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１２．吉田城 R1.10.16 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：愛知県豊橋市今橋町 3-1 

  永正２年(1505)に今川氏親が牧野古白に命じて築いた今橋城が前身とされる。その後、 

周辺勢力による城の争奪戦がくり返され、城主はしばしば入れ替わったが、氏親の子の義 

元の代には今川氏の城となり、吉田城と呼ばれた。義元の死後、今川氏が衰えると徳川家 

康が奪い、酒井忠次を城主に配した。徳川氏の関東移封後は、池田輝政が入城して改修が 

行われる。江戸時代には譜代小大名が目まぐるしく交代し、松平（大河内）氏のとき明治 

維新を迎えた。 

  豊川と朝倉川を北背後に、本丸を起点として南から西に二の丸、東・南・西に三の丸を

配した、いわゆる「後堅固」と呼ばれる悌格式の縄張であった。本丸南側の石垣はほぼ池田

輝政の改修時のものだが、その他の部分の石垣は名護屋城天下普請で余った石材を転用し

たとされ、石に刻印が確認できる。 

 

  

吉田城本丸                腰曲輪 

  

吉田城本丸                石垣 

 



3 

 

１３．高天神城 R1.10.17 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：静岡県掛川市上土方嶺向 

  築城時期は諸説あり不明だが、16 世紀初めには今川氏の家臣福島氏が高天神城の城主 

となったと伝えられる。その後、福島氏が没落すると、小笠原氏が城主となったが、永禄 

3 年(1560)の桶狭間の戦い後、今川氏の勢力が衰えると徳川氏に臣従する。高天神城は甲 

斐の武田信玄の攻撃にも持ちこたえたが、後に子の勝頼が攻め落とし、城を改修して城番 

を置いた。だが、徳川氏が付城を築いて 5 年かけて包囲した。最後は天正 9 年(1581)、城 

兵は全員討って出て玉砕した。その後、城は廃城となった。 

  鶴翁山は遠江の小笠山から南東にのびる尾根の先端に位置し、北には掛川城、南には遠 

州灘があった。高天神城の城壁は尾根の鞍部にあたる井戸曲輪を境にして東峰と西峰に 

大きく分かれ、一条別郭と呼ばれる構造を持つ。東峰には本丸や御前曲輪などの曲輪群が、 

西峰には西の丸を中心にして、二の丸、袖曲輪、堂の尾曲輪などが配置されていた。 

 

  

高天神城跡                的場曲輪跡 

  

御前曲輪跡               井戸曲輪跡 
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１４．諏訪原城 R1.10.17 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：静岡県島田市菊川 

  天正元年(1573)、武田勝頼は遠江侵攻を目論み、東海道沿いの牧之原台地に諏訪原城を 

築かせたという。城名は、城内に諏訪神社を勧請したことに由来する。その後、天正 3 年 

(1575)の長篠の戦いで武田軍が織田・徳川連合軍に大敗すると、反攻に転じた徳川家康に 

よって諏訪原城も落城した。攻略後、徳川氏はこの城を拠点に武田軍に対抗していたが、 

天正 10 年(1582)に武田氏が滅亡すると存在意義も薄れ、天正 18 年(1590)に廃城となっ 

た。 

  大井川を背にして本曲輪を置き、本曲輪の全面を二の曲輪が大きく取り巻く、後堅固の 

縄張である。二の曲輪の大手前方には大手曲輪が配置された。諏訪原城の縄張の最大の特 

徴であり、防御の中心となったものは丸馬出であった。六つの馬出が虎口の前面を強固に 

守っていたが、規模の小さなものは武田氏段階、大きなものは徳川氏段階の築造と推定さ 

れている。 

 

  

諏訪原城跡                本曲輪虎口 

  

諏訪原城跡                カンカン井戸 
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勝間田城 R1.10.17 

  住所：静岡県牧之原市相良 275 

  勝間田氏は牧之原市勝間田川流域（勝間田荘）を治めた在地領主として、平安時代末期 

保元の乱(1156)史料に初めて登場する。同族と考えられる横地氏と共に鎌倉時代には御 

家人、室町時代には奉公衆として活躍した。しかし応仁の乱以降、駿河守護の今川氏と対 

立し、文明 8 年(1476)に今川義忠の攻撃で本拠である勝間田城が落城する。 

  

勝間田城跡               二の曲輪跡 

 

小山城 R1.10.17 

  住所：静岡県榛原郡吉田町片岡 

  元亀 2 年(1571)2 月、武田方は本格的に遠州攻略にかかり、山崎の砦を奪い馬場美濃守 

信房をしてこれを拡張させ、名を小山城と改め、大熊備前守長秀を城主とした。これから 

約 11年間、武田方はここを拠点として中西遠へと進出するのであるが、天正 10年(1582)2 

月徳川方の攻撃を待たず落城し、その後廃城となった。 

 

  

小山城跡                 小山城天守 
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１５．興国寺城 （こうこくじじょう）R1.10.18 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：静岡県沼津市根古屋 

  築城年代は定かではないが、長享元年(1487)に今川氏の後継者をめぐる対立を解決し 

た伊勢盛時（北条早雲）は興国寺城に入った。盛時はここを拠点に伊豆の堀越御所討ち入 

りをしたといい、伊豆侵攻後には、韮山城へ本拠を移した。その後、興国寺城のある東駿 

河は北条氏、今川氏、武田氏が奪い合った。江戸時代には徳川家康の家臣となっていた天 

野康景が高国寺藩を立藩するが、慶長 12 年(1607)に改易され、城は廃城となった。 

  城は、愛鷹山南麓の舌状に張り出した尾根の先端部に築かれていた。この地形の特徴か 

ら本丸の南側に二の丸、三の丸が直線に並び、本丸の北側には石垣と伝天守台、そのさら 

に北側には大空堀で遮断された北曲輪と呼ばれる曲輪が配置されていた。また、本丸の東 

側には谷を隔てて清水曲輪が配されていた。 

 

  

穂見神社境内               穂見神社 

  

天守台石垣                天守台 
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１６．浜松城 R1.10.19 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：静岡県浜松市中区元城町 100-2 

  永正年間(1504～21)に今川貞相（さだすけ）が築城した曳馬城（諸説あり）を、後に徳 

川家康が調略し、元亀元年(1570)に岡崎城から本拠を移した。家康は地名を浜松と改め、 

大改修を施した。その後、家康は駿河城へ移り、さらに江戸城へと移ったが、浜松城はそ 

の間、豊臣秀吉の家臣堀尾吉晴が一時入ったほかは、幕末まで譜代の大名が次々に入れ替 

わった。浜松城は「出世城」の異名があり、歴代城主は老中や大阪城代、京都所司代など 

幕府の要職に就くものが多かった。 

  最高所である北西部に天守曲輪を置き、その東側に一段下がって二の丸を一直線に並 

べ、二の丸の南側から東側を囲んで広大な三の丸があった。天守曲輪の南側から西側にか 

けては、空堀を挟んで清水曲輪と西端城曲輪を設け、北側は深い谷が続く天然の要害とな 

っていた。 

 

  

徳川家康像 兜の前立てを持っている   本丸の野面積みの石垣                

 

  

天主台                 本丸の井戸 
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１７．郡上八幡城 R1.10.19 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：岐阜県郡上市八幡町柳町一の平 659 

  永禄 2 年(1559)、赤谷山城攻めの際に、遠藤盛数の陣が置かれた場所に、永禄 9 年(1566)、 

郡上を統一した盛数の子慶隆（よしたか）が城を築いた。天正 16 年(1588)、慶隆は豊臣 

秀吉に左遷され、城は稲葉貞通に与えられて、近世城郭として大改修が加えられた。しか 

し、慶隆は慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦いで、東軍に与し、旧領回復した。江戸時代には 

遠藤氏 5 代の後、井上氏 2 代、金森氏 2 代が入封し、宝暦歴騒動後に青山幸道が入封し 

た。以後、青山氏が 7 代続いて幕末を迎えた。 

  築城時には吉田川を南東の外堀とし、山頂の要害部分と山麓の居館部分からなる典型 

的な中世山城であった。稲葉氏改修で中腹に二の丸が設けられ、江戸時代中期の改修でこ 

こは政庁機能を持つ御殿を中心とする本丸となった。これに伴い、山頂の旧本丸は松の 

丸・桜の丸に分割された。 

 

  

城跡に建つ四重模擬天守 現在見られるのは昭和 8 年に築造された日本最古の木造模擬天守 

 

松の丸西側の石垣  
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１８．大垣城 R1.10.20 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：岐阜県大垣市廓町 2-52 

  美濃・尾張の国境に、土岐市の家臣が 16 世紀に築いた牛屋城が前身とされる。小規模 

な中世城郭であったが、永禄 2 年(1559)、氏家直元（卜全）が入城して堀や土塁を築き、 

城と城下町を取り巻く総構も構築されて大規模な大垣城が誕生した。城の改修は続けら 

れ、関ケ原の戦いでは西軍の陣が置かれた。東軍に包囲されて 3 日間の激しい籠城戦を 

展開したが落城した。その後は城主の入れ替わりがあったが、寛永 12 年(1635)の戸田氏 

鉄入城以降は戸田氏 11 代が続いて明治維新を迎えた。 

  縄張の最大の特徴は巨大な総構の中に四重・三重に巡らされた水堀である。大垣城は揖 

斐川などの豊富な水源を生かした水の城であった。縄張の中心には連郭式に並ぶ本丸と 

二の丸があり、建物も四重天守を筆頭に三重櫓と二重櫓を合わせて 13 基が建ち並ぶ大城 

郭であった。 

 

  

戸田氏鉄銅像               大垣城跡 

  

大垣城天守東面 天守は戦前まで現存していたが、戦災で焼失した。昭和 34 年に外観復元された。 
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１９．津城 R1.10.21 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：三重県津市丸之内 5-1 

   元亀元年(1570)、当時安濃津（あのつ）と呼ばれていたこの地に初めて本格的な城を 

築いたのは織田信包（のぶかね、信長の弟）であった。その後、文禄 3 年(1594)に信包は 

丹波柏原へと移り、翌年富田知信が入る。知信の子信高は、慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦 

いでは東軍に着いたが、毛利秀元率いる 3 万の西軍に城を包囲され、激戦の末に開城し 

た。戦後、信高は再び津城主に返り咲き、さらに加増されて移封。代わって入封した藤堂 

高虎が城を大改修し、以後幕末まで藤堂氏が続いた。 

  伊勢平野のほぼ中央に位置し南の岩田川、北の安濃川に挟まれた平城である。多門櫓が 

ぐるりと巡る本丸の東西に東之丸、西之丸を配して土橋で連結し、その周囲を広い内堀で 

囲んでいた。曲輪はいずれも方形のシンプルな形をしていた。その周囲を二之丸が取り巻 

き、さらに外堀と三之丸が囲む輪郭式の縄張であった。方形の曲輪、多門櫓、幅広い堀な 

ど、築城名人と謳われた藤堂高虎の築城理論を反映した城であった。 

 

  

津城跡                  藤堂高虎像 

  

津城の櫓                 本丸の内堀 
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２０．多気北畠氏城館 （たげきたばたけしじょうかん）R1.10.21 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：三重県津市杉町上多気 1148 

    南北朝時代、南朝方の重臣北畠親房の三男で伊勢国司に任じられた顕能（あきよし）を 

祖とする多気北畠氏の本拠の城。築城者・築城年代ともに不明だが、公告 3 年（康永元・ 

1342）に北朝方に田丸城を攻められ、一志郡多気へ逃れた顕能が築いたという説がある。 

その後、多気北畠氏が 8 代 230 年余にわたって本拠としていたが、永禄 12 年(1569)に 8 

代北畠具教（とものり）が織田信長に降伏する。そして、具教が天正 4 年(1576)に謀殺さ 

れると、北畠氏館も廃城となった。 

  平時の居館（多気御所）と居館の西に構えられた詰城、さらに戦時の詰城（霧山城）か 

らなる典型的な中世山城であった。居館は南北約 200x 東西約 110m の規模を持ち、発掘 

調査では礎石建物や掘立柱建物が確認されている。館上段には広大な庭園が営まれてい 

た。霧山城は急峻な尾根に堀切を設け、北曲輪群と南曲輪群の二つに分かれている。 

 

   

北畠神社 神社自体は江戸時代の創建 

  

北畠氏館跡庭園 館跡は上中下段の 3 段構造になっており、上段の館跡庭園は国名勝史跡 

に指定されている。 



12 

 

２１．田丸城 R1.10.21 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：三重県土会郡玉城町田丸 

   南北朝時代、伊勢に下った北畠親房が南朝方の拠点として築いたと伝わる。15 世紀 

後半は愛洲氏が城主となり、愛洲氏は後に田丸氏を名乗った。永禄 12 年(1569)、織田信 

長は伊勢侵攻を開始し、二男信雄に北畠氏の家督を継がせ、伊勢一国を支配下に置いた。 

その後、信雄が田丸城を改修して一時本拠としたり、田丸氏が城主に復帰したりしたが、 

稲葉氏を経て、元和 5 年(1619)に紀伊徳川家付家老の久野氏が城主となり、以後幕末ま 

で続いた。 

  城は長方形をした本丸を西寄りに配し、北側に北の丸、南側に二の丸がそれぞれ直線的 

に並び、さらに東側には一段低く三の丸が配置された。大手口は三の丸東側とし、これら 

の周囲を水堀で囲んでいた。本丸および虎口周辺は石垣造りで、本丸北側には穴蔵（あな 

ぐら、地階）を備えた天守台がある。 

 

  

田丸城跡                 二の丸虎口 枡形状の構造 

  

天守台 本丸の北にある天守台。手前に付  天守台 

櫓台があり、穴蔵が存在する。 
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２２．赤木城 R1.10.22 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：三重県熊野市紀和町赤木 

  天正 14 年(1586)8 月、奥熊野の地侍達が蜂起し、「天正の北山一揆」と呼ばれる騒動に 

発展した。一揆の原因は太閤検知への抵抗ともいわれているが、定かではない。赤木城は 

この北山一揆弾圧のための拠点として、天正 17 年(1589)頃に築城されたと考えられてお 

り、当時の紀伊国主豊臣秀長の家臣であった藤堂高虎が縄張したという。なお、発掘調査 

によれば江戸時代以降の改修の痕跡はなく、役割を終えてそのまま廃城になったとみら 

れる。 

  山頂部の主郭を中心に、三方の尾根上の曲輪群（東廓、西廓、北廓）と谷部に位置する 

南部で構成されている。曲輪には高石垣が築かれ枡形虎口も設けられて、織豊系城郭の特 

色を示している。曲輪内には礎石らしい石材も露頭しており、主郭には櫓のような構造物 

があった可能性もある。 

 

  

赤木城跡                 枡形虎口 

  

主郭南側石垣 横長の自然石を積み、間詰石を詰めて築かれている。  

 


