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１．熊本城 H24.11.10、H30.3.16、H30.10.7 

熊本城の歴史は古く、加藤清正が設計し慶長 6 年(1601)に築城着手、1607 年に完成 

  した。広大な敷地に大小の天守閣、櫓 49、櫓門 18、城門 29 を備える、全国でも有数 

  規模のお城である。 

   地質は熔結凝灰岩で脆く、崩壊しやすいため山は雨による浸食も目立っていた。 

   石垣は裾は角度が緩く、上に行くほど角度が急になる。「武者返し」と呼ばれる熊本 

  城独特のものであるが、この脆い土地の崩壊を防ぐ役割もある。 

   また、熊本城には籠城に備えて約 120 もの井戸が掘られ、深い井戸では約 40m の深 

  さがある。現在でも 17 ヶ所が残っている。 

   明治 10 年(1878)の西南戦争では熊本鎮台司令官・谷千城以下約 3400 名が守る熊本 

  城を西郷隆盛率いる薩摩軍約 1 万 3000 名の 50 回に及ぶ攻撃を受けるが、落城には至 

  らなかった。 

   結果として西南戦争により熊本城の強靭さは近代戦争にも耐えうる堅固な城という 

  事が実践で証明された。 

   しかし、この西南戦争の際に天守閣と本丸御殿一体は焼失してしまう。この時の出火 

  原因には「失火説」や「放火説」「自焼説」などいくつかあるが、本当の所は不明であ 

  る。そのため現在ある天守閣は昭和 35 年(1960)に再建された鉄筋コンクリート製にな 

  っている。 

   2016 年 4 月マグニチュード 7.0 の熊本地震により大天主、櫓、門など重要文化財に 

  指定されている建築物全てで深刻な被害が出た。現在急ピッチで再建中である。 

 

   

熊本地震前の熊本城 大天守     熊本地震前の熊本城 大天守（左） 
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２．本妙寺 H30.10.7 

  本妙寺は、熊本城北西にある日蓮宗六条門流の寺で大本山本〇寺から「六条門流九州 

 総導師」の特別寺格を与えられている。山号は発星山。本尊は十界曼荼羅。親師法縁。日 

 蓮宗の熱心な信者であり肥後熊本藩の初代藩主・加藤清正を祀る浄池廟（じょうちびょう） 

 があることで知られる。浄池廟の奥には長い石段があり、これを上がると清正の銅像があ 

 る。境内の宝物館には清正の遺品や加藤・細川家に関する文書、書画、工芸品、鎧兜等、 

 国の重要文化財を含む約 1400 点が収蔵、展示されている。 

 

   

本妙寺 大本堂                            本妙寺 山門 

 

 

 

３．人吉城 H30.3.17 

相良氏は遠江相良壮の出身で、相良氏 6 代長瀬は源頼朝に仕え、建久 9 年(1198)九州 

 人吉荘の地頭職に任命された。人吉荘には平頼盛の家臣である矢瀬主馬佑が城を構えて  

 いたが、相良長瀬に反抗の態度をみせたため、長瀬は矢瀬主馬佑を謀殺し、矢瀬氏の城域 

 を拡張して人吉城を築いた。 

  室町時代までの城は原城と呼ばれる人吉城跡東南の台地上に築かれ、空堀や堀切によ 

 って守られていた山城であった。 

  室町時代に球磨郡を統一した相良氏はやがて芦北・八代・薩摩方面へ勢力を拡大して 

 名だたる戦国大名にのしあがり、相良氏 19 代義陽は人吉城の大改築工事に着工。 

  しかし、天正 15 年(1587)豊臣秀吉による九州征伐によって、相良氏 20 代長毎(なが 

 つね)は球磨郡のみを支配することになり、以後、石高は 2 万 2 千石の大名となった。 

  慶長 5 年(1600)の関ケ原の合戦では、相良長毎は当初、石田三成の西軍に加担したが、 

 戦の途中で東軍に寝返ったため、徳川幕府の時代となっても 2 万 2 千石の本領を安堵さ 
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 れた。 

  相良氏の居城である人吉城は天正 17 年(1589)から何度も中断しながらも修築を重ね 

 長い歳月を費やして寛永 16 年(1639)相良氏 22 代頼寛の時に完成した。 

  人吉城は相良長毎を初代藩主として相良氏 16 代の居城として明治維新を迎えるが、 

 鎌倉時代から数えると実に 35 代 700 年の歴史を秘めた城といえる。 

  明治 10 年に西郷隆盛が引き起こした西南戦争では、人吉城は薩摩軍の根拠地となった 

 ためほとんどが破壊され、石垣だけが残るのみとなった。 

 

  人吉城は北側の球磨川、西側の胸川の清流を天然の堀とし、東側と南側は丘陵の断崖 

 に堀をめぐらせた要害堅固な城であった。丘陵の山頂部に本丸、その西北に二の丸・三 

 の丸・総曲輪を配し、本丸には天主は築かずに二層の護摩堂が建てられ、山麓に城主の 

 居館が築かれていた。 

 

  大手門跡から城跡の中心部に向かって 5 分ほど歩いたところに堀合門跡がある。堀合 

 門は城主の住む御館北側入口に置かれた門で、門跡脇からは「武者返し」と呼ばれる石 

 垣が続く。最上部が外側に張り出したこの石垣は幕末に導入された欧州の築城技術であ 

 るはね出し工法で築かれた人吉城独特の石垣である。 

 

   

人吉城 石垣               人吉城 石垣 

 

 

 

４．青井阿蘇神社 H30.10.7 

  青井阿蘇神社本殿・廊・幣殿・拝殿・楼門の 5 棟が国宝である。 

  青井阿蘇神社は慶長期に一連で造営された社殿群であり、中世球磨地方に展開した独 

自性の強い建築様式を継承しつつ、桃山期の華麗な装飾性を取り入れていることが特徴 

である。 
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  平安時代の大同元年(806)に創建され、阿蘇神社の三神を祭神とし、鎌倉時代から明治 

 維新までの約 700 年に渡ってこの地を治めた相良家歴代当主の保護により、たびたび改 

 修が行われてきた。 

 

   

青井阿蘇神社              青井阿蘇神社 楼門（国宝） 

 

 

 

５．鹿児島城 H30.3.17、H30.10.8 

  島津氏初代忠久は建久 8 年(1197)鎌倉幕府を開いた源頼朝によって、薩摩・大隅・日 

 向三国の守護職に任じられた。以後、島津氏は南九州を拠点として一大勢力を築き上げて 

 きた。 

  戦国時代に入ると、時の島津氏 16 代当主義久は豊後の名門大友氏や肥前の名門龍造 

 寺氏を攻め立てるなど北九州にまで勢力を伸ばしたが、天正 15 年(1587)豊臣秀吉による 

 九州征伐では、秀吉方の大軍には抗すべくも無く、島津義久はすばやく剃髪して降伏。 

 このため旧領を安堵された。 

  慶長 5 年(1600)関ケ原の合戦に際して、島津義久と家督を継いだ島津義弘（義久の弟） 

 は西軍に属したが、合戦には参加せず、西軍の敗北が決定的になった時、徳川家康軍の 

 目の前を駆け抜けて本国に引き揚げた。これが有名な島津の「敵中突破」である。 

  従来、島津氏は領内を転々として本拠を構えていたが、慶長７年（１６０２）島津義弘 

の後を継いだ島津家久（義弘の子）が島津氏の本城として鶴丸城（鹿児島城）の築城工事 

に着工、慶長 9 年(1604)に完成した。 

  鹿児島城は 77 万石の大名の居城としては天主や重曹櫓などは築かれず、城山を天然 

 の要塞として麓に本丸御殿を設けただけの小規模なものであった。これは徳川幕府に対 

 しての恭順の意を表すためだったといわれている。 

  ただ、薩摩島津藩は領内に郷を単位として百を越す外城（とじょう）を築き、領内全体 
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 で防御を固めるという、全国でも例のない体制を整えていた。元和元年(1615)の一国一城 

 令によって外城の建物は形式的に取り壊されたが、要害としての外城は「麓」と称して 

 明治維新まで存続することになる。「麓」の多くは山を巧みに利用し、その下に屋敷を設 

 けて集落を形成していた。 

  鹿児島城は島津家久から数えて島津氏 12 代の居城として明治維新を迎えたが、鎌倉時 

 代当初から同じ領国を支配し続けた例はほとんどない。 

  薩摩藩が歴史に再び大きく登場するのは幕末になってからである。西郷隆盛や大久保 

 利通らの逸材を生み出し、土佐の坂本龍馬の斡旋で長州藩と同盟を結び、明治元年(1868) 

 錦の御旗を掲げて鳥羽・伏見の戦いを皮切りとした戊辰戦争で徳川幕府を倒して、明治 

 政府の中核となった。 

  明治 10 年、明治新政府に不満を抱く薩摩の旧士族たちは西郷隆盛を担ぎ上げて西南戦 

 争を引き起こした。熊本の田原坂で薩摩軍は明治新政府軍に大敗し、最後は城山に立て籠 

 もったが、力尽きて西郷隆盛以下全員が自刃した史実は歴史の皮肉というしかない。 

 

   

鹿児島城                鹿児島城 石垣 

 

尚古集成館  H30.10.8 

  幕末、薩摩藩主島津斉彬は西欧諸国のアジア進出に対応し軍事のみならず産業の育成 

 を進め、富国強兵を真っ先に実践した。それら事業の中心になったのが磯に建てられた 

 工場群「集成館」である。その他に慶応元年(1865)に竣工した機械工場は、重要文化財 

 となっており、現在内部は島津家の歴史、文化と集成館事業を語り継ぐ博物館「尚古集成 

 館」として親しまれている。 
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尚古集成館 本館 

 

仙厳園  H30.10.8 

  名勝仙厳園は、江戸時代初期の万治元年(1658)、19 代島津光久によって築かれた薩摩 

藩主島津家の別邸である。目前の桜島を築山に、錦江湾を池に見立てた壮大な庭園は、数 

ある大名庭園の中でも他に類を見ないスケールの大きさである。また、海外とつながる「 

南の玄関口」といわれた薩摩の歴史にふさわしく、中国・琉球文化の影響が園内随所に見 

られる。歴代当主に愛されたこの庭には、徳川将軍家に嫁いだ篤姫や海外の要人も足を運 

んだ。 

   

名勝仙厳園                仙厳園 鶴灯籠 

 

西郷隆盛銅像  H30.10.8 

  江戸城無血開城や明治新政府樹立など明治維新に最大の功績を残した「西郷どん」であ 

るが、突然職を辞めて鹿児島に帰郷。その後、西南戦争で新政府軍と戦い敗北し、この城 

山の地で自刃した。没後 50 年祭記念として鹿児島市出身の彫刻家で渋谷の「忠犬ハチ公」 

の製作者・安藤照が 8 年かけ制作し、昭和 12 年(1937)5 月 23 日に銅像が完成した。わ 
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が国初の陸軍大将の制服姿で、城山を背景に仁王立ちする高さ 8m の堂々たるモニュメン 

トである。 

   

西郷隆盛像 

 

 

６. 飫肥城（おびじょう） H30.3.18 

  飫肥城は宇佐八幡宮の神官の出で、日向の地に武士団として勢力を伸ばした土持氏が 

 南北朝時代に築城したのが始まりと伝えられ、飫肥院とも呼ばれていた。 

  工藤祐経（すけつね）の嫡子祐時を祖とする伊東氏は都於郡城を拠点に、日向国に次第 

 に勢力を拡大して北に土持氏を追いやり、南では島津氏と対峙。 

  室町時代末期の長禄 2 年(1458)九州制覇を狙う薩摩の島津氏が、日向で勢力を蓄えて 

きた伊東氏の南下に備えて、志布志城主で島津氏の一族である新納忠続（にいろただつぐ） 

 を飫肥城に入城させた。 

  応仁の乱後の文明１６年(1484)伊東氏 11 代祐堯（すけたか）・12 代祐国父子が飫肥城 

 に立て籠る新納氏を攻撃して以来、島津氏と伊東氏による飫肥城争奪戦が繰り広げられ 

 た。 

  伊東氏は一時、島津氏に敗退したが、伊東祐国の孫にあたる伊東氏 16 代義祐が飫肥城 

 を奪取して日向国内に 48 城を構え、日向を代表する戦国大名にのしあがった。 

  しかし、伊東義祐は元亀 3 年(1572)木崎原の合戦で島津勢に大敗。さらに天正 5 年(15 

 77)島津氏に追われ、伊東氏一族は豊後国の大友宗麟を頼って亡命。ここにおよそ 90 年 

 間に及ぶ島津氏との飫肥城争奪戦の幕は閉じる。 

  しかし、天正 15 年(1587)豊臣秀吉による九州征伐で軍功をあげた伊東氏 19 代祐兵（ 

 すけたけ）が、翌天正 16 年(1588)5 万 1 千石を与えられて飫肥城主に返り咲き、以後、 

 飫肥城は祐兵を初代とする伊東氏 14 代の居城として明治維新を迎える。 

  なお、貞享元年(1684)の大地震で飫肥城は大被害を蒙ったため、多大な労力と歳月を 

 費やして大修築工事を行い、元禄 6 年(1693)に完成したのが今に残る飫肥城跡である。 
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飫肥城 大手門              飫肥城 本丸跡への石段 

 

 

 

７．岡城   H22.5.21、H30.3.19 

  大野川の支流、稲葉川と白滝川が合流する間の舌状台地上に築かれ、川岸からそそり 

 立つその姿はかって「難攻不落」と言われた天然の要塞であったことを感じさせられる。 

  岡城は、文治元年(1185)大野郡緒方壮の武将・緒方三郎惟栄（これよし）が源頼朝と 

 仲違いをしていた弟、義経を迎えるため築城したと伝えられるが、惟栄は大持浦（兵庫 

 県）を出航しようとして捕らえられ、翌年上野国（群馬県）沼田荘に流されていた。 

  建武のころ豊後国守護大名大友氏の分家で大野壮志賀村南方に住む志賀貞朝は、御醍 

 醐天皇の命令を受け、岡城を修理して北朝と戦ったとされるが、志賀氏の直入郡への進 

 出は、南北朝なかばの応安 2 年(1369)から後で、その城はきむれ（騎[木]牟礼）の城で 

 あった。のちに志賀氏の居城は岡崎に移った。 

  天正 14 年(1586)から翌年の豊薩戦争では島津の大軍が岡城を襲い、わずか 18 歳の 

 志賀親次（親善）は城を守り、よく戦って豊臣秀吉から感状を与えられた。しかし文禄 

 2 年(1593)豊後大友義統が領地を没収されると、同時に志賀親次も城を去ることになった。 

  文禄 3 年(1594)2 月、播磨国三木城（兵庫県）から中川秀成が総勢 4 千人予で入部。 

 築城にあたり志賀氏の館を仮の住居とし、急ぎ近世城郭の形を整え、本丸は、慶長元年 

 (1597)に完成、寛分 3年(1663)には西の丸御殿がつくられ城の中心部分とされていった。 

 

  現在残されている城郭は、明治に至るまで岡藩を統治した中川公によって築城された 

 もので、本丸、二の丸、三の丸、西の丸などの曲輪からなっている。趣味人であった第 5 

 代藩主中川久通は、城の北側にある絶壁に弦長約 3m 三日月を彫らせ、月のない夜も明か 

 りを灯し、月見の宴を楽しんだ。 

  明治 2 年(1869)版籍奉還後の 4 年(1871)には、14 代 277 年間続いた中川氏が廃藩置県 

 によって東京に移住し、城の建物は 7 年(1874)大分県に入札・払い下げで総てが取り壊 
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 された。 

  滝廉太郎は少年時代を竹田で過ごし、荒れ果てた岡城に登って遊んだ印象が深かった 

 とされ、明治 34 年(1900)に中学校唱歌「荒城の月」を作曲、発表している。 

 

   
岡城跡                  岡城 三の丸高石垣    

 

 

８．大分府内城  H30.3.19、H30.10.11 

  府内城は慶長 2 年(1597)藤原直高により築城が始められ 2 年後には一部が完成したが、 

 直高の領地没収によって中断、これに代わった早川長敏も慶長 5 年(1600)関ヶ原の戦い 

 で西軍に加担して取り潰された。次いで翌年、竹中重利が入封して築城工事を再開、石垣 

 の築城には熊本藩の加藤清正の援助を受けるなどして、慶長 7 年(1602)4 重の天守閣が 

 そびえる城郭が完成した。続いて城下町の建設が始められ、やがて東西約 1.1km、南北 

 役 1km におよぶ豊後最大の規模を誇る府内城下町が出来上がった。 

 

  荷揚げ城とも呼ばれる府内城は、大分川の河口左岸、別府湾に接したかっての「荷落ろ 

 し」（交易地）の場所に城地を定めた。荷揚の城名の由来は「落」の字を忌み、「揚」の 

 字に改めたといわれている。今はその面影はほとんど失われているが、府内城と府内城 

 下町は内堀、中堀、外堀の三つの大きな堀を持ち、北は海に接してまさに水城ともいえる 

 城だった。また、その美しい姿から白雉城（はくちじょう）とも呼ばれている。 

 

  城と城下町を完成させた竹中氏は、その後長崎奉行を兼務していた重義の時に、非道を 

 咎められて断絶した。代わって寛永 11 年(1634)、壬生城（栃木県）から日根野義明（ひ 

 ねのよしあきら）が入封したが、後継ぎがなく一代で断絶した。次いで松平（大給）忠昭 

 （ただあきら）が万治元年(1658)に新藩主として入封、以来明治 4 年(1871)の廃藩置県 

 まで、2 万余石の譜代大名として 10 代にわたる藩主によって府内藩政が進められてきた。 

 この間寛保 3 年(1743)に城下に起こった大火によって天守閣をはじめ城の施設が多く焼 
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 失し、以後天守閣は再建されなかった。 

  明治 4 年(1871)11 月大分県が成立、翌年城内に県庁が置かれて県政の中枢を担う場所 

 となった。大正 10 年(1921)には新県庁舎が竣工したが、昭和 37 年(1962)県庁舎の移転 

 にともない、昭和 41 年(1966)には現在の大分市文化会館が完成した。この年、大分空襲 

 により焼失した 5 つの櫓も復元（鉄筋コンクリート）され、往時の姿を取り戻した。 

 

   

大分府内城 西之丸角櫓          大分府内城 大手門 

 

 

９．富貴寺 H30.10.11 

  蓮華山富貴寺（蕗寺）は、六郷満山のなかで、満山を統括した西叡山高山寺の末寺の 

 一つ。天台宗に属している。寺伝によると養老 2 年(718)仁聞（にんもん）菩薩の開基と 

 いわれている。本尊は阿弥陀如来を国宝大堂に安置している。藤原期の古建築で、宇治平 

等院鳳凰堂、奥州平泉中尊寺金色堂と並び日本三大阿弥陀堂の一つに数えられており、九 

州では最古の建築物。 

 

   

富貴寺 山門               富貴寺 大堂（国宝） 
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１０．宇佐神宮 H30.10.11 

  宇佐八幡宮、宇佐宮ともいう。元官幣大社。祭神は応神天皇、神功皇后、ヒメガミの 3 

 神を祀る。全国八幡宮の総本社。豊前国一の宮、伊勢神宮に次ぐ第 2 の宗廟として古代か 

 らあがめられてきた。和気清麻呂が神託を受け僧道鏡を失脚させた史実は有名。八幡造り 

 の典型である。本殿は国宝。 

 

六郷満山 

  神と仏が複雑に絡み合う独特の文化が発展した国東。その文化を六郷満山文化という。 

 六郷満山とは、国東半島の六郷にある寺院の総称でもあり、その多くが宇佐八幡神の化身 

 といわれる仁聞菩薩が、718 年に開基したと伝えられ、かってこの一帯は宇佐八幡宮の 

 神領地でもあった。   

 

     

本社社殿                二之殿 

 

 

 

１１．羅漢寺 H30.10.11 

  荒々しい岩山、羅漢山の中腹に位置する羅漢寺は、大化元年(645)に天竺から渡来した 

法道仙人が、この岩山の洞窟で修業したことが始まりとされ、日本五大羅漢の一つに数え 

られる。延元２年(1337)には臨済宗祖の円龕昭覚（えんがんしょうかく）が訪れた。この 

昭覚が十六羅漢の画像を描いて洞窟の中に掲げたことから、羅漢寺と呼ばれるようにな 

ったといわれている。延元４年(1339)には中国から逆流建順という僧が来寺し、円龕昭覚 

とともにわずか１年で五百羅漢像を建立したといわれている。 

 室町将軍の足利義満も羅漢寺に帰依するようになり、当時この地をおさめていた細川 
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氏からも援助をうけていた。 

 戦国時代、大友宗麟が領内寺院を邪宗として焼き払い羅漢寺もほとんど伽藍を焼失し 

た。寺は当初臨済宗だったが、慶長５年(1600)鉄村玄さくが来寺してから曹洞宗となった。 

 

五百羅漢 

  無洞窟と呼ばれる岩屋の中に五百羅漢が安置されている。中央に釈迦如来坐像が安置 

 され、両側に約 650 年前に作られた様々な表情・しぐさをした五百羅漢が安置されてい 

る。羅漢とは釈迦の高弟のこと。 

 

     

無漏窟（むろどう）の内部の五百羅漢    羅漢寺本堂 

（重要文化財）は撮影禁止 

 

 

１２．福岡城 H30.3.20 

  慶長 5 年(1600)の関ケ原の戦い後、黒田長政が筑前国 50 万余石（後に 52 万余石）を 

 徳川氏から与えられ、福岡藩初代藩主となる。長政は初め名島城に入るが、翌年に那珂郡 

 固村福崎に新城を築くこととし、長政自らが設計し、野口一成を普請奉行に命じます。 

 城名は黒田氏の故地である備前国邑久郡福岡（びぜんこくおくぐん）に由来する。 

  城郭の形式は悌郭式の平山城で、南側に赤坂山から伸びる丘陵を切断して堀を切り、北 

 側は潟を埋め立てて城下町とし、西側は湾入する入江（草ヶ江）を利用して大堀とし、東 

 側は那珂川まで中堀（紺屋町堀）、そして佐賀鍋島藩の助力により掘削された肥前堀を連 

 結した。 

  城門は天主台、本丸、二の丸、三の丸の 4 層に分かれ、潮見櫓、花見櫓をはじめとする 

 47 の櫓が設置された。本丸には本丸御殿、二の丸には二の丸館と南丸を配し、三の丸の 

 北面には家老屋敷、北西部には黒田如水の隠居所である御高屋敷が構えられた。堀の大手 
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 側に上の橋・下の橋、南西搦手側に追廻橋（おいまわしばし）を設け、城外への 3 つの 

 通路とした。天守閣についてはいまだ存否が確定せず、不明である。 

  城内の建物や石垣は、火災による焼失や、自然災害による崩壊などによってしばしば 

 修復が行われたが、江戸期を通じて建築物に幾分改変はあったもの、築城当初の縄張り 

 に大きな変化はなかったようだ。 

  城下町には北側の堀端に上中級家臣の侍屋敷が、その外側に建築・武具関係の職人や 

 生活物資を商う商人が居住した。南側には下級武士の屋敷が置かれ、南東郭外の春吉町 

 や西郭外の地行町は足軽町とされた。北側の海岸部や東側の那珂川沿い、西側の樋井川 

 沿いの周辺地域には、寺院が多く配置され、城下町の随所に見られる鉤型や丁字路ともに 

 防御的性格をもったと考えられる。家臣団は黒田氏の入封に従って、商工業者とともに 

 福岡に移住してきた。 

  幕末期には須崎浜をはじめ博多湾岸沿いに台場が築造され、その一部が現在も残って 

 いる。 

  城跡は県庁に使用され、その後陸軍が駐屯し、多聞櫓などの一部を除き、大半の建物 

 が解体や払い下げにより失われた。 

 

   

福岡城 記念櫓              福岡城 天守台 

 

 

 

１３．鴻臚館（こうろかん） H30.3.20 

  鴻臚館は古代（飛鳥・奈良、平安時代）の迎賓館に相当する施設で中国・唐や朝鮮・ 

 新羅の外交使節や商人をもてなすとともに、日本の外交使節である遣唐使や遣新羅使の 

 送迎にも使用された。同様の施設は平安京、難波にも設けられたが、その遺跡が確認さ 

 れたのは、筑紫の鴻臚館だけである。 

  筑紫の鴻臚館の役割を持つ施設は、飛鳥・奈良時代にはその時々に応じて筑紫大群（ 
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 つくしおおごおり）・小郡（おごおり）、筑紫館（つくしのむろつみ）の名で呼ばれており、 

 平安時代になって中国・唐の外交施設である「鴻臚寺」にならって「鴻臚館」と改称さ 

 れた。 

  鴻臚館は 7 世紀後半から 11 世紀の約 400 年間、対外交渉の窓口として重要な役割を 

 果たし、永承 2 年(1047)の放火事件の記事を最後に史料から姿を消す。 

   

  現在の中国の河北省、浙江省、湖南省などで生産された大量の陶磁器や朝鮮の新羅・ 

 高麗産の陶器、さらには西アジアのイスラム系陶器やペルシャ系ガラス器などの出土品 

 は、交易拠点としての鴻臚館跡の性格を現わしており、国際港湾都市福岡（博多）の原 

 点がここにあると実感される。 

 

 

１４．大野城 H30.3.20、H30.10.22 

  「日本書紀」には「・・・大野と□（き）、二城（ふたつのき）を築かしむ」と記載す 

 る。また、「続日本紀」に、「太宰府をして大野、基肄（きい）、麴智（くくち）の三城を 

 繕治せしむ」と、記載された城である。 

  大野城は、白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗した後、大和朝廷が倭（日本）の防衛 

 のために築いた古代山城である。665 年（天智天皇 4 年）、基肄城とともに築いたことが 

 「日本書紀」に記載されている。城郭の建設を担当したのは亡命百済人で、「兵法に閑（ 

 なら）う」と評された、軍事技術の専門家の憶礼福留（おくらいふくる）と四比福夫（し 

 ひふくぶ）である。また、大野城・基肄城とともに長門国にも亡命百済人が城を建設して 

 いるが、城の名称は記載されず、所在地も不明である。そして、「続日本紀」の 698 年（ 

 文武天皇 2 年）には、大野城・基肄城・麴智城の三城の修復記事が記載されている。 

 

  大野城は、太宰府政庁跡の北側背後に聳える、標高 410m の四王寺山（大城山）に所在 

 する。山頂を中心に馬蹄形状の尾根から谷を廻る土塁と石塁の外周城壁は約 6.8km であ 

 る。そして、南側と北側の土塁が二重となり（城壁総長は 8.4km）防備を固める。城域は 

 東西約 1.5kmx 南北約 3km の、日本一の大規模な古代山城である。城門は太宰府口城門 

 など 9 ヶ所が開く。また、谷部では、浸透式で自然排水の百閒石垣・水ノ手石垣などに 

 加え、水口のある屯水石垣などが確認されている。 

 

  天智政権は白村江の敗戦以降、唐・高句麗・新羅の交戦に加担せず、友好外交に徹し 

 ながら、対馬～九州の北部～瀬戸内海～畿内と連携する防衛体制を整える。また、太宰府 

 都城の外郭は、険しい連山の地形と、それに連なる大野城・基肄城と平野部の水城大堤・ 

 小水城などで防備を固める。この原型は、百済泗沘都城にあるとされている。 
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大野城 百間石垣             大野城 北石垣 

 

 

 

１５．吉野ヶ里 H30.3.20、H30.10.22 

  佐賀県東部は、福岡県境である標高 1000m の背振山地を北端に、背振山地南麓の丘陵 

 地帯、佐賀平野（筑紫平野）、有明海へと移るにつれて標高が低く、南に開けた地形とな 

 っている。吉野ヶ里丘陵はこの背振山地南麓の丘陵地帯の一つである。 

 

  吉野ヶ里遺跡の最大の特徴とされるのが集落の防御に関連した遺構である。弥生時代 

 後期には外壕と内壕の二重の環濠ができ、V 字型に深く掘られた総延長約 2.5km の外壕 

 が囲んでいる範囲は約 40ha にもなる。壕の内外には木柵、土塁、逆茂木（さかもぎ）と 

 いった敵の侵入を防ぐ柵が施されていた。また、見張りや威嚇のための物見櫓が環濠内 

 に複数置かれていた。大きな外壕の中に内壕が２つあり、その中に建物がまとまって立っ 

 ている。北の集落は北内郭、南の集落は南内郭と命名されている。内郭の内外に建物の 

 遺構が発見された。竪穴住居、高床住居は祭祀に携わる者やその側近が暮らしていたと 

 考えられており、祭祀が行われる主祭殿、東祭殿、斎堂とともに内郭の中で見つかってい 

 る。また、食料を保管する高床式倉庫、貯蔵穴、土坑、青銅器製造の跡なども発掘された。 

   

  多数の遺体がまとまって埋葬された甕棺（かめかん）、石棺、土壙墓は、住民や兵士な 

 どの一般の人の共同墓地だと考えられる。一方、遺跡の南部と北部に合わせて２つの墳丘 

 墓があり、こちらは集落の首長などの墓ではないかと考えられている。発掘された甕棺の 

 中の人骨には、怪我をしたり矢じりが刺さったままのもの、首から上が無いものなどがあ 

 り、倭国大乱を思わせる戦いのすさまじさが見てとれる。また、ガラス製の菅玉などの 

 装飾品が一緒に埋葬されたものも多く見つかっている。 
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  出土した遺構や出土品には、九州北部をはじめとした日本各地のものと共通・類似した 

 特徴を持ったものが見られるほか、中国大陸、朝鮮半島、南西諸島とさまざまな面で共通 

 性・類似性が見られる。 

   

吉野ヶ里 南内郭             吉野ヶ里 中のムラ 

 

 

 

１６．佐賀城 H30.3.20、H30.10.22 

  佐賀城はもともと龍造寺氏が居城としていた村中城を改修、拡張したものである。九州 

 北部に覇を唱えていた龍造寺隆信は天正 12 年(1584)に島津・有馬連合軍に敗れて戦死し 

た。これを機に龍造寺家臣の鍋島直茂が実権を握った。直茂は早くも天正 13 年(1585)に 

は村中城改修を計画している。しかしまだ当主であった龍造寺政家の居城であり、直茂 

は蓮池城が居城であったため、主家に憚って計画には手を付けなかった。計画が実現され 

たのは江戸幕府政権下で正当に佐賀藩主として認められた後の慶長 7 年(1602)本丸の改 

修を始めてからである。 

 直茂の計画に則り、次の藩主鍋島勝茂が慶長 16 年(1611)に完成させた。また元和の 

一国一城令でかっての居城蓮池城は破却された。 

 城は幾度も火災に見舞われた。特に享保 11 年(1726)には大火に見舞われ天守以下本丸 

建造物の大半を焼失した。これにより御殿などが享保 13 年(1728)に二の丸に完成し、藩 

政は二の丸を中心に行われた。更に天保 6 年(1835)の火災では二の丸を焼失。これによ 

り再び本丸再建が行われ政務は本丸に移った。現存する鯱の門、続櫓はこの再建時の天保 

9 年(1838)に完成したものである。なお天守は享保の火災以後再建されていない。 

 明治 9 年(1874)江藤新平を中心とした佐賀の乱がおこり佐賀城はこの反乱軍に一時占 

拠された。この戦闘の際に建造物の大半は失った。 
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佐賀城 鯱の門              佐賀城 天守台 

 

 

 

１７．名護屋城 H30.3.21、H30.10.24 

  天正 15 年（1587）豊臣秀吉は九州平定をすると、天正 18 年(1590)、奥州伊達政宗を 

 服属させ、北条氏直（小田原征伐）、徳川家康を関東に移封し、天下統一を成し遂げた。 

 国内統一を果たした秀吉は、世界に目を転じた。「高麗」つまり李氏朝鮮に服属と明征伐 

 への協力を要請したが、朝鮮は拒絶した。その後も対馬の宗義調らが複数の交渉を重ねる 

 が、朝鮮側は拒絶の意志を変えなかった。なお秀吉は同様に琉球や呂宋や高山国（台湾） 

 にも使者を出した。 

 

  宗義智から交渉決裂を聞いた秀吉は、天正 19 年(1591)8 月、「唐入り」を翌年春に決行 

 することを全国に告げ、肥前の名護屋に前線基地としての城築造を九州の大名に命じた。 

 秀吉は自分の地元那古野と同じナゴヤという地名を奇遇に感じ、城の立つ山の名前が勝 

 男山と縁起がいいことにも気を良くしこの地への築城を決めたのだが、この地の領主で 

 あった波多親はこれに反対したため不興をかった。また、甥の内大臣豊臣秀次に関白を 

 譲って自らは太閤となった。9 月、平戸城主松浦鎮信に命じて壱岐の風本に城を築かせた。 

 その築城の担当は、松浦鎮信、日野江城主有馬晴信、大村城主大村喜前、五島城主五島 

 純玄であった。なお、城跡から出土した瓦に「天正十八年」の銘があるものが発見され 

 たことから、築城開始時期が通説の天正 19 年より早かった可能性も考えられる。 

 

  10 月上旬、全国の諸大名が名護屋へ到着し、城普請に取り掛かった。「松浦古事記」 

 によれば、20 万 6 千あまりの兵が高麗へ渡り、名護屋在陣は 10 万２千兵で、総計 30 万 

 8 千兵で陣立てされた。 

  築城に際し、縄張りを黒田孝高、そして黒田長政、加藤清正、小西行長、寺沢広高らが 
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 普請奉行となり、九州の諸大名を中心に動員し、突貫工事で 8 ヶ月後の文禄元年(1592) 

 3 月に完成した。規模は当時の城郭では大阪城に次ぐ広壮なものであった。ルイス・フロ 

 イスが「あらゆる人手を欠いた荒地」と評した名護屋には、全国より大名衆が集結し、「 

 野も山も空いたところがない」と水戸の平塚滝俊が書状に記している。 

 

  本丸・二の丸・三の丸山里曲輪などを配し、本丸北西側に望楼型 5 重 7 階の天主が築 

 かれた。城跡からは金箔を施した瓦が出土しており、天主に葺かれていたものと考えら 

 れている。城郭の周辺には各大名の陣屋が配置された。 

 

  西国衆を中心に総勢 15 万８千の兵が軍に編成され、４月 11 日に小西行長・宗義知率 

 いる第一陣が朝鮮半島へ出兵したのを皮切りに、名護屋を出発した諸隊は壱岐・対馬を 

 経て朝鮮に渡っていった。秀吉は京都聚楽第を 3 月 26 日に出発し 4 月 25 日に当地に到 

 着している。文禄の役では最終的に、20 万以上の兵が名護屋から朝鮮に渡った。多くの 

 人員を養うには水源が足りなかったようで、水不足の原因の喧嘩が絶えなかったという。 

 

  朝鮮半島で戦線が膠着すると、翌文禄 2 年(1593)4 月には講和交渉が開始されるが、交 

 渉が破断すると秀吉は、再び慶長 2 年(1597)2 月から 14 万人を朝鮮半島へ上陸させた。 

 慶長 3 年(1598)8 月 18 日、秀吉が没したために全軍撤収し、名護屋城もその役割を終え 

 た。 

  朝鮮撤退後、この地は寺沢広高が治めるところとなった。関ケ原の戦いの後、慶長 7 年 

 （1602）、広高は唐津城の築城を開始した。この際に名護屋城を解体し、その遺材を使用 

 した。これ以降に、二度と城が利用できないように要となる石垣の四隅を切り崩すなどの 

 作業が行われた。 

 

   

名護屋城 大手口             名護屋城 天守台 
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１８．平戸城 H30.3.22 

    松浦党は平安時代末期から瀬戸内海の村上水軍と並び称された椿西の水軍で、上松浦 

 と下松浦に分かれて勢力を誇っていた。 

 

  下松浦の棟梁であった 26 代法印松浦鎮信（しげのぶ）は豊臣秀吉の九州征伐に従った 

 ため、松浦郡の一角と壱岐を安堵され、慶長 4 年(1599)平戸の亀岡に日の岳城を築城し 

 て居城。これが平戸城の始まりである。 

   しかし、家督を継いで日の岳城主となった松浦久信が急死。時の天下人である徳川家 

 康は豊臣秀吉と親交が深かった松浦家に疑いのまなざしを向けた。このため、松浦鎮信は 

 その疑いを晴らすため、慶長 12 年(1607)自ら日の岳城に火を放って焼却。日の岳城の北 

 側の山中に館を構えて居館し、平戸 6 万１千石を守り通した。 

  以来、松浦家は約 90 年間を「御館」で過ごすが、元禄 15 年(1702)29 代天祥松浦鎮信 

 は徳川幕府に新たに築城を願い出て、翌年に許可された。元禄 17 年(1704)に着工、享保 

 3 年(1718)に完成した。 

  以後、平戸城は天祥松浦鎮信から数えて松浦氏 12 代の居城として明治維新を迎える。 

 松浦氏の禄高は 6 万 1 千石に過ぎなかったが、実収は密貿易などによって 20 万石以上と 

 いわれた。 

  同じ松浦党でも上松浦の棟梁波多親は豊臣秀吉による朝鮮出兵の際、非協力的な態度 

 を示したため名護屋城に出陣していた秀吉に憎まれ、筑波山麓に追いやられて自殺した。 

 これに対して、下松浦の松浦氏は秀吉、徳川幕府の下で巧みに生き抜き、古代からの名 

 族である松浦氏の命脈を保持したといえる。 

 

   

平戸城 模擬天守             平戸城より平戸港を望む 
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１９．島原城 H30.3.22 

  慶長 19年(1614)室町時代から戦国時代にかけて島原半島を支配していた名門有馬氏が 

 切支丹政策に失敗して日向国県城（延岡城）に転封。代わって元和 2 年(1616)大和五条か 

 ら松倉重政が 4 万石の大名として有馬氏の居城であった日乃江城に入城した。 

  しかし、日乃江城では領国を支配するには地の利を得ず、また有馬氏の治世を一新する 

 ため、松倉重政は元和 4 年(1618)有馬氏の家臣・島原氏の居城であった森岳城跡に新た 

 な城の築城に着工。延べ 100 万人といわれる人夫を動員し、7 年余の歳月を費やして 4 万 

 石の分限をはるかに超える大規模な近世城郭を築き上げた。これが島原城である。 

  周囲 4km 余の外郭に堀をめぐらし、7 つの城門と破風のない南蛮造りの五層の天守を 

 はじめ、49 の櫓、延べ 2200m にも及ぶ矢挟間堀を備え、本丸・二の丸・三の丸が南北 

 に連なる連郭式の豪壮堅固な城であった。 

  初代城主の松倉重政はキリシタン宗徒を弾圧し、後を継いだ養子松倉勝家はさらに厳 

 しくキリシタン宗徒を弾圧したうえ、相続く凶作にもかかわらず領民に重税を課した。 

  島原城築城に際しての民百姓の塗炭の苦しみ、松倉氏 2 代にわたるキリシタン弾圧、 

 松倉勝家による重税が寛永 14 年(1637)に勃発した島原の乱の引き金となった。 

  島原の乱後松倉勝家はその責任を問われ斬首。遠江浜松より高力忠房が 4 万石で島原 

 城主となったが、寛文 9 年(1669)高力氏 2 代高長は暴政を行ったことにより改易。代わ 

 って丹波福知山から松平忠房が 7 万石で入封した。 

 松平氏は 5 代続いた後、下野宇都宮の戸田氏と入れ替わるが、安永 3 年(1774)再び戸田 

 氏と松平氏が入れ替わり、以後島原城は松平氏 8 代の居城として明治維新を迎える。 

 

   

島原城 天守閣              島原城 天守閣 
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２０．今帰仁城 H30.7.4 

  今帰仁城（なきじんじょう）は北山城とも称され、また「山北今帰仁城」とも呼ばれて 

 る。13 世紀の頃に築かれたといわれる平山城で、明確な年代や誰によって築かれたかそ 

 の歴史は不明なところが多い。 

 

  今から約 600 年ごろ前に怕尼芝が城主となってから民、攀安知と 3 代にわたって城壁 

 を拡充整備されたであろうといわれている。それ以前については口碑伝説に頼る以外に 

 ない。 

  口碑伝説によって城主の流れを見ると、天子孫の流れをくむ者が今帰仁世の主（今帰仁 

 城主のこと）となってこの城を築いたといわれている。5 代を経た城主の時に中央で「利 

 勇の乱」がおこり、この時に今帰仁城の主も共に滅んだという。この系統を「大昔北山」 

 または「前北山」と称しているようである。 

  その後、源為朝の子といわれている舜天王が琉球の王位につき、彼の孫にあたる者が 

 今帰仁城主に封ぜられてきた。この系統を「仲昔北山」または「中北山」とよんでいる。 

 この仲昔北山時代の伝説に伝えられる湧川王子、岡春（丘春とも書く）、また、本部大主 

 の謀反や絶世の美女と讃えられた志慶真乙樽もこの時代の人々であり、事件である。 

 

  この系統は一族である怕尼芝に城地を奪われることとなる。この系統を「今北山」また 

 は「後北山」と称されている。怕尼芝から民、攀安知と 3 代 94 年の治世が続いて怕安知 

 は尚巴志に攻められて滅亡した。この時の城士に本部太原（平原とも書く）が出現するが、 

 この人は先の本部大主とは時代も人物も全くの別人である。巷間よくこの二人を混同し 

 て語られることがある。 

  怕尼芝の治世の頃、明国への進貢が行われるようになり、この 3 代 94 年の間は最も隆 

 盛を極めていたのではなかろうか。太祖実録に山北の進貢は怕尼芝が 6 回、民 1 回、攀 

 安知が 11 回の進貢の記録があり、今帰仁城に関する最も古い文献である。 

  中山世譜や、琉球国由来記等は明の太祖実録よりはるか後世であり、これらの文献には 

 尚巴志の北山討伐の模様が記されている。その他、おもろに 20 数首余り謡われている。 

 

  「山北今帰仁城」の「山北」の呼称は、太祖実録に「山北王」とでている。つまり「山 

 北、中山、山南」と記されているところから後々までこのように呼ばれたのであろう。 

 

  尚巴志は北山討伐後、その子弟をこの地に遣わして北山の地、すなわち国頭地方の監守 

 とした。「北山の地は中山を遠く離れて人民を教化し難い上に、人々は雄猛で、しかも地 

 形がけわしくいつまた兵乱が起こるかわからないのでこの地に監守をおいて治めさせる」 

 ことにした。第一尚氏が滅亡して第二尚氏の時代にも同じく監守をおいたが、康煕 4 年 
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 (1665)に監守を首里にひきあげさせた。それから 84 年後の乾隆 14 年(1749)に監守制の 

 いきさつや首里にひきあげた様子を石に刻んで立てたのが本丸跡の火の神の祠前に立っ 

 ている「山北今帰仁城監守来歴碑記」である。 

 

   

今帰仁城 石垣              今帰仁城跡  

 

 

 

２１．中城城（なかぐすくじょう）H30.7.3 

琉球王国 

  琉球王国とは、今から約 570 年前に成立し、約 450 年にわたり日本の南西諸島に存在 

 した王制の国である。明治維新により成立した日本政府が 1879 年に国王を追放し、沖縄 

 県の設置（廃藩置県）が宣言され琉球王国は滅亡した。また、グスクとは、主に 12～16 

 世紀に農村集落を基盤として群雄割拠した「按司（あじ）」と呼ばれる領主的豪族層が、 

 自らの居住と防衛の拠点として築いた城のことである。 

 

琉球王国時代の中城城 

  琉球王国にはおよそ 300 余りのグスクがあったといわれているが、中城城跡は去る大 

 戦の戦禍による被害は小さく、県内のグスクの中でも最も原型を留めているため、歴史的、 

 戦略的に極めて高い価値を有していた。 

 

  中城城の築城年代は不明であるが、14 世紀後半に先中城按司が数世代にわたって築き、 

 1440 年頃に座喜味城主 読谷村按司・護佐丸（ごさまる）が王府の命令により移ってきて、 

 1458 年に自刃するまでの間に、北の郭、三の郭を当寺の最高の築城技術で増築したと伝 

 えられている。 
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  護佐丸滅亡後は、世子（王子）の居城となり、さらにその後は間切番所、中城村役場が 

 置かれ、昭和 20 年(1945)戦争により焼失するまで中城村の行政の中心となっていた。 

 

戦後の中城城跡 

  昭和 47 年(1972)沖縄の日本復帰に伴い、国指定史跡となり、平成 12 年(2000)「琉球 

 王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された。 

 

護佐丸 

  中城城が、いつ誰によって建てられたのか確かなことはまだわかっていない。もともと 

 は当時の豪族、先中城按司の居城だったと伝えられているが、城主として有名なのは護佐 

 丸という人物である。 

  護佐丸は山田城で生まれ、山田按司を継ぎ、第一尚氏王統時代の英雄として知られる 

 尚巴志とともに、三山統一を成し遂げた。その功績が認められ、読谷村の地を与えられた 

 彼は座喜味に城を築いて移り、読谷村按司として尚巴志王の琉球統一事業に尽力した。 

  しかし、その頃勢力を伸ばしてきた勝連城主の阿麻和利を牽制するため、王の命により 

 ほどなく中城城に移され中城按司となる。そして 1458 年、第一尚氏王統第 6 代王・尚泰 

 久の時に阿麻和利に滅ぼされる。 

 

  伝承では、天下を狙う阿麻和利が、首里と勝連の間に立ちふさがる中城按司・護佐丸を 

 除くため、護佐丸が謀反を企んでいると尚泰久王に讒言をし、王はこの報告を信じて、阿 

 麻和利に護佐丸討伐を命じます。護佐丸は首里王府軍の旗を掲げて攻めてきた阿麻和利 

 軍を見て謀りごとと見抜きつつも、王への忠誠心から王府軍には逆らえぬと、幼児だった 

 三男を乳母に託して落ちのびさせ、妻子もろとも自害する。その後、阿麻和利も讒言が 

 ばれて王府軍によって滅ぼされたと伝えられている。 

 

  この出来事は「護佐丸・阿麻和利の乱」と呼ばれ、沖縄独特の芸能である「組踊」など 

 の題材にもなっている。もっとも「忠臣・護佐丸、逆臣・阿麻和利」という構図は首里王 

 府に基づく見方で、阿麻和利こそ農民たちの英雄だったとする説もあり、琉球最大の謎 

 に包まれた事件である。 
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中城城 城壁               中城城 三の郭黒門 

 

 

 

２２．首里城  H16.10.28、H30.7.3 

  首里城（しゅりじょう）の創建年代は明らかではない。尚氏歴代居城の正殿はかって百 

 浦添とされ、敬称で御百浦添と称された。近年の発掘調査から最古の遺構は 14 世紀末の 

 ものと推定され、三山時代には中山の城として用いられていたことが確認されている。お 

 そらく、13 世紀末から 14 世紀のグスク造営期に他の沖縄の多くの城同様に成立したも 

 のと考えられる。 

 

  尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、首里城を王家の居城として用いるように 

 なった。同時に首里は首府として栄え、第二尚氏においても変えられることはなく、史書 

 に記載されている限りでも、首里城は数度にわたり焼失している。消失する度に再建され 

 てきたが、毎回木材の調達が問題となり、薩摩藩からの木材提供で再建を行ったり将来の 

 木材需要を見越して本島北部での植林事業を行ったりしている。 

 

  現在見る首里城の建築は、三度目の火災の後再建された正徳 5 年(1715)から昭和 20 年 

 (1945)までの姿を基にしている。 

 

  明治 12 年(1879)の沖縄県設置に至る琉球処分以降は、正殿など首里城の建物は政府の 

 所在地としての役割を喪失した。王宮でなくなった首里城は急速に荒廃が進み、老朽化が 

 激しく崩壊寸前の状態になった。既に門のいくつかは取り壊されており、正殿の取り壊し 

 も検討された。しかし、伊東忠太、鎌倉芳太郎ら関係者の奔走により保存が決定された。 

 

  太平洋戦争中の沖縄戦において日本軍が首里城の下に地下壕を掘り陸軍第 32軍司令部 

 を置いたこともあり、1945 年 5 月 25 日から 3 日間にわたりアメリカ軍艦ミシシッピな 
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 どから砲撃を受け、27 日に焼失したとされる。さらに日米両軍の激しい戦闘で首里城や 

 その城下の町並み、琉球王国の宝物・文書を含む多くの文化財が破壊された。 

 

   

首里城 守礼門             首里城 正殿 

 

 
首里城 石垣 

 


