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１．出石城・有子山城 （いずしじょう・ありこやまじょう）H31.3.18   

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：兵庫県豊岡市出石町内町 

  織田軍団の但馬侵攻を受けて元禄 12 年(1569)に此隅山城を失った山名氏は、天正 2 

年(1574)に有子山城を築いた。だが、天正 8 年(1580)に豊臣秀吉の攻撃で落城する。その 

後、有子山城には前野氏、小出氏らが入り、小出氏は関ケ原の戦い後も旧領を安堵された。 

慶長 9 年(1604)には山上の有子山城を廃し、山麓の居館と曲輪のみを出石城として改修 

した。出石城は小田氏 8 代、松平（藤井）氏 1 代の後、仙石氏が 8 代続いて明治維新を 

迎えた。 

  築城時の山名氏は但馬守護であり、山頂に詰城、山麓に居館を設けて有子山城を築いた。 

 有子山城の詰城部分の廃城後は、小出吉英によって平地に堀で囲まれた三の丸が新たに、 

造成され、二の丸下、二の丸、本丸、稲荷曲輪が階段状に築かれた。この時城下町も整備 

され「但馬の小京都」と呼ばれる出石の町並みが形成された。町並みは現在、国の重要伝 

統的建造物群保存地区に選定されている。 

 

  

出石城 模擬二重櫓            有子山城への登山道 

  

有子山城登山口              有子山城石垣 
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２．黒井城 H31.3.19 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：兵庫県丹波市春日町黒井 2273-13 

  建武（けんむ）２年(1335)に丹波氷上郡に所領を与えられた赤松貞範（さだのり）が築 

いたという。16 世紀前半に荻野氏の城となり、荻野氏の養子赤井直正が天文 23 年(1554) 

に養父を暗殺して城を奪った。直正は織田信長に服属したが、後に離反し、天正 3 年(1575) 

に始まる明智光秀の丹波平定では最後の最後まで抵抗を続けた。落城後は光秀の重臣斎 

藤利三、豊臣秀吉の家臣である堀尾吉晴らが一時入った。天正 12 年(1584)の小牧・長久 

手の戦いに関連し、赤井氏残党が家康方として立て籠るが、戦後廃城となった。 

  猪ノ口山の山頂部に本丸を中心とした主要部を置き、それらを石垣で固めていた。三方 

にのびる尾根伝いに曲輪群を配置していた。本丸・二の丸・三の丸、東曲輪と西曲輪が連 

郭式に並び、さらに山麓にかけて北の丸、西の丸、東出丸、太鼓の段、石踏の段、三段曲 

輪など多数の曲輪群を配して防御していた。 

 

  

黒井城 本丸               黒井城（保月城） 

 

本丸を囲む野面積の石垣 
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３．福知山城 H31.3.19 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：京都府福知山市字内記５ 

  丹波の国人横山氏の築いた横山城が前身とされ、天正７年(1579)に丹波を平定した明 

智光秀が、新たに福知山と命名して横山城の跡地に築城を開始した。光秀の甥の明智秀満 

が城代となり織豊系城郭として石垣と天守が築かれたという。天正 10 年(1582)に光秀が 

討たれると、豊臣秀吉臣下が城主となり、江戸時代には福知山藩の藩庁として有馬氏、岡 

部氏、稲葉氏、松平（深溝）氏がそれぞれ 1 代で交代し、朽木氏が 13 代続いて明治維新 

を迎えた。 

  城は由良川と土帥（どぜ）川の合流点にある小高い丘陵上の突端部に築かれ、東側は 

川を利用した大堀、西側には堀と土塁、南側は堀切、そして北東側は由良川を堀と見立て、 

 城下四方を防御する総構の城として築かれた。石垣が組まれたのは主郭部のみで、山城的 

な石垣地区と平城的な水堀地区の両方を備えた平山城であった。 

 

  

福知山城 現在の天守は昭和期に望楼型として再建された                 

 

本丸天守台東側にある豊磐（とよいわ）の井 
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丹波亀山城 H31.3.22 

  インターネットより引用 

  住所：京都府亀岡市荒塚町内丸１ 

  明智光秀の丹波攻略の拠点として、天正５年(1577)から築き始めたという。明智以前に 

も城郭があったらしいが、現在残る亀山城の基本プランは明智氏時代のもののようであ 

る。当時明智氏は近江坂本を本拠としており、亀山から丹波に入り、勢力伸長に従い亀山 

の北に周山城、宇津城などを築いて地域を制圧していき、亀山城はそれらの丹波諸氏の本 

陣的な役割であったと考えられる。明智氏滅亡後は羽柴秀吉の支配下となり、羽柴秀勝（ 

織田信長の子、秀吉の養子）、豊臣秀勝（豊臣秀次の弟、秀吉の養子）、羽柴秀俊（後の小 

早川秀秋、秀吉の養子）と豊臣一門の居城となる。その後は前田玄以・茂勝が入り関ヶ原 

を迎えるが、豊臣時代の亀山は豊臣家直轄のような位置づけである。徳川時代に入っても 

しばらくは城代が置かれるだけだったが、慶長 14 年に岡部長盛が亀山に封ぜられ、城は 

天下普請で大改修される。これは前年の丹波篠山城に続く、大阪包囲を意識した築城であ 

ると考えられている。豊臣家滅亡後も譜代大名が相次いで藩主となり、明治維新後に廃城 

となる。その後は放置されていたが、大正時代に出口王任三郎（おにさぶろう）が城跡を 

買い取り、現在は宗教法人大本教の聖地とあっている。 

  

亀山城                 亀山城 
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４．芥川山城（あくたがわさんじょう）H31.3.22 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：大阪府高槻市大字原 

  芥川山城は永正 13 年(1516)までに、細川高国が築城した。以降、摂津守護の細川氏（京 

 兆家）が在国時に使用する守護所に準じた場として機能する。天文 22 年(1553)には、細 

川晴元を追った三好長慶が入城し、以降は当時の天下たる畿内を支配した三好政権の所 

在地として多くの人々が登場した。永禄 11 年(1568)以降は、足利義昭の武将和田惟政（こ 

れまさ）が城主となり、家臣高山飛騨守に預けた。翌年に惟政は高槻城へ移り、芥川山城 

は徐々に機能を停止したとみられる。 

  摂津峡という渓谷の東側にある三好山に築かれた。三方を芥川が巡る天然の要害であ 

る。城下町はなく、主要陸路である四国街道とも距離を置くが、近くに丹波方面への山道 

が通じた。山頂の主郭を中心に曲輪が展開する典型的な連郭式山城で、要所に堀切や竪土 

塁を設ける。大手の谷筋などに石垣が残る。 

 

  

芥川山城                 芥川山城 三好長慶を祀る祠 

  

出丸の石垣               摂津峡の橋を渡り三好山を登る 
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５．洲本城 すもとじょう H31.3.23 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：兵庫県洲本市小路谷 1272-2 

  16 世紀前半、淡路水軍を率いた安宅氏が築いたとされる。安宅氏は、三好長慶の弟を 

 養子に迎え三好政権の一翼を担うが、冬康亡き後に羽柴秀吉の淡路攻めで織田信長に降 

伏した。その後、仙石秀久、続いて脇坂安治が洲本城主として入る。脇坂氏の時に、洲本 

城は総石垣の堅城に改修された。慶長 14 年(1609)の脇坂移封後は、藤堂高虎を経て、池 

田輝政に淡路は与えられたが、輝政は子の忠雄（ただかつ）を洲本城ではなく、由良城に 

入れて洲本城を廃城とした。大坂の陣後、蜂須賀至鎮（よししげ）が淡路を拝領して、由 

良城に家老の稲田示植（しげたね）を城代として派遣するが、交通不便のため寛永 8 年( 

1631)から 4 年がかりで洲本に城と町を移した。これが由良引けである。 

  三熊山山頂の「上の城」と北山麓の御殿のある「下の城」を、東西 2 条の「登石垣」で 

繋いで防衛力を高めているのが最大の特徴である。上の城部分は、本丸の東側に東の丸、 

武者溜曲輪、東の丸の南側に馬屋曲輪などを配置し、本丸南西には南の丸や籾蔵曲輪、西 

の丸などの曲輪群が展開されていた。下の城は蜂須賀氏の大改修によって、淡路国の中心 

施設となった。 

  

洲本城 天守台と模擬天守         本丸への大石段 
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６．八幡山城 はちまんやまじょう R1.5.13 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：滋賀県近江八幡市宮内町 

  近江など 43 万石領主となった羽柴秀吉の甥、秀次の居城として天正 13 年(1585)に築 

城され、宿老田中吉政が在城した。その後秀次は天正 18 年(1591)加増とともに清洲城へ 

移封となり、さらに秀吉の養子になり関白に昇ったが、秀頼の誕生とともに失脚した。秀 

次移封後、八幡山城には京極高次が入城したが、文禄 4 年(1595)廃城となった。 

  城は主に山上と山麓に分れ、ともに総石垣で構成される。山上の主郭部は本丸を中心に 

配し二の丸、北の丸、西の丸、出丸などの郭で構成され、周囲の帯郭により各郭を結んで 

いる。本丸の虎口は外枡形と秀吉期の城らしいが、天守台が明確ではない。山麓の居館部 

分は直線の大手道の正面上段に枡形虎口をもった秀次館があり、段状に曲輪が配置され 

ている。城の三方が琵琶湖の内湖や湿地帯に囲まれ、南の平野部に城下町がある。 

 

  

本丸の野面積の石垣            本丸の石垣 

 

西の丸から琵琶湖を望む 
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７．鎌刃城 かまはじょう R1.5.13 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：滋賀県米原市番場 

  築城時期は不明だが、山麓の蓮華寺の寺伝によると、鎌倉時代の弘安 7 年(1284)に鎌 

刃城主土肥元頼についての記述があるのが「鎌刃城」に関する最古の記録である。その後、 

応仁・文明の乱(1467～77)の頃には坂田郡の国人堀氏の本拠となっていたとされる。堀氏 

は戦国時代には臣従し、織田氏が近江に侵攻すると浅井氏を裏切って織田氏に降伏する。 

その後、堀氏は天正 2 年(1574)に追放され、城は織田氏の直轄領となり、その後まもなく 

廃城となったと思われる。 

  江北と江南の境目に位置し、中山道の間道を見下ろす軍事上の要所に会った。標高約 

384m の山頂に主郭を構え、二重三階と推測される大櫓を築いていた。主郭の南側に副郭 

を配し、副郭から西方へのびた尾根筋に階段状に曲輪を展開しており、主郭の周囲には 

石垣が築かれ、北辺のほぼ中央に周囲を石垣で固めた枡形虎口を備えていた。 

 

  

鎌刃城 番場               鎌刃城 主郭 

  

山頂                  鎌刃城 大手口 
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８．新宮城 （しんぐうじょう）R1.10.22 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：和歌山県新宮市新宮 7691-1 

 紀伊和歌山城主浅野幸長は慶長 5 年(1600)、家老の浅野忠吉に新宮の地を分知し、翌年 

から新築工事が始まった。その後一国一城令で廃城となるが、元和 4 年(1618)、築城許可が 

おり、再び築城に着手する。だが、翌年工事半ばで主家の長晟（ながあきら）が安芸広島へ 

転封となり、家老の忠吉も安芸三原へ移った。代わって入封した水野重央が新宮城の築城工 

事を引き継ぎ、寛永 10 年(1633)に 2 代重良が城を完成させる。水野氏はそのまま 10 代続 

いて明治維新を迎えた。 

 熊野川河口近くの丘陵上に築かれ、本丸からは城下町を越えて太平洋まで一望できる。最 

高所に本丸を置き、南端に鐘の丸、その北西に松の丸、西側山麓には二の丸を配置した総石 

垣の城であった。さらに本丸北東の丘陵先端部に出丸、松の丸北下の熊野川に面して蔵と舟 

入を備えた水の手曲輪を設けていた。 

  

  

新宮城跡                 丘陵上にある城の入口 

  

高石垣                  本丸入口枡形の石垣 
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９．宇陀松山城 （うだまつやまじょう）R1.10.24 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：奈良県宇陀市大宇陀春日・拾生・岩清水 

 南北朝期から戦国時代、宇陀郡の国人秋山氏の居城であった秋山城が前身と考えられる。 

天正 13 年(1585)に豊臣秀吉の弟秀長が大和一国を支配すると、宇陀郡は豊臣家配下の大名 

が領した。秋山城には伊藤義之、加藤光泰、羽田正親、多賀秀種が入る。近年の調査で文禄 

元年(1592)に城主となった多賀秀種により本格的な秋山城の改修と城下町の整備が行われ 

たことが判明した。秀種は関ヶ原の戦いで改易され、宇陀郡は福島高晴に与えられた。福嶋 

氏治政下に松山町（松山城）と名を改める。元和元年(1615)、大坂の陣後、福島氏は改易と 

なり、城は破却された。 

 城域の中央に天守廓と本丸が東西に並ぶ。その周囲を帯廓が取り囲み、南東・南・南西の 

3 ヶ所に複雑な構造の虎口を設けて周縁部と接続する。南東に大きく張り出した二の丸、北 

東と北西の御加番廓、南西の御定番廓などが外郭部を形成し、主郭部を同心円状に取り囲む 

山城としては珍しい縄張を構成していた。 

 

  

宇陀松山城天守廓            天守廓 

 

石碑 
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１０．大和郡山城 （やまとこおりやまじょう）R1.10.24 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：奈良県大和郡山市城内町 2 

 天正 8 年(1580)、織田信長は大和一国の検地と新たに築かれる郡山城以外の城郭の破却 

を命じ筒井順慶を郡山城主にした。天正 11年(1583)には、天守が完成していたようである。 

天正 13 年(1585)に豊臣秀吉の弟秀長が 100 万石で入封すると、石高にふさわしく整備され 

た。その後、秀長の養子秀保、益田長盛を経て、元和元年(1615)からは譜代大名数家が交代 

し、享保 9 年(1724)に入封した柳澤氏が 6 代続いて城主を務め、明治維新となった。 

 西の京丘陵の南端付近に立地する平山城で、高石垣や天守、多門櫓などを備えた大城郭で 

あった。秀長入封時の改修で本丸、二の丸、三の丸などの主要部分が完成したと考えられて 

いる。本丸周囲を二の丸が取り巻き、三の丸が二の丸の東西に配置される形であった。松平 

忠明が城主の時に二の丸に御殿が造営されたといわれ、幕末まで城主の居所となった。 

 

  

追手向櫓                 追手門 

  

天守台より城内              天守台 
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１１．飯盛城 （いいもりじょう）R1.10.25 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：大阪府大東市大字北条 

 16 世紀半ばに河内守護畠山氏の家臣木沢長政が築城したと考えられている。長政は畠山 

氏と細川氏、一向一揆衆と法華宗など対立勢力を巧みに利用したが、最後は三好長慶に討た 

れた。その後、幕政の実権を握った長慶は飯盛城に入り政務を執った。長慶の死後、三好三 

人衆は長慶の養子嘉継とともに高屋城へ移る。天正 3 年(1575)に高屋城を攻め落として河 

内を平定した織田信長は河内諸城の破城を命じており、この時飯盛城も破却されたとみら 

れる。 

 

  

飯盛城跡                 高櫓に建つ楠木正行像 
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１２．岸和田城 R1.10.27 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：大阪府岸和田市岸城町 9-1 

 築城時期は不明だが、現在地より北東約 500m に位置していた岸和田古城から戦国時代 

に移ったといわれ、江戸時代初期にかけて段階的に完成していった。永禄年間(1558～70)に 

松浦肥前守、豊臣氏の家臣中村一氏、小出秀政がそれぞれ改修を加えた。小出氏 3 代、松平 

（松井）氏 2 代の後、寛永 17 年(1640)に入った岡部宣勝が城を完成させ、13 代続いて明治 

維新を迎えた。 

 変則多角形をした本丸は水堀に囲まれ、海岸よりの北西に馬出状に設けられた二の丸と 

土橋で接続していた。本丸の北・東・南は水堀を隔ててコの字形に二の曲輪が取り囲み、そ 

の外周を水堀と三の曲輪、さらには外曲輪と、二重三重に本丸を囲む構造となっており、き 

わめて厳重な輪郭式の縄張で構築されていた。本丸には小出秀政が建造した五重天守がそ 

びえていた。 

 

  

大天守と小天守             大手門 

  

右大天守 左本丸隅櫓           大天守 

 


