
1 

 

日本百名城と名刹を訪ねて－東海編― 

                    H30.9.20 柿原 功 

 

           ページ 

１．山中湖   ・・・２ 

２．山中城   ・・・２ 

３．鎌倉大仏  ・・・３ 

４．江の島   ・・・４ 

５．鶴岡八幡宮 ・・・５ 

６．駿府城   ・・・６ 

７．掛川城   ・・・７ 

８．長篠城   ・・・９ 

９．岡崎城   ・・・１０ 

１０．岩村城  ・・・１１ 

１１．犬山城  ・・・１２ 

１２．岐阜城  ・・・１４ 

１３．名古屋城 ・・・１５ 

１４．松坂城  ・・・１６ 

１５．伊賀上野城・・・１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１．山中湖 H27.5.20、H30.5.17 

  山中湖は、山梨県南都留郡山中湖村にある淡水湖。富士五湖の一つ。面積は 6.57 ㎢あ 

 り、富士五湖の中で最大の面積を持つ。また、湖面の標高は富士五湖の中で最も高い位置 

 にあり、日本全体でも第 3 位。富士箱根伊豆国立公園に指定されている。 

  山中湖は相模川の源流である。なお、相模川は山梨県では桂川（かつらがわ）と呼ばれ 

 ている。また、山中湖は富士五湖で唯一天然の流出河川を持った湖でもある。湖面の形は 

 北を上にしてみると鯨の形に似ている。 

 

  湖面標高が高く、また水深が浅いことから、厳寒期には全面結氷することもあり、近年 

 では平成 18 年(2006)1 月 10 日ほぼ全面の結氷が確認された。 

   

山中湖                 山中湖より富士山を望む 

 

 

 

２．山中城  H30.5.17 

  永禄年間(1558-1570)に北条氏康により築城される。北条氏の本拠地である小田原の西 

 の防衛を担う最重要点で、城は東海道を取り込む形で造られていた。 

 

  北条氏の代に豊臣秀吉との関係が悪化すると、山中城は改修し防備を固めることにな 

 るが、結局間に合わず未完のまま豊臣軍を迎える。天正 18 年(1590)小田原征伐で豊臣 

 秀次率いる 7 万の軍勢が山中城を攻撃、守将は北条氏勝、松田康長、間宮康俊ら 3 千。 

 間宮康俊は寄親北条氏勝らを撤退させて自らは手勢 200 を率いて三ノ丸～岱崎出丸辺り 

 で豊臣方に苛烈に抗戦したために、豊臣方も武将の一柳直末など多くの戦死者を出した。 

 しかし、戦力差甚だしく猛烈な力攻めの結果わずか反日で落城し、北条方の松田・間宮 

 などの武将や城兵の多くが討死した。戦後、城は廃止された。 
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山中城跡                山中城 畝堀 

 

 

３．鎌倉大仏  H30.5.18 

  高徳院（こうとくいん）は、鎌倉市長谷にある浄土宗の寺院。本尊は「鎌倉大仏」「長 

 谷の大仏」として知られる阿弥陀如来像（国宝）。開基（創立者）と開山（初代住職）は 

 ともに不詳である。 

 

大仏の造像の経緯についても史料が乏しく、不明な点が多い。初期は真言宗で、鎌倉・ 

 極楽寺開山の忍性など密教系の僧が住持となっていた。のち臨済宗に属し建長寺の末寺 

 になったが、江戸時代の正徳年間(1711-1716)に江戸・増上寺の祐天上人による再興以降 

 は浄土宗に属し、材木座の光明寺（浄土宗関東総本山）の末寺となっている。「高徳院」 

 の院号を称するようになるのは浄土宗に転じてからである。 

 

  「吾妻鏡」には建長 4 年(1252)から深沢里にて金銅八丈の釈迦如来像の造立が開始さ 

 れたとの記事もある。釈迦如来は阿弥陀如来の誤記と解釈し、この 1252 年から造立の開 

 始された大仏が、現存する鎌倉大仏であるとするのが定説である。 

  木造大仏は銅像大仏の原型だったとする説と、木造大仏が何らかの理由で失われ、代わ 

 りに銅像大仏が造られたとする説があったが、後者の説が定説となっている。 

 

  大仏は、元来は大仏殿の中に安置されていた。大仏殿の存在したことは、平成 12 年か 

 ら 13 年にかけて実施された境内の発掘調査によってあらためて確認されている。「太平 

 記」には、建武 2 年(1335)、大風で大仏殿が倒壊した旨の記載があり、「鎌倉大日記」に 

 よれば大仏殿は安政 2 年(1369)にも倒壊している。 

  室町時代の禅僧・万里集九の「梅花無尽蔵」によると、文明 18 年(1486)、彼が鎌倉を 

 訪れた際、大仏は「無堂宇面露座」であったといい、この時点で大仏が露座であったこと 

 は確実視されている。 
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  像内は空洞で、人が入ることができ、一般拝観者も大仏内部を見学することができる。 

 内部から見ると首のくびれに相当する場所が変色しているが、これは補強を行った際に 

 塗布された繊維強化プラスチックによるものである。 

 

   

鎌倉大仏                鎌倉大仏 

 
鎌倉大仏の内部 

 

 

４．江の島  H30.5.18 

  三浦丘陵や多摩丘陵と同様に第三紀層の凝灰砂岩の上に関東ローム層が乗る地質であ 

 る。古来は引き潮の時のみ洲鼻という砂嘴が現れて対岸の湘南海岸と地続きとなって歩 

 いて渡ることができた（トンボロ現象）。関東地震で島全体が隆起して以降は陸続き傾向 

 にある。対岸の片瀬川付近の形状が時代とともに変遷し、満潮の時のみ冠水した時期、常 

 時陸続きとなった時期とあり、砂嘴の位置も移動している。 

  平成 21 年(2009)現在、砂嘴の位置は江の島側で 2000 年代初頭よりもやや東に移動し 

 ており、満潮時には冠水する。島の周囲は切り立った海蝕崖に囲まれ、ことに波浪の力 

 を強く受ける島の南部には下部には海蝕台（波蝕台）が発達する。大正 12 年(1923)の 

 関東地震の隆起で海面上に海蝕台が姿を現し、隆起海蝕台（岩棚）となった。 
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  四囲を海蝕崖に囲まれた険阻な地形、海蝕洞（岩屋）の存在は、古来宗教的な修行の 

 場として江の島を特色づけてきた。奈良時代には役小角が、平安時代には空海、円仁が、 

 鎌倉時代には良信（慈悲上人）、二遍が、江戸時代には木喰が参篭して修業に励んだと 

 伝えられている。寿永元年(1182)に源頼朝の祈願により文覚が弁才天を勧請し、頼朝が 

 鳥居を奉納したことをきっかけに、代々の将軍や御家人が参拝したといわれる。鎌倉時代 

 以後も、その時々の為政者から聖域として保護され、参詣されてきた。弁才天は水の神 

 という性格を有し、歌舞音曲の守護神とされたため、歌舞伎役者や音楽家なども数多く 

 参拝した。参拝者のための宿坊も門前に軒を連ね、関東一円に出開帳を行うなどの活動 

 も見られた。 

 

  落語の大山詣りに見られるように、江戸時代後期には江戸庶民の行楽地として大山― 

 江の島―鎌倉―金沢八景を結ぶ観光ルートが流行した。建て前は寺社参拝だが、景勝地 

 や古蹟を訪ね、名物料理を味わい、名産を土産とするという側面が強くなってくる。江の 

 島の風光は多くの浮世絵に描かれ、歌舞伎の舞台となるなど広く知られるようになる。 

 

   

江の島神社 瑞心門            江の島神社 泰安殿（弁天堂） 

 

 

５．鶴岡八幡宮  H30.5.18 

  康平 6 年(1063)に河内国を本拠地とする河内源氏 2 代目の源頼義が、前九年の役での 

 戦勝を祈念した京都の岩清水八幡宮護国寺を鎌倉の由比郷鶴岡に鶴岡若宮として勧請し 

 たのが始まりである。永保元年(1081)には河内源氏 3 代目の源義家が修復を加えた。 

 

  治承 4 年(1180)平家打倒の兵を挙げ鎌倉に入った河内源氏後裔の源頼朝は、宮を現在 

 の地である小林郷北山に遷す。以後社殿を中心にして、幕府の中枢となる施設を整備して 

 いった。建久 2 年(1191)に、社殿の焼失を機に、上宮（本宮）と下宮（若宮）の体制とし、 
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 あらためて岩清水八幡宮護国寺を勧請した。承元 2 年(1208)には神宮寺が創建される。 

 

  源頼朝が鎌倉幕府を開いた後は、源義家が勘請した経緯もあり、武家の崇敬を集めた。 

 鎌倉幕府衰退後は、25 の僧坊の数も減少し、一時衰退する。戦国時代には里見氏により 

 焼き討ちにあうも、北条氏綱が再建を果たす。江戸時代に入ると江戸幕府の庇護を受け 

 大規模化が進み、多くの建造物が建築された。徳川家光の治世に薬師堂、鐘楼、楼門な 

 ども建てられた。 

 

   

鶴岡八幡宮 楼門             鶴岡八幡宮 本宮（重文） 

 

 

６．駿府城  H25.7.13、H30.5.18 

  14 世紀に室町幕府の駿河守護に任じられた今川氏によって、この地には今川館が築か 

 れ今川領国支配の中心地となっていた。今川氏は隣接する甲斐国の武田氏、相模国の後北 

 条氏と同盟を結び領国支配を行ったが、16 世紀には甲斐を中心に領国拡大を行っていた 

 武田氏との同盟関係が解消され、武田氏の駿河侵攻により今川氏は駆逐され、城館は失わ 

 れた。 

 

  今川領国が武田領国化されると支配拠点の一つとなるが、武田氏は天正 10 年(1582)に 

 織田・徳川勢力により滅亡し、駿河の武田遺領は徳川家康が領有した。徳川氏時代に駿府 

 城は近世城郭として築城し直され、この時に初めて天守が築造されたという。その後天正 

 18 年(1590)には、豊臣政権による後北条氏滅亡に伴う家康の関東移封が行われ、徳川領 

 国と接する駿府城には豊臣系大名の中村一氏が入城する。 

  江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、大御所となって江戸から駿府に隠居 

 した。ただし名目上は家康の子の頼宣による駿府藩 50 万石、ということになっている。 

 この時駿府城は天下普請によって大改修され、ほぼ現在の形である 3 重の堀を持つ輪郭 

 式平城が成立した。天守閣は、石垣天端で約 55mx48m という城郭史上最大のものであっ 
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 た。しかし慶長 12 年(1607)に、完成直後の天守や本丸御殿などが城内からの大火により 

 焼失した。その後直ちに再建されたが、慶長 15 年(1610)再建時の天守曲輪は、7 階の天 

 守が中央に建つ大型天守台の外周を隅櫓・多聞櫓などが囲む特異な構造となった。 

 

  現在では、天守・櫓・門などの建造物や三重の堀のうち外堀の三分の一と内堀（本丸 

 堀）は埋め立てられて現存しないが、残された中堀・外堀の石垣が往時の姿を留めている。 

 また、外堀と中堀にある二ノ丸・本丸は駿府城公園として整備されている。   

 

   
駿府城 東御門櫓門            駿府城 巽櫓 

 

 

駿府城 鷹狩り姿の徳川家康像 

 

 

７．掛川城  H30.5.19 

    室町時代中期の文明年間(1469-1487)に守護大名・今川義忠が、重臣の朝比奈泰煕に命 

 じて築城したと伝えられている。そのまま朝比奈氏が城代を務め、泰煕の子孫である朝比 
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 奈奏能・朝比奈奏朝が代々城を預かった。ところが、永禄 11 年(1568)、朝比奈氏の主家 

 の今川氏が甲斐国の武田信玄、三河国の徳川家康の両大名から挟み撃ちに遭い、当主の今 

 川氏真は本拠地たる駿府館を捨てて、朝比奈泰朝のいる掛川城に逃げ延びた。このため、 

 掛川城は徳川勢の包囲に遭うが、泰朝は城を守ってなかなか落城しなかった。しかし、多 

 勢に無勢もあり、和議で主君氏真の身の無事を家康に認めさせると、泰朝は開城に決断し 

 た。 

 

  氏真と泰朝は永禄 12 年(1569)に掛川城を開き、相模国の小田原城へ退去し、掛川城 

 には城代としての家康の重臣・石川家成、泰通親子が入った。間もなく駿河国に入った 

 武田信玄が徳川家康と敵対し、掛川城にほど近い牧ノ原台地に諏訪原城を築き、さらに 

 掛川城の南方にある高天神城では武田・徳川両氏の激しい攻防戦の舞台となった。しかし 

 掛川城は天正 10 年(1582)の武田氏の滅亡まで徳川氏の領有であり続けた。 

 

  その後も掛川城は石川氏が城代を務めたが、天正 18 年(1590)に家康が東海から関東に 

 移封されると、掛川城には豊臣秀吉の直臣であった山内一豊が 5 万 1 千石で入った。一 

 豊は掛川城の大幅な拡張を実施し、石垣・瓦葺の建築物・天守など近世城郭としての体裁 

 を整えた城郭とした。 

 

  慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦いの後、一豊は土佐一国を与えられて高知城に移転した。 

 その後、掛川城には多くの譜代大名が入ったが、最終的には太田氏（太田道灌一族の系統） 

 が入り、何度か城の修築も行われている。ところが、幕末の安政元年(1854)末に、東海地 

 方一帯を大地震が襲い、掛川城も天守を含む大半の建物が倒壊した。 

 

  平成 6 年(1994)天守が再建された。再建された天守は木造であり、日本初の木造復元 

 天守である。 

 

   

掛川城 城門               掛川城 天守閣 
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高天神城 

  高天神城（たかてんじんじょう）は、現在の静岡県掛川市上土方・下土方にあった。小 

規模ながら、山城として堅固さを誇り、戦国時代末期には武田信玄・勝頼と徳川家康が激 

しい争奪戦を繰り広げた。 

 

  山の高さは海抜 132m、周囲との比高は 100m 程度と、それほど大きな山ではなく、城 

 郭全体の面積もそれほど多くない。しかし、山自体が急斜面かつ、効果的な曲輪の配置が 

 施されたことで、堅固な中世城郭となっていた。石垣はなく、多くの土塁が曲輪の周囲を 

 取り囲み、掘割も設けられていた。非常に実践的で、乱世ならではの城と言える。 

 

横須賀城 

  横須賀城（よこすかじょう）は、現在の静岡県掛川市西大渕にあった。徳川家康は武田 

 氏の高天神城を締め付ける付城群の中核として、大須賀康高に命じて築いた城である。横 

 須賀城の特徴は他に類を見ない天竜川より選ばれた玉石垣を用いた築城法である。 

 

 

 

８．長篠城  H30.5.19 

  永正 5 年(1508)今川氏親に誼を通じた菅沼元成が築城。元成とその子孫・長篠菅沼氏 

 が居城する。その後、徳川家康に服属するようになった。元亀 2 年(1571)、武田信玄によ 

 る三河侵攻の一端として、天野景貫によって攻められる。攻守双方の払った犠牲は大きか 

 ったが、陥落だけは免れた。その後、菅沼総領家・田峯菅沼氏から遣わされた使者の説得 

 を受け、城主であった元成の直系玄孫・菅沼正貞は、心ならずも武田軍の圧力に屈した。 

 

  元禄 4 年(1573)武田家の城主であった武田信玄の病が悪化したことにより、前年末か 

 ら続いていた武田軍の西上作戦が切り上げられ、武田軍は撤退。その途中で信玄は死去。 

 その間隙に徳川家康によって攻められる。城主・正貞は天正元年(1573)8 月には開城退去、 

 城に返り咲くことはなかった。以後、武田軍の再侵攻に備えて、家康により城が拡張され 

 る。 

 

  天正 3 年(1575)父・信玄の跡を継ぐことになった四男・武田勝頼が持てる兵力の大半 

 1 万 5 千の兵を率いて、奥平信昌が約 5 百の手勢で守る長篠城を攻め囲み、長篠の戦いが 

 始まる。 
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  天正 4 年(1576)前年の長篠城の攻防戦で城が大きく損壊したこともあり、奥平信昌は 

 新城城を築城し、長篠城は廃城となった。 

 

   

長篠城 石垣              長篠城 本丸跡 

 

 

 

９．岡崎城  H30.5.19 

・享徳元年(1452)または康正元年(1455)：龍頭山の砦として三河国守護仁木氏の守護代・ 

 西郷氏が築城。 

・文明年間初め（15 世紀後半）：松平氏三代目・松平信光が城主西郷頼嗣を破り、西郷氏娘 

 婿となった五男松平光重が城主となり岡崎松平家が成立。 

・享禄 4 年(1531)：岡崎松平家を破った松平清康（徳川家康の祖父）が城主となり、城郭を 

 整備して勢力を広げたが、家臣の謀反により命を落とす（森山崩れ）。 

・天文 11 年(1542)：城内で竹千代（後の徳川家康）が生まれる。当時、櫓や門の屋根も茅 

 葺で、当地は石の産地ながら石垣などもなく、ただ堀を掘ったその土をかきあげて、芝を 

 植えただけの土塁がめぐっていた。 

・天文 18 年(1549)：松平広忠が家臣の謀反によって殺害されると、岡崎城は今川家の支城 

 として城代が置かれ、山田景盛、三浦義保、糠谷備前らが城代を務めた。 

・永禄 3 年(1560)：桶狭間の戦いで今川義元が敗死すると、松平元康（後に家康、徳川へ改 

 称）は岡崎城を取り戻し、今川家から独立する。 

・元亀元年(1570)：徳川家康は本拠を浜松城に移し、岡崎城は子の松平信康が入った。しか 

 し、信康は謀反の疑いをかけられて自刃。以後、重臣の石川教正、本多重次らが城代を務 

 めた。 
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・天正 18 年(1590)：家康が関東に移封となると、豊臣家臣・田中吉政が入る。家康に対す 

 る抑えの拠点の一つとして、吉政は城を拡張し、強固な石垣や城壁などを用いた近世城郭 

 に整備した。また、城下町の整備も積極的に行い岡崎の郊外を通っていた東海道を岡崎城 

 下町の中心を通るように変更し、岡崎の二十七曲がりと言われるクランク状の道に整備 

 され、現在の岡崎城の原型を造った。 

・慶長 7 年(1802)：徳川氏譜代の重臣である本多康重が上野国白井より 5 万石で入城。以 

 降、徳川政権下では家康誕生の城として重要視され、譜代大名が歴代の城主を務めている。 

・元和 3 年(1617)：3 重の天守が完成する。 

   

岡崎城 大手門              岡崎城 天守閣 

 

 

１０．岩村城  H30.5.20 

・元亀元年(1570)遠山氏最後の城主は遠山景任であったが、甲斐国の武田氏の家臣で信濃 

 伊那郡の大島城を拠点に伊那郡代であった秋山虎繁（信友）が侵攻、上村での戦いに勝利 

 し西進してきたが、織田信長の武将・明智光秀が小田子村でこれを撃退した（上村合戦）。 

・元亀 2 年(1571)景任が病没すると信長は五男で幼少の坊丸（織田勝長）を遠山氏の養子と 

 した。後見は信長の叔母にあたる女性（通称はおつやの方など）で幼少の養子に代わって 

 女城主として差配を振るった。 

・元亀 3 年(1572)信玄は大軍を率いて遠江の徳川家康を攻撃するために出陣し、同時に再 

 び虎繁に岩村城の攻略を命じた。しかし、城はこの際も容易に落ちなかったが、翌元亀 4 

  年(1573)2 月末に虎繁は夫人を説得して妻に迎え、翌 3 月に岩村城は落城した。（岩村城 

 の戦い）。 

・天正 3 年(1575)同年 5 月の長篠の戦いの後、武田勢が弱体化した気に乗じ信長は岩村城 

 奪還を行った。信長は嫡男・信忠を総大将に攻城戦を行い、5 ヶ月にわたる戦闘の後、武 

 田勝頼の後詰が間に合わず城は陥落した。開城の際、虎繁の助命が約されていたが、織田 

 方はこれを翻し、虎繁夫妻ら 5 名が長良川河川敷で逆さ磔となり処刑された。織田方の 
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 城となった後、河尻秀隆が城主となり城の改造を行い現在の城郭に近いものになった。 

・天正 10 年(1582)河尻秀隆が甲斐国に移封となると、団忠正の居城となるが、3 ヶ月と経 

 たぬうちに本能寺の変で忠正は戦死。岩村城は信濃国から戻った森長可が接収し、長可死 

 後は森忠政が引き継いだ。この時の城代となった森氏家老・各務元正は、この後約 17 年 

 を費やし近代城郭へ変貌させ、現在の城郭が完成した。 

・天正 12 年(1584)小牧・長久手の戦いにおいて、徳川家康の元に逃れていた明知遠山氏の 

 遠山利景が攻め寄せるも、元正により退けられる。 

・慶長 4 年(1599)豊臣秀吉の死後、森忠政が信濃国松代に移封となると田丸直昌が入城。 

・慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いで大阪城番であった直昌は西軍となり、城は本領復帰を狙 

 う遠山利景に再度攻められる。戦後、田丸氏が改易されると、松平家乗が入城した。 

・慶長 6 年(1601)家乗は山上にあった城主居館を城の北西山麓に移し城下町を整備した。 

・正保 2 年(1645)大給松平氏の上野国館林城転封に伴い、三河国伊保藩より丹羽氏信が入 

 城。 

・元禄 15 年(1702)お家騒動を起こし越後国高槻藩に転封となった。同年に信濃小諸城より 

 松平乗紀が入城した。乗紀は全国で 3 番目となる藩校・文武所（後の知新館）を設けた。 

 以後、明治維新まで再び大給松平氏の居城となった。 

 

   
岩村城 石垣               岩村城 本丸虎口の石垣（六段壁） 

 

 

１１．犬山城  H30.5.20 

・文明元年(1469)犬山城の築城/応仁の乱の最中に岩倉織田氏当主の織田敏弘の弟・織田広 

 近がこの地に砦を築いたのが始まりといわれる。 

・文明 7 年(1475)織田敏弘は京都から西軍の斯波義廉と共に尾張に帰還し、東軍の斯波義 

 敏、織田敏定（清洲織田氏）との戦いを優勢に進めたが、明応 5 年(1497)に同盟関係に 

 あった美濃守護代の斎藤妙純が近江で戦死したため、岩倉織田氏の勢力は衰退した。 

・天文 6 年(1537)清洲 3 奉行の織田信秀の弟・織田信康は居城の木ノ下城を廃し、現在の 
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 位置に城郭（乾山の砦）を造営して移った。現存する天守の 2 階まではこのごろ造られた 

 と考えられている。 

・天文 13 年(1544)織田信康が斎藤道三との戦い（加納口の戦い）で戦死し、子の織田信清 

 が城主となった。 

・永禄 7 年(1564)織田信清は織田信長と対立して敗れ、甲斐に逃れた。 

・以後、池田信興や織田勝長などが城主を務めた。 

・天正 10 年(1582)本能寺の変後、尾張国を領有した織田信雄配下の中川定成が城主となっ 

 た。 

・天正 12 年(1584)小牧・長久手の戦いでは、信雄方と見られていた大垣城主・池田恒興が 

 突如奇襲をかけ、信雄方から奪取する。これにより、犬山城は尾張国における西軍の橋頭 

 保となり、さらに羽柴秀吉は本陣を敷いて小牧山城の徳川家康と対峙した。 

・天正 15 年(1587)織田信雄に返還された。 

・天正 18 年(1590)織田信雄が改易されると豊臣秀次の領地となり、その実父の三好吉房が 

 城代を務めた。 

・文禄 4 年(1596)豊臣秀次が切腹すると、石川貞清が城主となった。貞清は城の改築を行な 

 った。 

・慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いでは岐阜城、竹鼻城などと共に西軍の拠点となり、稲葉貞 

 通、稲葉方通、加藤貞泰、関一政らが附属されたが、岐阜城が落城すると石川貞清を残し 

 て東軍に移った。一方の石川貞清は犬山城を放棄し関ケ原に参陣し敗北したが、東軍につ 

 いた木曽衆の山村良候らを犬山城で解放したことが評価され助命された。 

・慶長 6 年(1601)小笠原吉次が城主となる。 

・慶長 12 年(1607)平岩親吉が城主となる。 

・元和 3 年(1617)平岩親吉没後 6 年間親吉甥の吉範が城主を務めたのち、尾張藩付家老の 

 成瀬正成が城主になり、天守に唐破風出窓が増築される。以後江戸時代を通じて成瀬家 

 9 代の居城となった。 

 

   

犬山城                 犬山城 天守閣（国宝） 
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１２．岐阜城  H30.5.20 

・建仁元年(1201)二階堂行政が稲葉山に砦を築いたのが始まりとされる。続いて行政の娘婿 

 の佐藤朝光、その子伊賀光宗、光宗の弟・稲葉光資が砦の主となり支配。二階堂行橋の死 

 後、廃城となる。 

・15 世紀中頃美濃守護代・斎藤利永がこの城を修復して居城とする。 

・大永 5 年(1525)斉藤氏家臣の長井長弘と長井新左衛門尉が謀反を起こして稲葉山城を攻 

 撃。長井氏の支配下となる。 

・天文 2 年(1533)新左衛門尉が没すると、その子・長井新九郎規秀（斎藤利政、後の斎藤 

 道三）が後を継ぎ、城主となる。 

・天文 8 年(1539)守護代になっていた斎藤利政が、稲葉山山頂に城造りを始める。 

・天文 10 年(1541)利政が守護の土岐頼芸を追放。 

・天文 16 年(1547)織田信秀、頼芸派の家臣と稲葉山城下まで攻め入るも大敗（加納口の戦 

 い）。 

・天文 23 年(1554)利政、城と家督を嫡子の斎藤義龍に譲り剃髪、道三と号する。 

・弘治 2 年(1556)義龍、長良川の戦いにより道三を討ち取る。 

・永禄 4 年(1561)義龍の急死により、斎藤龍興が 13 歳で家督を継ぎ、城主となる。同年、 

 十四条の戦いに勝利した織田信長が稲葉山城を攻めるも敗退。 

・永禄 7 年(1564)斎藤氏の家臣であった竹中重治と安藤守就が造反して挙兵。稲葉山城を 

 攻める。龍興らは城を捨て鵜飼山城へ逃げ、竹中らが城を半年間占拠する。 

・永禄 10 年(1567)かねてから美濃攻略を狙っていた織田信長が西美濃三人衆の内応により 

 稲葉山城下に侵攻（稲葉山城の戦い）。龍興は城を捨てて長良川を船で下り、伊勢長島へ 

 逃亡した。同年、信長は、本拠地を小牧山城から稲葉山に転居し、古代中国で周王朝の 

 文王が岐山によって天下を平定したのに因んで城と町の名を岐阜と改めた。この頃から 

 信長は「天下布武」の朱印を用いるようになり、本格的に天下統一を目指すようになった。 

・天正 4 年(1576)信長は嫡子織田信忠を岐阜城の城主とし、織田家の家督および美濃、尾張 

 の 2 ケ国を譲る。岐阜城の整備改修は信忠によって更に追加された。 

・天正 10 年(1582)信忠が本能寺の変で倒れると、留守居であった斎藤利曉が岐阜城を掌握 

 し、美濃瑞龍寺・崇福寺・千手堂・西入寺に禁制を掲げた。しかし明智光秀が羽柴秀吉に 

 敗れると、不破郡長松に出向き織田信孝らに服した。同年、清洲会議により信孝が兄・信 

 忠の遺領美濃国を拝領、岐阜城の城主および信忠の嫡子・三法師の後見となる。同年 12 

 月、羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興の嫡男・元助らの兵が岐阜城に迫ったため講和し、三 

 法師を引き渡した。 

・天正 11 年(1583)信孝は長島城主の滝川一益と呼応し再度挙兵。しかし美濃返し（賤ヶ岳 

 の戦い）によって柴田勝家が敗れ、兄・信雄によって居城の岐阜城を包囲されると、これ 

 に降伏した。城からは逃亡が相次ぎ降伏時の人数は 27 人であったという。その後信孝は 



15 

 

 切腹させられた。同年、池田恒興が美濃国にて 13 万石を排し大垣城主となると、池田元 

 助が城主となる。 

・天正 12 年(1584)小牧・長久手の戦いで池田恒興と元助が討死。 

・天正 13 年(1585)恒興の次男・池田輝政の居城となる。 

・天正 19 年(1591)転封により、輝政に代わって豊臣秀勝が岐阜城の城主となる。 

・文禄元年(1592)豊臣秀勝が没すると、織田秀信（幼名・三法師）が美濃国岐阜 13 万石 

 を領有し岐阜城の城主となる。 

・慶長 5 年(1600)織田秀信は、石田三成の挙兵に呼応し西軍につく。関ケ原の戦いの前哨戦 

 で岐阜城に立て籠るが、福島正則や池田輝政らに攻められて落城（岐阜城の戦い）。秀信 

 は弟・秀則と共に自刃しようとしたが、輝政の説得で降伏する。 

・慶長 6 年(1601)徳川家康は岐阜城の廃城を決め、奥平信昌に 10 万石を与えて、加納城を 

 築城させる。その際、岐阜城山頂にあった天守、櫓、山中、山麓の石垣などは加納城に、 

 御殿建築は大垣市赤坂のお茶屋敷に移されたという。岐阜城が山城であることに加えて、 

 かって信長が天下取りの意思を込めて命名した「岐阜」という地名を家康が忌み嫌ったか 

 らだともいわれている。 

 

   
岐阜城 天守閣              岐阜城 天守台 

 

 

 

１３．名古屋城  H18.9.9、H30.5.21 

・清洲城は長らく尾張の中心であったが、関ケ原の戦い以降の政治情勢や、水害に弱い清洲 

 の地形の問題などから、徳川家康は慶長 14 年(1609)に、九男義直の尾張藩の居城として 

 名護屋に城を築くことを定めた。慶長 15 年(1610)西国諸大名の助役による天下普請で築 

 城が開始した。 

・普請奉行は滝川忠征、佐久間政実ら 5 名、作事奉行に大久保長安、小堀政一ら 9 名が任ぜ 

 られた。縄張は普請奉行の一人である牧長勝。石垣は諸大名の分担によって築かれ、中で 
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 も最も高度な技術を要した天守台石垣は普請助役として加藤清正が築いた。天守は作事 

 奉行の小堀政一、大工頭は中井正清と伝えられ、慶長 17 年(1612)までに大天守が完成す 

 る。 

・清洲からの移住は、名護屋城下の地割・町割を実施した慶応 17 年(1612)頃から徳川義直 

 が名護屋城に移った元和 2 年(1616)の間に行われたと思われる。この移住は清洲越しと 

 称され、家臣、町人はもとより、社寺 3 社 110 ヶ寺、清洲城小天守も移る徹底的なもの 

 であった。 

・寛永 11 年(1634)に、徳川家光が上洛の途中で立ち寄る。 

・慶応元年(1865)に 14 代将軍徳川家茂が上洛の途中で本丸御殿に宿泊する。 

・平成 25 年(2013)名古屋市は、2013 年度から名護屋城の天守を現在の鉄筋コンクリート 

 製から本来の木造に立て直す復元事業に着手すると発表した。2022 年 12 月木造天守閣 

 の復元が竣工する予定。 

 

   
名古屋城                名古屋城 

 

 

 

１４．松阪城  H30.5.21 

・天正 12 年(1584)近江国日野城 6 万石の蒲生氏郷が伊勢国 12 万 3 千石を与えられ松ヶ島 

 城に入城した。 

・天正 16 年(1588)氏郷は、松ヶ島は伊勢湾に面し城下町の発展性がないと考え、現在の城 

 地である飯高郡矢川庄の四五百森に新たに築城を開始した。城下町建設にあたり松ヶ島 

 住人を強制的に移住させ、旧領の近江商人を町の中心部に呼び寄せて日野町とし楽市楽 

 座を設けた。また、湊町に伊勢大湊の豪商角屋氏を呼び寄せ、これにより商都松阪の礎が 

 築かれた。 

・天正 18 年(1590)氏郷は小田原征伐の軍功により陸奥国会津 60 万石の大封を得て若松城 

 に移った。代わって服部一忠が入城した。 



17 

 

・文禄 4 年(1595)服部一忠は豊臣秀次事件に連座したと豊臣秀吉より叱責され自害した。 

次いで古田重勝が 3 万 4 千石で入城した。 

・慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いの軍功により徳川家康より 2 万石を加増された。重勝はこ 

 の年に死去し長子の重恒が幼少のため重勝の弟・重治が襲封した。 

・元和 5 年(1619)古田氏は石見国浜田城に転封となり、南伊勢は紀州藩の藩領となった。 

 松阪城は当地を統括する城として城代が置かれた。城内の天守以下の櫓や門などの建物 

 は放置されていたため、江戸時代前期の史料によれば、正保元年(1644)に天守が台風のた 

 め倒壊したとされ、以後は天守台のみが残ることとなった。寛政 6 年(1794)には二の丸 

 に紀州藩陣屋が建てられた。以後、紀州藩領として明治維新を迎えた。 

 

   

松坂城跡                松坂城 石垣 

 

 

１５．伊賀上野城  H30.5.22 

  城のある丘は平清盛の発願によって建立された大寺院があった。 

   

  伊賀上野城西の丸と後世によばれることになる丘陵には伊賀の守護大名である仁木氏 

 館（伊賀の守護所）があった。しかし仁木氏は室町時代半ばから衰退が始まり、戦国時代 

 には名ばかりの守護となっていた。特に北・南伊賀には影響が及ばなくなり（仁木氏は伊 

 賀中部に威力があった）、権威を回復しようと合戦を起こすもその都度敗走し、柘植氏と 

 戦った際には当主が討たれた。遂に仁木氏の生活は貧窮を極め、伊賀中部の国人らの援助 

 により体をなす有様で守護としての権威は没落、侮辱の対象とされるなど、領国経営は 

 機能していなかった。そのような状況にありながら、仁木氏部少輔は家宝として茶器を購 

 入したり、実状に相応しくない行動が多くなった。これに怒った豪族らが守護所を襲撃し 

 た。仁木氏一族は信楽へ逃れ、大名としての仁木氏は一時滅亡した。後に仁木義視が織田 

 信長の援助で守護に返り咲いたが、国人の支持を得られず再び追放され伊賀は織田の姿 
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 勢を明確にした（伊賀惣国一揆）。以降の仁木氏一族の動向は不明。 

 

  天正 7 年(1579)伊勢の織田信雄が 8 千兵を率いて伊賀平定（天正伊賀の乱）に乗り出 

 したが、伊賀衆の前に大敗し、天正 9 年(1581)に信雄の父・織田信長は 4 万 5 千の兵で 

 伊賀を平定。信雄の家臣である滝川雄利を伊賀守護とした。雄利は大寺院、丸山城、滝川 

 氏城を改修し伊賀を支配した。本能寺の変後豊臣政権となると、天正 12 年(1584)に羽柴 

 秀吉の家臣脇坂安治が伊賀守護となったが、天正 13 年(1585)に摂津に移封された。 

 

  脇坂安治の移封後、大和郡山城から羽柴の姓を賜った筒井定次が伊賀へ移り住んだ。定 

 次は天正伊賀の乱で焼け落ちた平楽寺、仁木古館跡に築城することにした。 

 

  慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いが起こると定次は東軍の徳川家康方につき会津征伐に参 

 戦し、上野城は筒井玄蕃が留守居役としたが、上野城を西軍の摂津高槻城主新庄直頼・直 

 定父子に攻撃された際、筒井玄蕃は戦わず城を明け渡し高野山に逃亡した。定次は家康の 

 許しを得て直ちに軍を引き返し、城を再奪取し事なきを得た（上野城の戦い）。 

 

  関ケ原の戦い後、新城直親父子は改易され定次は本領安堵、伊賀上野藩を立藩した。し 

 かし、家康は慶長 13 年(1608)領地没収、定次を磐城平城主鳥居忠政のもとに預けた。 

 

  慶長 19 年(1614)、元和元年(1615)の 2 度にわたる大坂の陣で家康の勝利となり、豊臣 

 氏の滅亡で堅固な城が必要なくなり天守は再建されなかった。藤堂高虎は大阪の陣が終 

 わった後、交通の便利がいい津城を本拠とし、上野城を支城とした。 

 

   
伊賀上野城跡              伊賀上野城 天守閣 

 

 

 

 


