大和朝廷の国土防衛 

構想は段階的に進められた。翌年に水城（みずき）、その翌年に基肄城（きいじょう）と 

大野城および長門に城が築かれ、太宰府防衛ラインが固められる。そして、天智天皇 6 年 

(667)には、金田城、高安城、屋嶋城の 3 城が築かれた。この中で、対馬の金田城は朝鮮 

半島に最も近く、文字通り国土防衛の最前線であり、防人が見張りにあたった。明治時代 

には、山頂付近にロシアの侵攻に備え城山砲台、同付属砲台が造られた。 

  下対馬の北端部、浅茅湾（あそうわん）の奥で三方を入江に囲まれた標高約 275m の 

 城山を城地としていた。城山を取り囲むように築かれた城壁は石塁で築かれ、総延長は 

 約 3km、最大高さは約 7m に達する。谷間には、北から順に一ノ城戸、二の城戸、三の城 

 戸と名づけられた城門と水門を構え、城内への侵入を防いでいた。 

 

  

金田城跡                石垣 

  

石垣                  対馬 浅茅湾 
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２１．小倉城 H31.3.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福岡県北九州市小倉北区城内 

  永禄 12 年(1569)に安芸の毛利氏が現在の小倉城本丸周辺に城を築いたという。元亀元 

年(1570)には大友氏家臣の高橋艦種（あきたね）が入り、天正 15 年(1587)には豊臣秀吉 

の家臣毛利勝信が入城して織豊系城郭へと改修した。さらに江戸時代初期には細川忠興 

が大改修を施し、現在の城姿が完成する。細川氏の熊本転付後、小倉城は江戸時代を通じ 

て小笠原氏の居城となる。だが、幕末の第 2 次長州戦争で敗れて自ら城に火を放ち、ほと 

んどの建物が焼失した。往時の天守は南蛮造だった。 

  小倉湾へ流れ込む紫川河口付近の自然地形を生かし、板櫃川や砂津川も含めて、川の流 

れを利用した縄張で、本丸を二の丸が、本丸と二の丸を三の丸が悌郭式に取り巻いていた。 

本丸を中心に二重三重に水堀を巡らしていた。総構の塁線は複雑に屈曲していて、外敵の 

侵入を阻む横矢掛を随所に取り入れている。 

 

  

小倉城                 小倉城 

 

  

小倉城 


