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１．鶴ヶ岡城 R1.5.18 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：山形県鶴岡市馬場町 

  出羽大泉荘の大泉長盛は寛正 4 年(1463)に大宝寺城を築き、子孫は大宝寺氏を名乗っ 

た。大宝寺氏は戦国時代には上杉氏と結んで勢力を伸ばしたが、上杉氏と最上氏の争い 

の中で衰退する。大宝寺城は上杉方の支城として庄内地方の拠点となった。慶長 5 年(16 

00) の関ヶ原の戦い後、最上義光の所領となり、大宝寺城は鶴ヶ岡城と改称された。元和 

8 年(1622)に最上氏が改易されると、旧領は分割され、鶴ヶ岡城に酒井氏が入り、城は改 

修される。酒井氏は代々領民に慕われ、国替えの幕命が下った時には領民の嘆願運動で撤 

回となったほどで、明治維新まで続いた。 

  近世城郭としての鶴ヶ岡城は、酒井氏の入封後に 3 代 50 年がかりで整備された。本丸 

を囲い込むように二の丸が配され、さらにその南には百閒堀を設け、それらを囲む三の丸 

が造営された。東は内川を境とし、西・南・北の三方に堀と土塁を巡らし、上空から見る 

と「回字」の形状をした典型的な輪郭式縄張で構成されている。 

 

  

鶴ヶ岡城跡                荘内神社 

  

水堀                   本丸の水堀 
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２．秋田城 R1.5.19 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：秋田県秋田市寺内大畑 

  秋田城の文献上の初出は天平 5 年(733)、「出羽柵（いではのさ）が、庄内地方から秋田 

村高清水岡に移転した」という「続日本紀」の記述までさかのぼる。その後、天平宝字 4 

年(760)の記録に「阿支太（あきた）城」と記されたことから、この頃秋田城と改称され 

たと推定される。秋田城は出羽北部の軍事・行政の中心となった城柵で、奈良時代から平 

安時代前期にかけて機能を維持していた。だが、元慶（がんきょう）2 年(878)の元慶の 

乱では反乱した俘囚（ふしゅう、朝廷の支配下に置かれた蝦夷の人々）に一時占拠され、 

天慶（てんきょう）2 年(939)の天慶の乱でも攻撃を受けた。そして 10 世紀後半には機能 

が失われたと考えられている。 

  秋田城は古代に築かれた城柵の一つである。秋田平野の西を流れる雄物川河口付近に 

ある、標高約 40m の丘陵に築かれた。築地塀は外郭と、中心施設の政庁を囲む二重構造 

であった。外郭の東西南北に城門が設けられていた。政庁施設と外郭は、奈良時代から平 

安時代まで 6 期にわたる変遷が確認されている。 

  

秋田城外郭東門と築地塀          政庁城とも呼ばれる秋田城の中心部 

  

正殿の跡                 秋田城古代水洗トイレ 
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３．脇本城 R1.5.19 

    続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：秋田県男鹿市脇本脇本字七沢外 

  脇本城の築城者および築城時期は不明だが、出土物から 15 世紀頃には機能していたと 

推定されている。その後、元亀・天正年間(1570～92)前半には、安東愛季（ちかすえ）が 

脇本城を改修して本拠を移したという。安東氏は愛季の代に戦国大名として勢力を伸ば 

した。安東氏は豊臣政権下では、湊（みなと）城へ本拠を置く秋田 5 万 2 千石余の大名と 

なった。愛季の二男実季（さねすえ）は湊城を居城として、秋田城介を称して秋田氏を名 

乗り、慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦い後に常陸宍戸（ひたちししど）5 万石へ国替えとな 

った。なお、脇本城の廃城時期については、実季が湊城を居城とした天正 17 年(1589)説 

と、国替え後の慶長 7 年(1602)説がある。 

  日本海に面した男鹿半島のつけ根にある生鼻崎（せいばなさき）丘陵に築かれた山城。 

城域は内館・馬乗り場・兜ｹ崎と呼ばれる三つの部分で構成されていた。内館に置かれた 

主郭部は仕切り土塁で三つに区画され、ここに城主の居館があったと推定されている。ま 

た、内館の北にある馬乗り場は、城の原型となった城館があった場所と考えられる。 

  

脇本城跡 背景は日本海                  

  

脇本城内館                南端の曲輪説明板 



5 

 

４．浪岡城 R1.5.20 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：青森県青森市浪岡大字浪岡 

  浪岡城を築いた浪岡氏は、南北朝時代の南朝方重鎮の北畠親房（ちかふさ）の後〇と伝 

わる。浪岡氏は南部氏の保護を受けていたが、やがて三戸南部氏が北朝方につくと、南朝 

方の根城南部氏を頼って浪岡に入部したと考えられる。浪岡城は「浪岡御所」と尊称され 

た中世城館であり、正確な築城年は不明だが、15 世紀半ば頃の成立と推定される。浪岡 

氏は大光寺氏・大浦氏と津軽を三分する勢力に成長するが、永禄 5 年(1562)の川原御所 

の乱と呼ばれる内訌（ないこう）により衰退。その後、浪岡城は大浦（津軽）為信によっ 

て落城した。落城年には天正 6 年(1578)と天正 18 年(1590)の 2 説がある。 

 浪岡川右岸に築かれ、東から新館、東館、外郭、猿楽館、北館、内館、西館、検校館の 

八つの曲輪で構成されていた。曲輪と曲輪の間は、幅約 20m の掘割と土塁で区切られて 

いた。城の北側には、陸奥湾北側へ抜ける大豆坂（まめさか）街道が走り、東に加茂神社、 

西に浪岡八幡宮を配して城の結界としていた。 

 

  

浪岡城水堀                浪岡城北館                  

  

浪岡城内館                浪岡城水堀と中土塁 
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５．志苔館 （しのりだて）R1.9.28 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：北海道函館市志海苔町 

  14 世紀末頃、蝦夷代官として北海道へ進出した津軽安東氏は渡島半島の海岸沿いに拠 

点を築き、それらは後に「道南十二館」と呼ばれた。その最東端に位置する志苔館は、安 

東氏の家臣小林氏の築城とされている中では最古の館である。長禄元年(1457)のコシャ 

マインの戦い、永正 9 年(1512)のショヤコウジ兄弟の戦いなど、アイヌと和人（本州以南 

に住む人々）との抗争の際には、アイヌ方の激しい攻撃にさらされ、志苔館も 2 度にわた 

って陥落した。その後、安東氏の家臣蠣崎（かきざき）氏が松前氏を名乗って蝦夷地を支 

配するようになると、道南十二館はその役割を終えたとされる。 

  西に旧志海苔川、東は沢があり、南は海に面した丘陵上に築かれ、四方に土塁と空堀を 

巡らせた台形の縄張である。土塁は北面がもっとも高く、西面は二重になっていて、さら 

に南北方向に空堀がのびている。計 7 棟分の建物跡が確認されており、各棟の周囲には 

当初は柵が設置され、のちに堀に変更されたと考えられている。 

 

  

志苔館跡                主郭部北寄りに建物跡が平面表示されている。 

 

主郭部西側 土塁の中央部に虎口が設けられ、門が構えられていた。 
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６．上ノ国勝山館 R.1.9.29 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：北海道檜山郡上ノ国町字勝山 

  松前半島の付け根部分を占める檜山郡上ノ国町の勝山館は、長禄元年(1457)にコシャ 

マイン父子を討った武田（蠣崎）信広の本拠地であった。正確な年代は不明だが、本曲 

輪南端の館神八幡宮が文明 5 年(1473)の創建と伝わることから、この頃の築城と推定さ 

れる。信広の子の蠣崎光弘が永正 11 年(1514)に松前へ本拠を移すと、次子の高広が城代 

となり、以降は副城を意味する脇館から転じて「和気館」はその後、慶長年間(1596～1615) 

初頭に廃城となったが、それまでは蠣崎氏の北方日本海ルートの軍事・交易の中心的施設 

として栄えた。 

  勝山館は夷王山の中腹、宮の沢と寺の沢に挟まれた標高約 80～110m の丘陵を利用し 

て築かれている。尾根続きの南後方を堀切で切断し、東西約 250x 南北約 500m の城域に 

本曲輪や北曲輪を構築していた。また、前方となる北側にも空堀を二重に巡らし、本曲輪 

の中央に通路を設けてその両側に建物群が整然と軒を並べていたと推定される。 

 

  

上ノ国勝山館跡              夷王山墳墓群 

  

主郭部の中央を突っ切る通路         
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７．九戸城 （くのへじょう）R.1.9.30 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：岩手県二戸市福岡字城ノ内 3-3 

  明応年間(1492～1501)の築城と推定される。城主は九戸氏で、戦国時代末期の九戸政 

実の代には、南部氏の後継争いを機に政実は南部信直と対立する。この対立は収まること 

なく、天正 19 年(1591)には九戸政実の乱が起り、南部氏の頼みで押し寄せた豊臣秀次を 

総大将とする 6 万余の大軍が、5000 の兵が籠城する九戸城を取り囲んだ。乱鎮圧後、城 

は蒲生氏郷の手で改修され、信直が一時期居城したが、寛永 13年(1636)に廃城となった。 

  九戸城は、東に猫淵川、北に白鳥川、西に馬淵川という 3 本の川に囲まれた河岸段丘に 

築かれている。高台の北西側にある本丸の堀には北東北最古といわれる石垣が残る。東側 

と西側を囲むように二の丸が設けられ、二の丸の南に大手門跡、北東に搦手門跡があり、 

東方には曲線的な塁線をもつ石沢館と若狭館が置かれていた。 

 

  

九戸城本丸跡               二の丸搦手門跡 

  

本丸と二の丸を隔てる空堀         野面積の石垣 
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七戸城 （しちのへじょう）R.1.9.30 

  インターネットより引用 

  住所：青森県七戸町七戸柏葉公園 

  七戸城は南部氏の重臣である七戸氏の居城である。創建時期に関しては明らかではな 

いが、一説には建久 10 年(1199)に南部光行の三男である七戸太郎三郎朝清が七戸の地を 

与えられ、築城したといわれるが定かではない。七戸の地頭職の名が始めて見えるのは、 

建武元年(1334)の北畠顕家の国宣においての工藤将監である。おそらく相当の期間この 

地を支配していたと思われるが、その後、七戸の地は伊達行朝、結城朝祐らの支配を経て 

建武 2 年(1335)に南部遠江守政長に与えられ、以降は戦国時代まで政長の系統が七戸を 

支配した。 

  七戸城は本丸、二の丸、北館、西館、角館、下館、宝泉館の各郭と貝の口とよばれる高 

台に分かれる。そのうち本丸と二の丸は近世以降の代官所として利用されている。この本 

丸と二の丸は中世時代には一の郭（本城）であったものと思われ、北館や角館もその一部 

であった可能性もある。 

 

  

七戸城跡                 姫塚 

  

東門                   水堀 
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８．白石城 R.1.9.30 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：宮城県白石市益岡町 1-16 

  苅田郡白石は代々白石氏が支配していたが、戦国時代には伊達氏の支配下に入った。天 

正 19 年(1591)の奥羽仕置後、この地は蒲生氏郷に与えられ、家臣の蒲生郷成が白石城を 

築城した。その後、上杉氏の支配を経て、慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦い後にふたたび伊 

達氏の所領となる。伊達政宗は白石城を仙台城の支城とし、重臣片倉景綱を白石城主とし 

た。以後、明治維新まで片倉氏を城主として続いた。元和元年(1615)の「元和の一国一城 

令」以降も、仙台藩では特別に支城である白石城の存続が許され、幕末にはこの城で奥羽 

越列藩会議が行われ、白石に奥羽越公議所が設けられた。 

  標高約 76m の丘陵上に築かれ、最高所に本丸を中心に二の丸、中の丸、西曲輪が取り 

巻く。そこから一段下がった中団に沼の丸、南の丸、巽曲輪、帯曲輪、厩曲輪を配してい 

た。曲輪の周囲には館堀川を巡らし、南側は空堀で丘陵を切断、館堀川を隔てた平地に三 

の丸、外曲輪を配置している。本丸には、天守代用の三重の大櫓が建てられていた。 

   

  

復元天守                 城内展示物 

  

本丸広場                 大手二之門 
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９．米沢城 R.1.10.2 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：山形県米沢市丸の内 1-4-13 

  米沢は鎌倉時代から永井氏が城を築いて支配してきたが、南北朝時代には伊達氏に追 

われた。伊達氏は天文 17 年(1548)に米沢に本拠を移し、後に伊達政宗もこの城で生まれ 

たという。政宗は天正 19 年(1591)に豊臣秀吉の命で岩出山城に移り、米沢城は蒲生氏の 

改修を経て、慶長 3 年(1598)に上杉氏の重臣直江兼続の城となった。兼続は関ヶ原の戦 

い後の慶長 13 年(1608)、近世城郭として大規模な拡張工事を行う。だが、戦後、敗れた 

上杉氏は会津 120 万石から米沢 30 万石へ大減封され米沢城に移った。その後、米沢城は 

上杉氏の居城として明治維新まで存続した。 

  城は米沢盆地の南、最上川西岸の松川扇状地の中央部に築かれた。本丸は約 150m 四方 

の曲輪で、原型となった伊達氏の城館はここにあったと推定される。本丸を二の丸が、二 

の丸を三の丸が取り囲んでいく輪郭式で、本丸には 2 基の御三階櫓、二の丸には 4 基の 

二重櫓などの建物が築かれていた。 

 

  

米沢城                  水堀 

  

上杉神社                 上杉鷹山像 
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１０．向羽黒山城 むかいはぐろやまじょう R.1.10.2 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：福島県大沼郡会津美里町船場 

  鎌倉時代から続いた会津の有力大名蘆名（あしな）氏は、戦国時代に中興の祖といわれ 

た盛氏が出て最盛期を迎え、100 万石の会津太守と謳われた。盛氏は永禄 4 年(1561)に家 

督を譲り、隠居城として向羽黒山城を築き始めたが、これはまもなく廃城となった。蘆名 

氏滅亡後、会津は伊達氏、蒲生氏の支配を経て、慶長 3 年(1598)に上杉景勝に与えられ 

た。景勝は会津入り直後から廃城となっていた向羽黒山城を大改修したといわれ、ここを 

対徳川戦の最後の砦と想定していたとの説もある。だが、慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦 

いの敗戦で上杉氏は米沢へ移封となり、向羽黒山城も破壊された。 

 会津盆地の南方、阿賀川沿いに位置する標高約 408m の岩崎山に築かれた山城で、阿賀 

川を天然の水堀としていた。山頂部に一曲輪を置いて、尾根伝いに二曲輪、北曲輪、三曲 

輪、伝盛氏屋敷など多数の曲輪が配置されていた。築城者・改修者はこの地を戦略的に重 

視し、それぞれの代に改修を加えたとみられる。 

 

  

向羽黒山ギャラリー           向羽黒山城整備資料室 
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１１．三春城 R.1.10.2 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：福島県田村郡三春町字大町 

 永正元年(1504)に田村義顕がここに築いたとされる。田村氏は伊達氏など周辺の有力 

大名と姻戚関係を結ぶことで所領を守ってきたが、天正 18 年(1590)、豊臣秀吉の奥羽仕 

置きにより改易される。三春城の地はその後、蒲生領から上杉領、再び蒲生領、さらに加 

藤領と変遷し、上杉領の時を除いて、城主には各氏の一族や重臣が配された。寛永 5 年 

(1628)に松下長綱が入ると、三春城は近世城郭に改修される。そして長綱の改易後に秋田 

氏が 5 万 5000 石で三春城主となり、以後は明治維新まで秋田氏の居城として存続した。 

 松下氏による改修以前の三春城は、山頂本丸の城主居館を中心に曲輪を配した中世山 

城であったと推定される。改修後は、本丸西側の尾根に二の丸、南東側の尾根に三の丸を 

設け、周囲の山麓に侍屋敷が配置された。さらに秋田氏時代には、藩主居館は山麓部に移 

され、本丸下段には天主代用の三重櫓が再建された。 

 

  

三春城本丸跡              三春城（舞鶴城）址 

  

大広間跡                二之丸跡 

 


