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１．玄蕃尾城（げんばおじょう）R1.5.13 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福井県敦賀市刀根 

  天正 10 年(1582)、柴田勝家により築城された。翌 11 年 3 月、勝家は豊臣秀吉と対決 

すべく玄蕃尾城に本陣を置き、周辺一帯に行市山（ぎょういちやま）砦などの陣城を築か 

せた。4 月に秀吉の軍勢が大垣に出陣した隙をついて、勝家も軍を率いて攻撃にかかった。 

だが、秀吉軍の反撃にあい、勝家軍は総崩れとなって北庄城へ敗走した（賤ヶ岳の戦い）。 

戦後は再利用されなかったため、勝家本陣時代の陣跡としての遺構が残る。 

  内中尾山の山頂に位置し、北国街道を見下ろす軍事上の要所であった。南北に主要な曲 

輪を四つ並べてそれぞれを土橋で連結していた。主郭の前方・後方に馬出を合計二つ配置 

する縄張であった。馬出は兵站基地や出撃の拠点としての役割を持つコンパクトな曲輪 

であった。 

 

  

主郭 本丸                虎口郭 

 

主郭 
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２．佐柿国吉城（さがきくによしじょう）R1.5.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福井県三方郡美浜町佐柿 

  弘治 2 年(1556)に若狭守護武田氏の重臣粟屋勝久が築城したと伝わる。永禄 6 年(1563) 

 以降、越前の朝倉氏はたびたび若狭侵攻をくり返したが、国境の城である佐柿国吉城は毎 

回これを撃退し、難攻不落を誇った。粟屋氏は元亀元年(1570)4 月には越前へ出陣してき 

た織田信長と徳川家康の連合軍を佐柿国吉城に迎えた。信長・秀吉・家康の戦国三英傑が 

揃って朝倉攻めに出陣している。その後、天正 11 年(1583)に秀吉の家臣木村定光が城主 

となり城下町などを整備するが、江戸時代初期に廃城となった。 

  平時は山麓の居館で領国経営を行い、戦時には山上の詰城に籠って戦うという、典型的 

な中世山城。居館部は城山南西麓付近の谷筋に開削された段状の平地にあり、居館正面に 

は石垣が積まれていた。山城部は山頂に本丸、中腹に二ノ丸（出丸）を配し北西にのびる 

尾根に二ノ郭や三ノ郭などを置いていた。本丸には石垣と平（平入）虎口、伝二ノ丸には 

高土塁と喰違虎口などを設けていた。 

 

  

佐柿国吉城               佐柿国吉城 

  

堀切                  高土塁 喰違虎口  
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３．福井城 R1.5.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福井県福井市大手 

  天正３年(1575)、越前北庄を与えられた柴田勝家は自ら縄張して北庄城を築城した。勝 

家は天正 11 年(1583)の賤ヶ岳の戦いで敗死し、北庄城も焼失する。その後、慶長 5 年 

(1600)に徳川家康の二男結城秀康がこの地に入り、翌年から 6 年がかりで北庄城を拡張 

して、全国諸大名の天下普請による新たな城が築かれた。秀康は越前松平氏を名乗り、3 

代松平忠正の時、城名は「福居（福井）城」と改名された。創建時の四重天守は寛文 9 年 

(1669)に焼失した。 

  勝家の北庄城は足羽川と吉野川の合流点に築かれ、足羽川を堀の一部として利用して 

いたと推定され、安土城に匹敵する巨城であったという。跡地に建てられた福井城も約 

2km 四方におよぶ広大な城域に四重五重に水堀を巡らし、輪郭式の縄張を構えていた。 

本丸北西隅には天守台上に四重五階の天守が築かれていた。 

 

  

福井城 天守台                           福井城 本丸 

  

本丸石垣と内堀              本丸 
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４．越前大野城 R1.5.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福井県大野市城町 3-109 

    天正 2 年(1574)に起こった越前の内乱を鎮圧した織田信長の家臣金森長近は、その功 

により越前大野城の約 3 分の 2 を与えられた。長近は亀山に大野城を築いて領国支配を 

本拠とした。大野城主はその後、長谷川秀一、青木一矩を経て、信長の孫にあたる織田秀 

雄へと交代した。江戸時代に入ると、大野城は越前松平氏の支城となるが、後に大野藩と 

して独立。天和 2 年(1682)に譜代の土井利房が城主となり、以後、幕末まで土井氏の藩主 

が続いた。 

  山上には本丸を、東山麓に二の丸を置き、その東と南に三の丸が配置された悌郭式の縄 

張で、二重三重に堀と川で防備を固めていた。本丸には武器蔵、焔硝蔵などを配して、門 

櫓を巡らせていた。本丸の中心に石垣を巡らした天守台を置き、その上に大天守、小天守、 

天狗之間からなる天守群が建っていた。天守と小天守は御殿風の造りであったともいわ 

れる。 

  

天守は安永 4 年(1775)に焼失。昭和期に鉄筋コンクリート構造で復元された 

 

野面積の石垣。武者登りといわれる何度も折れ 

曲がった石段を上って天守にいたる 
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５．鳥越城 R1.5.15 

    続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：石川県白山市三坂町 

  天正年間(1573～92)、加賀一向一揆の軍事拠点の一つとして鈴木出羽守が築城したと 

伝わる。天正元年(1573)8 月には織田信長が浅井氏・朝倉氏を滅ぼし、一揆衆は強大な織 

田軍団と対峙することになる。織田軍団は天正 4 年(1576)までに越前一国を平定するが、 

一揆衆は能登に侵攻してきた越後の上杉謙信と結んで徹底抗戦する。だが、謙信の病疫や 

石山本願寺の降伏を経て、天正 8 年(1580)に城は落城。その後も一揆勢は抗戦したが、天 

正 10 年(1582)には最後の抵抗も鎮圧され、加賀一向一揆は壊滅した。 

 北流する手取川と大日川にはさまれた丘陵先端部を利用して築かれた。東西約 400m、 

南北約 1200m の地域に、山頂の本丸を中心に南に中の丸、前二の丸・前三の丸、北に後 

二の丸・後三の丸などの曲輪で城は構成されていた。各曲輪は堀切や土塁で仕切られなが 

ら、尾根筋を巧みに利用して配置されていた。 

   

  

高麗門と石垣造りの枡形                     本丸櫓門 

  

本丸                  本丸よりの眺望  
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倶利伽羅峠城（くりからとうげじょう）R1.5.15 

  インターネットより引用。 

  住所：富山県小矢部市石坂～石川県河北郡津幡町倶利伽羅 

  寿永２年(1183)平維盛によって築かれたと言われる。加賀と越中の国境に位置する倶 

利伽羅峠はかっての北陸道が通っていた。寿永２年(1183)木曽義仲は越中を経由して北 

陸道を西へ向かった。対する平氏は三位中将平維盛を大将としてこれを迎え撃った。十万 

とも言われる平家の大軍に対して、義仲は松明を角に括りつけた牛数百頭を放った。（火 

牛の計）。細い峠道に長蛇をなして行軍している平家の軍勢は大混乱となり、将兵と軍馬 

は地獄谷に折り重なるように落ち、その数は１万数千とも言われた。この戦いに勝利した 

 義仲は京へ上洛することになる。 

 

  

倶利伽羅公園マップ           倶利伽羅権現石殿 

 

源平供養塔 
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６．増山城 R1.5.16 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：富山県砺波市増山 

  築城年代は不明だが、文献によると南北朝時代には前身とされる和田城が存在してい 

た。当時の越中守護は桃井氏、斯波氏を経て畠山氏の世襲となり、その家臣神保氏が守護 

代として戦国時代には越中の実質的支配者となった。神保氏は、上杉謙信の越中侵攻を増 

山城に籠城して一度は撃退するも、再侵攻により落城。その後、織田信長の越中侵攻で城 

は佐々成政の手に落ち、豊臣政権下では前田氏の所領となるが、慶長年間(1596～1615) 

に廃城となった。 

  増山城は北西角に一ノ丸、最高所に広大な二ノ丸があり、二ノ丸の北東角には空堀を挟

んで安室屋敷があった。城の中心は二ノ丸であり、二ノ丸の東側には三ノ丸が、南側には無

常と呼ばれる曲輪が配され、二ノ丸の防備を固めていた。二ノ丸の周囲には幾重にも空堀が

掘られ、北東には隅櫓（櫓台）や城内で唯一の石垣も築かれていた。 

 

  

増山城入口                又兵衛清水 

  

無常曲輪                 安室屋敷曲輪 
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白鳥城 R1.5.16 

  ウィキペディアより引用 

  住所：富山県富山市𠮷作 

  寿永 2 年(1183)に源義仲の武将今井四郎兼平が陣を張ったとするのが最初の記録で、 

その後越中守護代神保長職が上杉謙信の越中攻めに備えて本格的に築城し、富山城の詰 

城として利用されたと思われる。その後、神保氏の降伏により城は上杉方の手に移ったが、 

元亀元年(1572)には西から攻め寄せる一揆勢により落城した。白鳥城は、東側が急斜面と 

なっており東からの攻撃には強かったが、西側はなだらかな斜面となっており、西からの 

攻撃には脆弱な城であった。上杉謙信の死後、越中が織田方の支配下に入ると、佐々成政 

が富山城に入り白鳥城も引き続きその支城として使われたと思われるが、天正 18 年(15 

85)に羽柴秀吉が成政を攻めた際、富山城を見下ろす位置にある白鳥城に豊臣軍の陣が置 

かれた。秀吉の本陣が置かれたとする伝承があるが、実際に秀吉の本陣が置かれたのは 

倶利伽羅であり、白鳥城に陣を設けたのは先遣隊の大将であった織田信雄とみられてい 

る。成政降伏後は前田利家が有し、まだ越中の一部を領していた成政に備えるため城将を 

置き、慶長年間の初めまで続いた。 

  

本丸下郭跡                本丸跡 

  

空壕跡                  北二の丸跡 
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７．富山城 R1.5.16 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：富山県富山市本丸 

  天文 12 年(1513)頃、越中西部の守護代神保長職が築いたとされるが、近年の発掘調査 

ではこれより以前の遺構も発見されている。戦国時代には上杉氏が、一向一揆勢の争奪戦 

に織田信長が加わり、信長の家臣佐々成政が富山城を得た。信長の死後、成政は豊臣秀吉 

と対立し、天正 13 年(1585)秀吉率いる 7 万の大軍に城を囲まれ降伏。富山城は破却され 

た。江戸時代には加賀藩前田氏の分家が独立して富山藩を立藩し、富山城を居城として改 

修して幕末まで存続した。 

  四周を水堀と河川で二重に囲み、特に北面は天然の要害である神通川を守りとした後 

堅固の梯郭式の平城。ほぼ方形の本丸の南側に二の丸、東西に出丸を置き、さらにそれら 

を三の丸で凹状に囲んでいた。本丸搦手を守る東出丸は神通川の土手につながり直接域 

外に通じていた。                 

 

  

富山城模擬天守 彦根城や犬山城の天守を参考に昭和 29 年に建造された 

  

鉄御門枡形の鏡石 西面に一つ、東面と北面 千歳御門 

に各二つ計五つある 
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８．苗木城 R1.10.14 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：岐阜県中津川市苗木 

  苗木城は 1520 年代（一説に大永 6 年［1526］）、福岡（中津川市福岡）にいた遠山一雲 

 入道昌利が築き、子の景徳が住んだ。2 代後、直廉（なおかど）の時代は、東美濃は武 

田信玄と織田信長がしのぎ合い、岩村の兄景任（かげとう）と苗木の直廉（岩村から養子、 

弟）の遠山兄弟が間にあった。信長の時代に、苗木城は別系の飯場遠山氏が入るが、信長 

の死後は森長可（ながよし）に攻められ、遠山友政は徳川家康の側につく。18 年後、関 

ヶ原の戦いの直前、友政は家康の命で苗木城を奪還し、その功で 1 万石の大名となり、幕 

末まで国替えすることなくこの地を治めた。 

 木曽川の流れを天然の水堀とし、高森山の山頂部に本丸、一段下がった所に二の丸、三 

の丸と続く縄張である。随所に露頭する岩盤と石垣を組み合わせ建物を建てられる平場 

を確保するなど自然の地形を最大限に有効活用していた。天守や櫓などの建物も崖から 

斜面に付き出して築く懸造（かけづくり）である。各曲輪が、この規模の城では例のない 

ほど大量の石垣で積み上げられているのも苗木城の特徴である。 

  

苗木城跡                 石垣 

  

菱櫓門跡            天主台は山頂に露頭する巨大な岩盤を土台にしていた 



12 

 

９．美濃金山城 R1.10.15 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：岐阜県可児市兼山 

  天文 6 年(1537)、美濃の守護代一族である斎藤妙春（正義）が築城した烏峰城がルーツ 

とされる。妙春が天文 17 年(1548)に謀殺されると、長井道利が城主となったが、やがて 

道三の娘婿でもある尾張の織田信長が美濃を支配したのに伴い、信長家臣の森氏が城主 

となった。慶長 5 年(1600)に城は石川氏の預かりとなり、翌年に建物は解体され犬山城 

の改修に使われた。天守も移築されたとの説があるが、今日では否定されている。 

 標高約 276m の古城山の山頂に築かれた山城であった。天守台や山頂の本丸北東隅に 

配置し、本丸を中心に左翼と右翼に広がるような形で、二の丸や三の丸が配置されていた。 

また天守台の北東側にも東腰曲輪が設けられていた。本丸は総石垣、その他の曲輪でも部 

分的ながら石垣が用いられていた。 

 

  

美濃金山城址               大手門跡 

 

石垣 
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１０．小牧山城 R1.10.15 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：愛知県小牧市堀の内 1-1 

    永禄 6 年(1563)、織田信長は小牧山城を築き、主要勢力を移して美濃への侵攻をくり 

返した。永禄 10 年(1567)に美濃稲葉山城を陥落させると、これを岐阜城と改名して入城 

し、小牧山城は廃城となる。17 年後の天正 12 年(1584)、羽柴秀吉と徳川家康の直接対決 

である小牧・長久手の戦いでは、家康が小牧山に本陣を敷き城を改修して、秀吉と互角以 

上にわたり合った。江戸時代には小牧山は尾張徳川家の領地となり、一般人の入山は禁止 

された。 

  濃尾平野の北東部に位置する標高約 86m の小牧山に築かれた。東西約 600m、南北約 

400m の山全体を城域とし、多くの曲輪から形成されていた。小牧山城は従来、信長の美 

濃攻めのための一時的な城と考えられていたが、近年の調査により、主郭の四方を石垣で 

囲んだ本格的な造りの城だったことが判明している。 

 

  

小牧山城天守               小牧山城天守 

 

小牧山稲荷神社 
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１１．古宮城 R1.10.16 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：愛知県新城作手清岳古宮 

  江戸時代に書かれた文献によると、元亀２年(1571)から武田信玄が家臣の馬場信春に 

命じて築城させたとある。同時代の史料に記録がないため定かではないが、この時期、武 

田氏は奥三河の徳川領に侵攻しており、古宮城は対徳川氏の攻略拠点であったと考えら 

れる。その後、元亀４年(1573)の信玄の病没や、天正３年(1575)の長篠・設楽原の戦いの 

敗戦によって、武田氏の勢力は大きく衰え、これに伴って古宮城は廃城となったと推定さ 

れる。 

  城域は巨大な堀切で東西に分割されている。東側の大きな曲輪が主郭であり、西側にあ 

るものが二の丸（二の曲輪、馬出）。いずれも土塁囲みで、主郭の北側には長方形の曲輪 

群が展開し、南には枡形を構える大手口があった。対して、作手街道に面した二の丸（二 

の曲輪）の西側は、土塁と横堀を幾重にも巡らし、曲輪への侵入を阻んでいた。 

 

  

二の丸（二の曲輪）を囲む土塁       巨大な堀切 

 

主郭大手口 

 


