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１．大内氏館・高嶺城（こうのみねじょう）H31.3.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：山口県山口市大殿大路 

  室町時代、周防・長門の守護大名大内氏は山口に守護所となる大内氏館を築いた。やが 

 て大内氏は戦国大名化し、大いに繁栄するが、最後の当主大内義長は、弘治（こうじ）2 

年(1596)に大内氏館の詰城（つめのしろ）である高嶺城の築城を開始する。だが、毛利氏 

が山口へ侵攻すると、義長は未完成の城を捨てて逃亡し、自害。代わって毛利氏が城を完 

成させた。関ケ原の戦い後、毛利氏は新たな本拠地が必要となり、萩に築城することを選 

んだ。高嶺城は最終的に元和元年(1615)の一国一城令により廃城となった。 

  大内氏館は京の将軍邸を模したともいわれる方形居館で、大内氏の勢力の拡大ととも 

に増築を繰り返し、築地塀（ついじべい）または土塀と堀で囲まれた内郭とその外を巡る 

外郭があったとみられる。高嶺城は標高約 338m の鴻ノ峰に築かれた山城で、頂上部の主 

郭から南にのびる尾根へ曲輪を配していた。主要な曲輪には石垣も築かれていた。 

 

  

高嶺城                  高嶺城 

  

大内氏館（龍福寺）            大内氏館（龍福寺） 
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２．浜田城  H31.3.15 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：島根県浜田市殿町 

  石見に 5 万 4 千石を得た古田重治が築いた居城である。浜田の地は外様大藩の長州毛 

利氏と境を接する山陰側の要地であった。また、浜田は無城地であったため、元和以降で 

も新規築城が認められた。築城は元和 6 年(1620)には着手され、同 9 年(1625)5 月までに 

整ったものと考えられる。古田氏が 2 代で無嗣改易されると、松平（松井）氏 5 代、本多 

氏 3 代、松平（松井）氏が再封されて 4 代と城主が交代した。そして天保 7 年(1836)に 

松平（越智）氏が入り、4 代続いて幕末となる。慶応 2 年(1866)の第 2 次幕長戦争（石州 

口の戦い）の際、長州軍の攻撃で落城した。 

  松原湾に望む標高約 67m の亀山山頂部に本丸を構え、中腹を二ノ丸、山麓を三ノ丸と 

し、三ノ丸東側に御殿や大手門を設けていた。本丸の北西隅には三重三階の望楼型天守が 

 上げられていた。この天守は天守台を築かず、低い基壇を設けて建てる構造であったとい 

う。 

  

浜田城石垣               浜田城石垣 

 

浜田城 
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３．米子城 H31.3.16 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：鳥取県米子市久米町 

  応仁・文明の乱(1467～77)の頃、山名氏が飯山に築いたと伝わる。戦国時代には尼子氏 

 が支配し、毛利氏が山陰を平定すると吉川広家が入って天正 19 年(1591)から隣接する湊 

 山（みなとやま）に近世城郭の築城が開始された。吉川広家によって三重天守（後の小天 

 守）が築かれたという。だが、朝鮮出兵などで工事はたびたび中断し、関ケ原の戦い後に 

 広家が周防岩国へ移封されると、代わって中村一忠が入り、五重天守（大天守）を建造し 

て城を完成させた。その後、加藤氏、池田氏など次々に城主が交代し、池田氏の家老荒尾 

氏が時代となって明治維新まで続いた。 

  標高約 90m の湊山山頂には本丸を置き、北西峰続きの丸山に内膳丸、東の飯山に采女 

丸（うねめまる）という出丸を築き、その山麓に二の丸、段下がりに三の丸が配置されて 

いた。また、中海に面した南側裏手には、水軍関係の施設を置いた深浦が設けられていた。 

 

  

米子城石垣                米子城石垣 

  

米子城天守跡               米子城石垣 
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４．若桜鬼ケ城（わかさおにがじょう）H31.3.18 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：鳥取県八頭郡若桜町若桜・三倉 

  正治（しょうじ）2 年(1200)に矢部あき種が築いた城館が前身といわれるが定かではな 

い。戦国時代には名将と謳われた山中幸盛（鹿介）が尼子氏再興を図り、天正 3 年(1575) 

に入城、毛利氏と激戦をくり広げた。翌年には幸盛は敗走して、若桜鬼ケ城は毛利氏の城 

となるが、豊臣秀吉の中国侵攻の結果、天正 9 年(1581)に秀吉の家臣木下重賢（しげか 

た）が封ぜられた。木下氏が関ケ原の戦いで改易されると山崎家盛が入り、元和 3 年(1617) 

に山崎氏が転封された後は一国一城令に従って廃城となった。 

  標高約 452m の鶴尾山山頂に位置する主郭部と、その北に派生する尾根の中腹から先 

端に築かれた曲輪群の古城部からなる。主郭部は本丸、二の丸、三の丸、ホウヅキ段、六 

角石垣などすべてが石垣で築かれていた。本丸南東隅には天守台が設けられ、曲輪の虎口 

は枡形を形成し、建物は瓦葺であったことが判明している。 

 

  

若桜鬼ケ城               若桜鬼ケ城 

  

若桜鬼ケ城               若桜鬼ケ城天守跡 
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河原城 H31.3.18  

  インターネットより引用 

  住所：鳥取県鳥取市川原町谷一木 1011 

  中世（南北朝時代以降）の因幡地方は足利尊氏（北朝）に従い幕府重臣にまで取り立て 

られた山名時氏が因幡、伯〇の両国と丹波、丹後、美作の守護職を任ぜられ支配していた。 

戦国時代になると子孫・山名豊国が守護となり、その重臣・武田高信が護る大振袖山城（お 

おふりそでやまじょう）の出城砦が河原城であった。天正 5 年(1577)、織田信長に中国攻 

めを命じられた羽柴秀吉は天正 8 年(1580)因幡の国を攻略する際、この城山に陣を張り 

鳥取城に出陣したと伝えられる。 

 

文政元年(1818)に調査が行われた「因伯古城跡図志」によれば山上は、三段に切り成ら 

され、上段が 20 間、中団が 40 間、下段が 60 間の陣屋が確認されている。また、城山の 

展望台の建設に先立ち、平成 3 年に全面発掘調査が行われた。その結果、堀切、柱穴、廓 

など多くの遺構が発見され、中世山城の跡だったことが確認された。 

  

河原城                  河原城 

 

河原城 
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５．一宮城 H31.3.23 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：徳島県徳島市一宮町西丁 

南北朝時代、阿波守護小笠原氏の一族の一宮氏が居城として築いたとされる。一宮氏 

は後に細川氏の家臣となり、戦国時代には細川氏の重臣三好氏に仕えた。天正 10年(1582) 

に長宗我部氏が阿波を支配すると、一宮氏は滅ぼされて城は家臣に与えられた。天正 13 

年(1585)の豊臣秀吉の四国平定後、阿波国主となった蜂須賀氏は一宮城に入るが，翌年に 

は徳島城を築いて移り、一宮城は支城の一つとされた。その後、江戸時代初期に一国一城 

令で廃城になった。  

  鮎喰川に面した標高約 144m の城山一帯に築かれ、東西約 800m、南北約 500ｍの広大 

な流域を有し、起伏に富んだピークごとに北城の曲輪群（本丸・明神丸・才蔵丸）と南城 

の曲輪群（小倉丸・椎の丸・水の手丸）など多くの曲輪をほぼ階段状に設けていた。また、 

本丸に残る石垣は蜂須賀氏による改修と思われる。北東山麓に平時の居館を設けていた。 

 

  

一宮城本丸                一宮城本丸 

 

一宮城財蔵丸 
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６．勝瑞城（しょうずいじょう） H31.3.23 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：徳島県板野郡籃住町勝瑞東勝地 

  築城時期は不明だが、室町時代に阿波守護細川氏の守護所が置かれていたと伝わる。16 

世紀半ばに家臣の三好実休が謀反を起こして実権を握り、三好氏も引き続き勝瑞を本拠 

とした。土佐の長宗我部氏の侵攻に備え、館の北東に勝瑞城が築かれたとみられる。しか 

し天正 10 年(1582)、長宗我部氏によって城は落ち、廃城となった。発掘調査によると、 

勝瑞城の築城年代は 16 世紀末の三好氏時代と推定される。 

   

  城跡は東西約 105m 南北約 95m の不整方形で、周囲には水堀と土塁が巡っていた。水 

堀は幅約 13m、深さ 3m 以上あって規模は大きい。また、土塁は基底部幅約 12.5m、高さ 

は約 2.5m で巡っている。水堀と土塁は一部が現存する。ほかに庭園跡や会所跡などが発 

見されている。 

 

  

史跡公園としての整備が進行中       城跡は現在、見牲寺の境内となっている 

  

三好氏の墓？               見性寺の裏の堀 
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７．引田城（ひけたじょう）H31.3.24 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：香川県かがわ市引田城山 

  永正年間(1504～21)には、大内氏の家臣寒川氏に属する四宮氏が引田城主となった。そ 

の後、元亀 2年(1571)に阿波の三好氏が城を奪い家臣の矢野氏に与えた。天正 11年(1583) 

には長宗我部氏の讃岐侵攻を受けて、豊臣秀吉が派遣した仙石秀久が引田城に入るが、撤 

退。天正 15 年(1587)には讃岐を得た生駒親正が入城し、ほどなく聖通寺（しょうつうじ） 

城に本拠を移すが、引田城は国境守備の城として重視された。その後、引田城は一国一城 

令で廃城となった。 

 

  引田城は城山のほぼ全域を取り込み、南東方向に開く谷を挟んで U 字状の 2 本の尾根

上に曲輪を展開していた。U 字の中心の北に位置する北二の丸の西面には野面積の高石垣

が築かれ、本丸には古式の算木積が残る。本丸からは引田の町並みが眺望できる。 

 

  

引田城石垣               城山 

 

引田の港と町並み 
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８．備中高松城 H31.3.24 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：岡山県岡山市北区高松 558-2 

  豊臣秀吉の水攻めで有名な備中高松城だが、その詳細については不明な点も多い。永禄 

年間(1558～70)に備中松山城主三村元親の命で石川久式（ひさのり）（一族の石川久孝と 

も）が築城したとされ久式の死後、娘婿の清水宗治が城主になったという。天正 10年(1582) 

の秀吉の中国攻めでは宗治の必死の抵抗があって、毛利氏の防衛拠点の中で最後まで持ち 

こたえたが、水攻めの奇策で落城。その後は宇喜多秀家の家臣の花房氏が城主となるが、 

元和の一国一城令で廃城になったという。 

 足守川流域の低湿地帯に築かれ、最高所に一辺約 50m の方形をした本丸が築かれた。本 

丸の南東方向に二の丸、三の丸を配し、これら三つの曲輪の東側に家中居屋敷が置かれた。 

外曲輪・北外曲輪が包み込む悌郭式（ていかくしき）に近い縄張であったと推定される。 

深田や沼を城の防御ゾーンとしていたため水攻めにより水没した。 

 

  

本丸跡にある清水宗治の首塚        備中高松城跡 
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９．三原城 H31.3.25  

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：広島県三原市城町 

  永禄 10 年(1567)頃に毛利一門の小早川隆景が築いた水軍の要害が前身とされる。天正 

5 年(1577)には織田信長の中国攻めを受けて、毛利輝元が本陣を置いた。その後、隆景は 

本能寺の変以降の中央情勢を考慮して城を改修。やがて筑前へ移るが、文禄 4 年(1595) 

に養子秀昭に家督を譲ると、三原に戻って城と城下町を完成させた。関ケ原の戦い後は三 

原城は広島城の支城となり、福島氏を経て、浅野氏の代に筆頭家老浅野忠吉が城主となり 

明治維新まで続いた。 

  沼田川河口の三角州である大島と小島を削平し、周辺も埋め立てて築かれた。台形をし 

た本丸と二の丸を中心に、東側に三角形の三の丸を設け、水堀を挟んで長方形の西築出を 

配した。築出は出丸に相当する曲輪であった。各曲輪は瀬戸内海の海水を取り入れた水堀 

で囲まれ、南側の海に面する部分を広大にとっていた。また船入を設置するなどの工夫が 

なされた、典型的な海城であった。 

  

三原城 

  

天守台には天守閣は築かれず周囲を堀で囲い隅櫓が築かれていた 
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１０．新高山城（にいたかやまじょう）H31.3.25 

続日本百名城公式ガイドブックより引用 

住所：広島県三原市本郷町本郷 

安芸沼田荘の地頭であった小早川氏が鎌倉時代に高山城を築いたとされ、代々の居城 

 とした。ずっと時代の下った天文 21 年(1552)に沼田小早川家の養子に入った毛利元就の 

 三男小早川隆景が高山城西の沼田川対岸に築いて居城としたのが新高山城である。隆景 

は次兄吉川元春とともに毛利両川体制を敷き、長兄の遺児である若年の当主輝元を支え 

て毛利氏の全盛期を築き上げた。隆景はその後、三原湾に面した三原城を築城して本拠を 

移し、しばらくして新高山城は廃城となった。 

  城域は山頂の内郭部と山腹の外郭部に分かれ、内郭部は中の丸を中央に、西側に北の 

丸・西の丸・石弓の段、東側に本丸・詰の丸・釣井の段（井戸郭）・ライゲンガ丸・東の 

丸などが連なっていた。外郭部は山麓から攻め登ってくる外敵を想定し、柴竹の丸・鐘の 

段などが防御を固めていた。外郭を内郭が変則的に抱え込む形の縄張であった。 

 

  

本丸跡                  釣井の段に残る石垣 算木積みを試行 

  

釣井の段 今も水がある          沼田川と三原市の町並み 
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１１．能島城 （のしまじょう） H31.3.26 

続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：愛媛県今治市宮窪町能島 

  能島城は 14 世紀中頃以降の築城と伝わる。能島村上氏は、芸予諸島を中心に瀬戸内海 

 に勢力を誇った村上海賊の一族であり、来島（くるしま）に本拠をもつ来島村上氏、因島 

 （いんのしま）を本拠とする因島村上氏とともに後世には三島（さんとう）村上氏などと 

 称された。3 家の結びつきは非常に深く、大内氏や毛利氏に属して勢力を伸ばしていった。 

天正 15 年(1587)、能島村上氏は小早川隆景に従って筑前に移った。これに伴い、能島城 

はその役割を終えて廃城となったといわれる。 

 能島は芸予諸島の大島と伯方（はかた）島に挟まれた周囲約 1km の小島である。島全 

体を階段状に削平して、中央の最高所に本丸を置き、周囲を二の丸が取り巻き、西側に三 

の丸、南端に出丸を置いて、東端に矢櫃（やびつ）とよばれる小曲輪を配していた。南西 

下段には船着場などに使われた広い曲輪があり、北下段は船溜になっていた。 

  H30 年の豪雨被害により能島への上陸は禁止になっている。 

  

村上水軍博物館              村上海賊の娘  

 

しまなみ海道の来島海峡大橋 
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因島水軍城 （いんのしますいぐんじょう）H31.3.29 

   

因島水軍城門                因島水軍城全景 

   

因島水軍城                村上氏の墓 
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１２．岡豊城 H31.3.26 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用  

  住所：高知県南国市岡豊町八幡字岡 

  南北朝時代初期頃の築城と推定される。長宗我部氏は土佐七雄と呼ばれた有力国人の 

一家だが、国親が現れるまで七雄中では最弱勢力であった。国親は幼少期に親を殺され城 

を追われたが、成長して実力を蓄え、永正 15 年(1518)頃に城を回復する。その子元親は 

土佐を平定し、さらに四国全土をほぼ統一したが、豊臣秀吉の四国平定で所領を土佐一国 

に減じられた。元親は天正 19 年(1591)頃に浦戸城を築いて本拠を移し、岡豊城は廃城と 

なった。 

  南側を流れる国分川を天然の堀とし、山頂部の詰を中心に、北東に詰下段、二ノ段、西 

に三ノ段、四ノ段と曲輪を階段状に配置していた。四ノ段北部では喰違虎口（くいちがい 

こぐち）が構えられている。詰や三ノ段・詰下段からは礎石建物跡が検出されており、こ 

れらの曲輪には主要な建物が建ち並んでいた。このほか、副郭部として西側に伝厩（うま 

や）跡曲輪や南側斜面にも伝家老屋敷曲輪を配置していた。 

  

岡豊城跡（詰）              土塁の内側に石積が確認される 

  

長宗我部氏 岡豊城跡 
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１３．河後森城 （かごもりじょう）H31.3.27 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用  

  住所：愛媛県北宇和郡松野町松丸、富 

  築城年代は不明だが、永禄年間（1558～70）には土佐の一条氏から養子に入った河原 

淵教忠（かわらぶちのりただ）が城主となった。その後、天正年間(1573～92)の長宗我部 

氏の侵攻から豊臣秀吉の四国平定を経て、この地は小早川氏、戸田氏、藤堂氏、富田氏の 

所領となる。江戸時代には宇和島藩の伊達氏付家老桑折（こおり）氏も千石を領し、河後 

森城に居城したといわれる。元和の一国一城令で廃城となったと推定されている。 

 城は標高約 171m の丘陵の U 字形の尾根上に曲輪が配列されていた。中央の最高所に 

本郭を置き、西側にも九つ、東側に三つの曲輪が風呂ケ谷を包み込むように連なっていた。 

これらの東方には古城と呼ばれる四つの曲輪群がのび、さらに南側には新城と呼ばれる 

曲輪群が置かれていた。 

 

  

河後森城 本郭石垣            整備中 

  

本郭からの景色              本郭から広見川と松野町 


