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０．魚津城 R1.5.17 

 インターネットより引用 

 住所：富山県魚津市立大町小学校跡地内 

 伝承では、建武 2 年(1335)椎名孫八入道によって築城されたとされる。戦国時代に椎名 

康胤が上杉氏から離反すると椎名氏を追討に出た上杉軍の手に落ちた。以後上杉氏の越中 

支配における重要拠点となり、河田長親が長く城代を務めた。天正 10 年(1582)の魚津城の 

戦いで織田軍と上杉軍が凄まじい攻防戦を繰り広げた。しかし直後に本能寺の変の報が届 

いたため、織田軍は撤退し、すぐに上杉軍が奪回した。その後、天正 11 年(1583)に体制を 

整えた佐々成政により再び攻囲され、城将須田満親は降伏し、上杉氏による支配が終わった。 

成政の没落後前田氏の治下では青山吉次などが城代を務めたが、元和の一国一城令により 

廃城となったとみられる。 

 

  

魚津城跡                 魚津城跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

天神山城 R1.5.17 

インターネットより引用 

 住所：富山県魚津市小川寺字天神山 

 天神山の山頂部からは弥生土器が出土しているため、２世紀末の倭国大乱に関係する弥

生時代の山城跡と考えられている。天神山城は松倉城の支城として上杉氏によって天文２

３年(1554)に築城とされる。城の範囲は現在の金太郎温泉近くまであったと推測される。安

土桃山時代には、上杉謙信がここを越中攻めの拠点として長尾景直を城主として送り込ん

だ。天正１０年(1582)の魚津城の戦いの際には上杉景勝が入城した。本能寺の変の後、賤ヶ

岳の戦いで勝利した秀吉は富山の役にて佐々成政を降伏させ、成政には越中国のうち新川

郡のみが安堵された。佐々成政の肥後移封と関ヶ原の戦い後に砺波・射水・婦負に加え、新

川郡も治めるようになると、前田家から青山吉次・長正親子が城代として入城したが、のち

に廃城となり、現在は片貝川に面した土塁や空堀などが残されている。 

 

  

天神山城跡                天神山城石仏 
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１．鮫ケ尾城 さめがおじょう R1.5.17 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：新潟県妙高市大字宮内 

  天正 6 年(1578)に上杉謙信が死去すると、養子である景勝と景虎による後継者争いで 

ある御館の乱が勃発した。はじめは優勢であった景虎方だが、次第に追い詰められ、翌天 

正 7 年(1579)3 月に鮫ケ尾城へ逃れ、数日の攻防の後に城内で自刃したと伝えられる。鮫 

ケ尾城の築城年代は不明だが、発掘調査では御館の乱当時の遺物のほかに、16 世紀以前 

とみられる遺物も検出されており、鮫ケ尾城の原型となる城館がそれ以前からこの地に 

存在していた可能性が指摘されている。 

  南葉山から東に伸びる志尾根に置かれた主郭部を中心に、南側にのびる尾根筋を正面 

として自然地形を残さないように大小の曲輪や切岸を連続的に造作している。尾根筋を 

断ち切る堀切は長く、全長 100m を超えるものもみられる。 

 

  

上杉景虎終焉の地            鮫ケ尾城跡 

  

丘陵頂上部にある主郭跡 御館の乱で敗れ  鮫ケ尾城跡 

た上杉景虎が妻子とともに自刃したという 

伝説が残る 



5 

 

２．高田城 R1.5.17 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：新潟県上越市本城町 6-1 

  福島城城主であった堀忠俊は慶長 15 年(1610)に改易され、徳川家康の六男松平忠輝が 

福島城に入った。忠輝は慶長 19 年(1614)3 月から伊達政宗・上杉景勝・真田信之・佐竹義 

宣・前田利常ら 13 大名に命じて、天下普請（江戸幕府が諸大名に命じて行わせた、築城・ 

河川などの土木工事）による高田城の築城を開始した。同年 7 月に完成して、福島城は廃 

城となった。しかし忠輝は大阪夏の陣への遅参などを咎められ、元和 2 年(1616)に改易さ 

れる。その後、親藩・譜代の藩主が入れ替わって幕末を迎えた。 

 高田城は、高田平野の西部を流れる関川沿いの低丘陵に位置する。蛇行する関川の流れ

を変えて外堀とし、縄張はすべて大規模な土塁で行われている。水堀は広大で、その中に本

丸、二の丸、三ノ丸が輪郭式に配置されていた。二の丸と三ノ丸は不整形な形をしていた。 

 

  

三重櫓は平成 5 年(1993)に再建された  高田城 

 
高田城では石垣は築かれず、広い堀と 

高い土塁で城を守っていた 
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３．村上城 R1.5.18 

  続日本百名城公式ガイドブックより引用 

  住所：新潟県村上市二之町 

  室町時代にこの地を支配した本庄氏の築城と考えられる。その後、本庄氏は天正 18 年 

(1590)に豊臣秀吉によって改易され、上杉氏の家臣直江兼続の実弟大国実頼の支配下と 

なる。しかし慶長 3 年(1598)には豊臣秀吉の命により上杉氏は国替えとなる。代わって 

村上頼勝が入封し、近世城郭改修に着手した。江戸時代には堀氏 2 代の後、本多氏・松平 

（越前）氏・榊原氏など譜代大名など数家が交代した。堀氏の代に大規模な改修が行われ、 

天主も改造されて、城は完成した。明治に入ると城は破却された。 

  城は山上要害部と山麓居館部に分かれており、江戸時代以降は後者に御殿・政庁機能が 

置かれた。居館部は山城を東背後の控えとし、三方を石垣と堀で囲み、三重櫓などで防備 

を固めていた。南北と西にそれぞれ虎口を設け、西側の刎橋門の木橋は有事の際は切り落 

とすことを想定していた。 

 

  

村上城跡                 石垣 

  

天守台 石垣               天守跡 
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４．沼田城 R1.10.3 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：群馬県沼田市西倉内町 594 

 沼田城は天文元年(1532)、沼田顕泰（あきやす）が築いたとされる。沼田氏は室町時代に 

は利根沼田一帯を支配していたが、上杉氏と北条氏、さらに武田氏、後に徳川氏も加わった 

争奪戦を経て、最終的には武田臣下の真田氏の居城となる。真田氏は江戸時代以降も沼田城 

を維持し、松代移封後も飛地支配していた。後に真田氏の分家が沼田藩として独立したが、 

天和元年(1681)に改易される。沼田藩は元禄 16 年(1703)に再興され、譜代小大名が交代で 

入封した。 

 沼田氏時代の城の中枢部は西側の古城と呼ばれている部分で、真田氏時代に本丸などを 

整備し、二の丸の虎口前面には馬出を構えていた。最盛時には本丸に五重天守と三重櫓をも 

つ城であったが建物は改易時に破却され、元禄 16 年に入った本多氏以降の藩主は三の丸に 

簡素な居館を構えたのみで、建物は再建されなかった。 

 

  

真田信之と小松娘の像           鐘楼堂 

  

五大尊講                 利根英霊殿 
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５．名胡桃城 （なくるみじょう）R1.10.3 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：群馬県利根郡みなかみ町下津 

 戦国時代、沼田城は関東支配の重要拠点として、北条氏・上杉氏・武田氏が争奪戦を繰り 

返した。武田氏から沼田城攻略を命じられた真田氏は天正 7 年(1579)に名胡桃城を築き、 

ここを足掛かりに沼田城を占拠した。その後豊臣秀吉の仲裁で名胡桃城は真田氏、沼田城は 

北条氏のものとされたが、この裁定を不服とする北条氏は名胡桃城へ侵攻し、これが秀吉の 

小田原平定の引き金となる。戦後、沼田城は真田氏のものとされ、役割を終えた名胡桃城は 

廃城となった。 

 名胡桃城は、利根川と赤谷川の合流地点南西の段丘上に築かれ、東西に細長く郭群が配置 

されていた。東から順に物見郭、ささ郭、本廓と続き、さらに二廓、三廓、般若郭、水の手 

などが並ぶ。本廓と二廓との間には空堀が刻まれ、木橋を渡して喰違虎口で接続されていた。 

 

  

名胡桃城祉                名胡桃城祉 

  

名胡桃城祉の碑              名胡桃城祉駐車場 

 

 



9 

 

６．岩櫃城 （いわびつじょう）R1.10.3 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町 

 築城者、築城時期ともに不明だが、大永年間(1521～28)には斎藤氏が城主となり、吾妻郡 

一帯を支配したという。吾妻郡へ侵攻した甲斐の武田信玄は永禄 6 年(1563)、真田幸隆に 

岩櫃城攻撃を命じたが、天険の地形と上杉謙信の遺わした援軍のため、2 度失敗する。幸隆 

は一計を案じ、得意の調略戦と奇襲により、永禄 8 年(1565)に陥落させた。以後、岩櫃城は 

真田氏の拠点となり、上田城や沼田城の支城として存続したが、慶長 19 年(1614)に廃城と 

なった。 

 南西は岩櫃山、南は吾妻川と下る急斜面、北は岩山に囲まれた天然の要害であった。尾根

の西から東に細長い本丸、こぢんまりとした二の丸、中城が続き、少し離れて北東に天狗丸

と呼ばれる出丸、そのさらに北東には支城である柳沢城が位置していた。各曲輪間には、竪

堀や横堀が蜘蛛の巣のように巡らされていた。 

 

  

岩櫃城登山口               岩櫃城本丸跡 

  

腰曲輪                  竪堀 
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７．唐沢山城 （からさわやまじょう）R1.10.4 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用 

 住所：栃木県佐野市富士町 1409 

 藤原秀郷による平安時代の築城伝説も伝わるが、少なくとも室町時代には佐野氏の居城 

であったと推測される。戦国時代には越後の上杉謙信の侵攻でふたたび落城したが、城主佐 

野昌綱は降伏と離反をくり返し、懸命に佐野氏の存続を図ろうとした。昌綱の子、宗綱の死 

後、佐野氏は北条氏に降るが、天正 18 年(1590)の小田原平定では豊臣秀吉に従った。さら 

に、慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦いでは徳川家康に与して所領を安堵される。戦後、佐野城 

を築いて移り、ここで唐沢山城は廃城となる。佐野氏はその後まもなく改易となり、佐野は 

天領となった。 

 戦国最強と謳われた上杉謙信の軍勢を幾度か退けたといわれ、関東七名城の一つに数え 

られる要害。唐沢山の山頂に本丸を中心とした主郭部を築き、天然の地形を利用して尾根上 

に曲輪を連ねた連郭式の縄張であった。本丸には織豊期の造成と見られる高石垣が築かれ、 

周囲はいくつもの堀切や竪堀で防備を固めていた。 

 

  

唐沢山城跡                唐沢山神社 左右の大石は鏡石 

  

本丸の高石垣 
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８．忍城 （おしじょう）R1.10.4 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用  

 住所：埼玉県行田市本丸 17-23 

 成田氏が 15 世紀に築城または改修したとされるが、築城時期には諸説ある。戦国時代に 

は難攻不落の城として名を馳せ、上杉氏や北条氏の侵攻を何度も退けた。天正 18 年(1590) 

の小田原平定では、石田三成率いる 2 万 3000 の軍勢に水攻めされたが、小田原城開城まで 

持ちこたえ、浮き城と呼ばれた。その後、徳川家康が関東入りすると、譜代の有力大名が入 

れ替わり入封した。江戸時代中期まで、城主は老中など幕府要職を歴任した。 

 忍城は湿地帯を利用した平城であり、豊かな水源に囲まれていた。沼地に島が点在する地 

形であり、沼は埋め立てず天然の水堀とし、島は独立した曲輪として、初めて橋を渡す形で 

城を築いた。中枢部の本丸と諏訪曲輪を二の丸が北・東・南の三方から悌郭式に抱え込み、 

その周囲に三の丸などが配置されていた。 

 

  

本丸跡の御三階櫓             本丸跡の御三階櫓 

 

鐘楼 
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９．笠間城 R1.10.4 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用  

 住所：茨城県笠間市笠間 3616 

 創建は鎌倉時代とされ、笠間氏が約 370 年にわたって本拠とした。南北朝期には南朝方 

に属し、北朝方の佐竹氏の攻撃を撃退している。天正 18 年(1590)の小田原平定後、宇都宮 

氏が笠間氏を攻め滅ぼして城を奪うも、慶長 2 年(1597)に改易となり、翌年蒲生秀行の所 

領となる。秀行は重臣蒲生郷成を城代に配し、郷成の手で中世城郭から近世城郭に改修され 

た。江戸時代になり、浅野氏が藩主の時に山麓に下屋敷を造営したが、山上の城も幕末まで 

存続した。 

 笠間城はもともと佐白山の天険を利用した土造りの山城であったが、蒲生氏により本丸 

北東には独立した天守曲輪が整備され石垣と櫓が築かれた。御殿のある本丸は北西中腹に 

置かれ、その北下方に二の丸、三の丸を配していた。これらの曲輪にも石垣が築かれ、本丸 

には二重櫓なども構えられた。 

 

  

笠間百坊山跡               大黒石 

 

山中の石碑 
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１０．土浦城 R1.10.5 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用  

 住所：茨木県土浦市中央 1（亀城公園内） 

 室町時代中期に小田氏の家臣菅谷氏が築いたといわれ、小田氏の支城として、後に佐竹氏 

に小田城を追われた小田氏治が入城した。天正 18 年(1590)の小田原平定後、徳川家康の二 

男結城秀康の所領となり、慶長 5 年(1600)の関ヶ原の戦い後は、主に譜代小藩の藩庁とな 

った。松平信興の貞享 2 年(1685)に甲州流軍学による築城術で大改修され、現在の縄張が 

完成した。 

 三重四重に巡らされた水堀の中心に位置する本丸は、水に浮ぶ亀の姿にたとえられる。本 

丸は中心に御殿が建ち、東西を 2 基の二重櫓が固める形であった。二の丸が本丸を輪郭式 

に巡り、これら中枢部の東から南を三の丸と西曲輪が囲んでいた。二の丸の土塀は横矢掛を 

意識した屏風折れになっていた。 

 

  

土浦城西櫓                本丸正面の大手門となる太鼓門 

  

本丸の内堀                本丸の内堀 
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１１．本佐倉城 （もとさくらじょう）R1.10.5 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用  

 住所：千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字城ノ内 

 千葉氏の祖は平安時代中期に関東に土着し、鎌倉時代から下総守護を世襲してきた。当初 

の本拠は千葉城であったが、享徳の乱(1454～82)に端を発する内訌を経て、文明年間(1469 

～87)に千葉輔胤（すけたね）が本佐倉城を築城して本拠を移した。その後本佐倉城とその 

城下は、3 代勝胤の時に最盛期を迎え下総の政治・経済・文化の中心となる。しかし天正 18 

年(1590)、豊臣秀吉の小田原征伐において北条氏に味方し敗れ滅亡した。 

 城域は大きく内郭と外郭に分かれて、印旛沼（いんばぬま）と湿地帯に三方を囲まれた要 

害であった。内郭はⅠ郭（主郭）やⅡ郭（奥ノ山）、Ⅲ郭、Ⅳ郭などからなっており、それ 

ら内郭群の南から西を外郭の郭群が大きく取り巻く縄張であった。外郭は千葉氏が勢力を 

伸ばすに伴って家臣団の屋敷地として整備されたと考えられる。 

 

写真なし 
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１２．大多喜城 おおたきじょう R1.10.5 

 続日本百名城公式ガイドブックより引用  

 住所：千葉県夷隅郡大多喜町大多喜 481 

 室町時代末期に真里谷（まりやつ）信清が築いた小田喜城の跡地に、天正 18 年(1590)の 

豊臣秀吉による小田原平定後に本多忠勝が大多喜城を築いたものと考えられる。忠勝は城 

を完成させるとともに、夷隅川に囲まれた山麓には城下町を開いた。慶長 14 年(1609)にス 

ペインのサン・フランシスコ号に乗っていたドン・ロドリゴら一行の船が難破したため大多 

喜で保護されることとなった。ロドリゴは大多喜城が壮麗であることを「日本見聞録」に書 

き記した。その後、大多喜城は譜代小大名の居城として幕末まで存続した。 

 南方の夷隅川に面した段丘部分を利用して、半島状の台地に本丸、二の丸、三の丸を配し、 

各曲輪間を空堀で区画して、三の丸の東と南を水堀が大きく囲んでいた。 
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