
お城めぐり
第 5 版

村上洋一 著

会津若松城（鶴ヶ城） （2015 年 4 月）

貸出用
村上図書館



- 1 -

はじめに

2016 年の 4 月に「お城めぐり」をテーマとした、3 泊 4 日のドライブ旅行を行いました。近

畿・中部地方の 14 城を見てきました。名古屋城のみ 2度目の観光で、他の 13 城は初めて

の観光です。2015 年のドライブ旅行では、東北・中部地方の 5城を見ました。

城に関係する歴史には疎いのですが、城を見るのは大好きです。形状の雄大さ、美しさ、

構造などに魅了され、在職時代から多くの城を見てきました。今回これまでに見てきた城

（学生時代に 5城、在職中に 14 城、退職後に 33 城の、計 52 城）を紹介します。

＜補足＞

第 1 章は城の説明ですが、私の勉強を兼ねて、日本城郭史学会代表 西ヶ谷恭弘著の

「日本の城」を引用しました。
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名古屋城の雄の「金のシャチ」 （高さ 2.6m、重量 1.3kg）
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1． 城

（1） 城について （西ヶ谷恭弘著の「日本の城」より引用） は私が訪れた城です。
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（2） 有名な城

表 1 は日本の有名な城です。青色は在職中に、赤色は退職後に私が訪れたことのある

城です。

表 1 有名な城

区分 城の名称

現存天守

12 城

国宝：松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城

重要文化財：弘前城、丸岡城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島

城、高知城

日本三名城 名古屋城、大阪城、熊本城

日本

100 名城

●北海道・東北（13 名城）

根室半島チャシ跡群、五稜郭、松前城、弘前城、根城、盛岡城、多賀城、

仙台城、久保田城、山形城、二本松城、会津若松城、白河小峰城

●関東（10 名城）

水戸城、足利氏館、箕輪城、金山城、鉢形城、川越城、佐倉城、江戸城、

八王子城、小田原城

●中部（23 名城）

武田氏館（武田神社）、甲府城、松代城、上田城、小諸城、松本城、

高遠城、新発田城、春日山城、高岡城、七尾城、金沢城、丸岡城、

一乗谷城、岩村城、岐阜城、山中城、駿府城、掛川城、犬山城、

名古屋城、岡崎城、長篠城

●近畿（16 名城）

伊賀上野城、松坂城、小谷城、彦根城、安土城、観音寺城、二条城、

大坂城、千早城、竹田城、篠山城、明石城、姫路城、赤穂城、高取城、

和歌山城

●中国（13 名城）

鳥取城、松江城、月山富田城、津和野城、津山城、備中松山城、鬼ノ城、

岡山城、福山城、吉田郡山城、広島城、岩国城、萩城

●四国（9 名城）

徳島城、高松城、丸亀城、今治城、湯築城、松山城、大洲城、宇和島城、

高知城

●九州・沖縄（16 名城）

福岡城、大野城、名護屋城、吉野ヶ里遺跡、佐賀城、平戸城、島原城、

熊本城、人吉城、大分府内城、岡城、飫肥城、鹿児島城、今帰仁城、

中城城、首里城
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2． 関東・東北・北海道

（1） 五稜郭 （北海道函館市）・・・日本 100 名城

1864 年に完成した、国内初の西洋式城郭

で、国の特別史跡に指定されています。戊辰

戦争最後の戦いである箱館戦争の舞台とな

りました。1914 年以降は、五稜郭公園として

一般開放されるようになりました。春に約

1600 本のソメイヨシノなどが咲き誇る道南有

数のサクラの名所です。

1991 年、自家用車による 5 泊 6 日の北海

道旅行の際に訪れました。

（2） 上山城（月岡城） （山形県上山市）

1535 年武衛義忠によって築城され、別名

「月岡城」とも呼ばれています。明治政府によ

り廃城となりましたが、1982 年、二の丸跡に

三層の模擬天守が建立されました。

上山市はさくらんぼの産地として有名で、

新潟在住時は毎年さくらんぼ狩りに出掛けて

いましたが、その際にこの城を訪れました。

＜余談＞さくらんぼ狩り

新潟在住の時、山形県上山市に仲の良い家族同士でさくらんぼ狩りに毎年出掛けてい

ました。最初のころは時間無制限でかつ荷物の持ち込みが許されたので、持ち込みの弁当

を食べながらさくらんぼ狩りを楽しみました。当然のことながら、昼食の後は、空の弁当箱

にさくらんぼを詰めるだけ詰めて持ち帰り、帰宅後皆で山分けしました。

それが 2、3 年経つと荷物の持ち込みが禁止になり、昼食前の空腹時にさくらんぼをひた

すら食べるさくらんぼ狩りになりました。（現在果物狩りでは、荷物の持ち込み禁止、時間制

限有りは当たり前です。）

ちなみに私が今住んでいる海老名市には、いちご街道（strawberry road）と呼ばれる通り

があり、いちごの直売所が並ぶとともに、いちご狩りが楽しめる農園があります。

（3） 会津若松城（鶴ヶ城） （福島県会津若松市）・・・日本 100 名城

約630年前に築かれた東黒川館がはじまりです。1874年に取り壊されましたが、1965年

に再建されました。 2011 年に赤瓦へふき替えし、幕末当時の姿を再現しました。

新潟在住時の 1977 年と 1986 年に、また 2015 年 4 月に訪れました。2015 年はちょうど

桜が満開の時期で、さくら名所 100 選を実感しました。

五稜郭 （インターネットより引用）
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（4）水戸城 （茨城県水戸市）・・・日本 100 名城

水戸城は徳川御三家のひとつ水戸徳川家の居城です。城跡は二の丸、三の丸付近が

整備されており、土塁、空堀が現存しています。三の丸があった場所に水戸藩藩校であっ

た弘道館が現存しています。現在、水戸城大手門の復元工事が進められています。

（5）唐澤山城 （栃木県佐野市）

唐澤山城は佐野氏の居城で、関東七名城のひとつです。現在、本丸跡には唐澤山神社

が建立されています。また、唐沢山城跡内にある天狗岩からは関東平野を一望できます。

天守 （2015 年 4 月）表門（鉄門） （2015 年 4 月）

ますがた（城門があった場所） 唐澤山神社の白の狛犬と拝殿

当時の水戸城大手門

弘道館
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（6） 忍城址 （埼玉県行田市）

関東七名城に謳われた忍城は、文明年間の初めの頃に築城され、上杉、北条氏との戦

いにも落城せず、石田三成の水攻めにも耐え、戦国の世を生き抜いた名城です。「のぼう

の城」で映画化されました。

（7） 川越城 （群馬県川越市）・・・日本 100 名城

川越城は太田道真、太田道灌父子によって築かれた城です。江戸時代には川越藩の藩

庁が置かれ、江戸の北側の防衛線として重要視されました。1848 年に建てられた本丸御

殿の一部が現存しています。

川越は江戸時代に城下町として栄え「小江

戸川越」と呼ばれるようになり、国から歴史都

市に認定されています。ノスタルジックいっぱ

いの蔵造りの町が魅力的です。

また山車が街中を練り回る「川越まつり」は

とても有名です。まつりの規模、見物人の多

さ（2015年の見物人は92万9千人）に圧倒さ

れます。山車は全部で 29 台あり、2015 年は

23 台が運行されました。

本丸御殿（県指定文化財） 中ノ門堀跡

川越まつりの山車

あずま橋と東門 御三階櫓
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（8） 佐倉城 （千葉県佐倉市）・・・日本 100 名城

1962 年に市の史跡に指定され、現在跡地は佐倉城址公園として整備されています。本

丸、二の丸、三の丸、椎木曲輪、天神曲輪などの多くの郭の形状が残っています。

（9） 皇居東御苑（旧江戸城） （東京都千代田区）・・・日本 100 名城

皇居東御苑は、旧江戸城の本丸・二の丸・三の丸の一部を宮殿の造営にあわせて、皇

居附属庭園として整備したものです。江戸城の遺構など、歴史的な史跡を見ることができま

す。神奈川県海老名市に 26 年住んでいて、2016 年に初めて訪れました。

大手門 富士見櫓

天守台 二重橋（橋の前での記念撮影は定番です。）

下総国 佐倉城天守跡
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（10） 八王子城 （東京都八王子市）・・・国史跡、日本 100 名城

八王子城は、小田原に本拠をおいた後北条氏の三代目氏康の三男、北条氏照が築い

た山城です。標高 460mの本丸跡は駐車場から 40分の行程ですが、頑張って登ってきまし

た。

（11） 小田原城 （神奈川県小田原市）・・・日本 100 名城

室町時代に大森氏の築いた山城が前身で、

その後北条氏の居城となりました。1960 年に

は天守が復興され、4 階の展望室からは房総

半島や伊豆半島が一望できます。城跡は国

の史跡に指定されています。天守の耐震改

修工事が最近（2015 年 7 月～2016 年 4 月）

行われました。

年間を通して花（梅、桜、藤、アジサイ、花

菖蒲、ハス、紅葉）が楽しめる場所なので、毎

年数回訪れています。

5月 3日に「小田原北條五代まつり」が開催されます。2016 年の北條早雲役は柳沢慎吾

さんでした。

常盤木門 天守

現存する石垣 本丸跡（標高 460m）
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（12） 一夜城 （神奈川県小田原市）

豊臣秀吉が1590年の小田原征伐の際に、小田原城の西3kmにある笠懸山の山頂に構

築した城です。小田原城から見えないように築き、完成後に周囲の木を伐採したため、北

条氏側に一夜にして築城されたかのように見せて驚かせ、戦闘意欲を失わせる効果を果

たした、といわれるのが一夜城の名の由来です。

パティシエの鎧塚俊彦さんが経営する「一夜城ヨロイヅカ・ファーム」が、一夜城跡のすぐ

そばにあります。

（13） 足柄城址 （神奈川県南足柄市）

静岡県小山町と神奈川県南足柄市の境の足柄峠付近にあり、別名霞城ともいいます。

旧東海道の足柄古道に位置する山城（尾根城）です。ここから見る富士山は裾野まで見る

ことができ、絶景です。

井戸曲輪跡 （国指定史跡石垣山） 一夜城ヨロイヅカ・ファーム

足柄城址の主郭に建つ石碑 足柄城址から見る富士山
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3． 中部

（1） 武田氏館（武田神社） （山梨県甲府市）・・・日本 100 名城

国史跡である武田氏館跡は、1519 年に武田信虎が築いた武田氏の本拠で、一般には

「躑躅ヶ崎館」（つつじがさきやかた）の呼び名で親しまれています。武田神社は武田氏館

跡に、1919 年創建されました。境内には武田氏館当時の堀、土塁、石垣などが残り、一族

の遺香を現在まで伝えています。

（2） 甲府城 （山梨県甲府市）・・・日本 100 名城

武田氏滅亡後、豊臣秀吉の命により築城されました。関東の徳川家康に対抗するため

の重要な戦略拠点として築かれたといわれ、徳川体制になってからは西側への備えとして

の重要性を保ち続けたといわれています。かつては20haほどの広大な城郭でした。現在は、

城跡の一部が「舞鶴城公園」、「甲府市歴史公園」として開放されています。

（3） 岩殿城跡（山梨県大月市）・・・山梨県指定史跡

標高 634m の岩殿山に築かれた山城です。戦国時代には東国の城郭の中でも屈指の堅

固さを持っていたことで知られています。

「秀麗富嶽十二景（しゅうれいふがくじゅうにけい）」とは、大月市域内にあり、富士山を望

む優れた景観がある場所として、大月市が1992年に定めた12の山域（山頂）です。岩殿山

もその一つで、美しい富士山が望めます。

堀と石垣と朱塗りの神橋 武田神社拝殿

稲荷櫓 天守台跡
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（4） 山中城 （静岡県三島市）・・・日本 100 名城

後北条家が豊臣秀吉の来攻に備えて修造したもので、箱根山西麓（標高 580m）に位置

しています。1934年に国の指定史跡となり、1981年から城跡公園として開放されています。

障子堀、畝堀、角馬出（かくうまだし）、屈曲スロープの通路など、最新の後北条流築城術

が見学できます。

＜余談＞MISHIMA SKYWALK

山中城から車で約 10 分の場所に、日本一

長いつり橋「MISHIMA SKYWALK」（長さ 400m、

高さ 70.6m）が 2015 年に完成し、観光名所に

なりました。晴れた日には、富士山、駿河湾、

伊豆の山並が一望できます。

ちなみに、これまで日本一長いつり橋は、

私の郷里大分県の「九重“夢”大吊橋」（長さ

390m、高さ 173m）でした。

西櫓跡と西ノ丸畝堀 障子堀

岩殿城跡（岩殿山） 初冠雪が見える富士山が見えました。

MISHIMA SKYWALK
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（5） 掛川城 （静岡県掛川市）・・・日本 100 名城

東海道の要所の地に築かれた掛川城は、その美しさから「東海の名城」とうたわれてい

ます。現存するのは掛川城御殿、太鼓櫓、大手門番所のみですが、1994 年に当時の様子

そのままに天守と大手門が復元されました。春は桜が美しいです。

掛川城御殿は二の丸に建てられた江戸時代後期の建物で、現存する城郭御殿としては、

京都二条城など全国で 4箇所しかない貴重な建築物です。

（6） 浜松城 （静岡県浜松市）

浜松城は徳川家康の居城として知られ、17年間を浜松城で過ごしました。1958年に再建

された天守の最上階からは三方ヶ原古戦場、遠州灘、浜名湖、富士山などを臨むことがで

きます。2014 年には天守門が復元されました。

（7） 松本城 （長野県松本市）・・・国宝、日本 100 名城

1593～1594 年に建てられた五重六階の天守としては日本最古です。天守は国宝に指定

され、城跡は国の史跡に指定されています。戦闘に有利な山城が多い中では、異色の平

城です。敵の侵入を防ぐ石落や鉄砲狭間などが見どころです。朱塗りの「埋の橋」と「月見

櫓」の高欄が綺麗です。

新潟在住時の 1978 年に訪れた時は、月見櫓の廻縁に出ることができましたが、2015 年

4 月に訪れた時は、廻縁に出られない構造になっていました。

天守 掛川城御殿（重要文化財）

天守門 天守
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（8） 小諸城址懐古園 （長野県小諸市）・・・日本 100 名城

豊臣秀吉天下統一のとき小諸城主となった仙石秀久により完成された城です。城下町よ

り低い位置に城を築いた「穴城」は全国でも珍しい城です。大手門や野面石積みの石垣は

400 年前のまま当時の姿で残されています。

明治の廃藩置県により役割を終えた小諸城は、本丸跡に「懐古神社」を祀り「懐古園」と

名付けられました。

（9） 高遠城 （長野県伊那市）・・・国の史跡、日本 100 名城

武田信玄の五男仁科五郎盛信が織田信忠と戦い、壮絶な死を遂げたのが高遠城です。

廃藩置県で城を撤去、今はわずかに城の遺構（曲輪）や石垣が残るだけです。

現在は「天下第一の桜」（さくら名所100選）が咲き誇る美しい公園となっています。4月に

は、樹齢 130 年以上の古木 20 本、樹齢 50 年以上のもの 500 本などに、若木を加えた約

1,500 本のタカトオコヒガンザクラが、淡紅色で小ぶりの花を枝いっぱいに付けます。

埋の橋と松本城天守 月見櫓と朱塗りの高欄

三の門（城門）（重要文化財） 天守台
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（10） 上田城址（真田神社） （長野県上田市）・・・日本 100 名城

真田幸村の父、真田昌幸によって築城された上田城は、上田合戦で徳川軍を撃退した

難攻不落の城として知られています。日本百名城に認定されています。真田神社は、上田

城本丸跡にあり、真田氏、仙石氏、松平氏という歴代の上田城主を御祭神としています。

（11） 新発田城 （新潟県新発田市）・・・日本 100 名城

新発田城は別名「あやめ城」とも呼ばれており、本丸表門、旧二の丸隅櫓が現存してい

ましたが、2004年には三階櫓と辰巳櫓が復元されました。歴史が香る城下町新発田のシン

ボルです。新潟県新発田市城北町に在住の時の自宅からは、歩いて 10 分位の場所です。

本丸表門（重要文化財） 復元された三階櫓

東虎口櫓門と南櫓 真田神社

二の丸から本丸に続く桜雲橋と問屋門 曲輪
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（12） 村上城址 （新潟県村上市）・・・国の史跡

標高135mの臥牛山に築かれた城です。現

在、天守櫓、門などの城郭建造物は存在しま

せんが、城跡一帯には戦国時代の遺構と、

江戸時代遺構が混在して残っています。

新潟在住中は一度も訪れたことはありませ

んが、2015 年 4 月に、第二の故郷新潟を訪

ねる旅で訪れました。

（13） 岡崎城 （愛知県岡崎市）・・・日本 100 名城

岡崎公園は岡崎城の城跡を公園にしたもので、岡崎市を代表する歴史と文化の公園で

す。広大な園内には、旧城そのままの白亜の天守がそびえ、城塁、内堀や家康公ゆかりの

史跡などがあります。さらに、二の丸能楽堂、巽閣、茶室葵松庵・城南亭、からくり時計、徳

川家康公銅像、龍城神社、元康像、五万石藤など、みどころいっぱいの公園です。

（14） 犬山城 （愛知県犬山市）・・・国宝、日本 100 名城

1537 年に建てられ、天守は現存する日本最古の様式です。木曽川のほとりの小高い山

の上に建てられた天守からの眺めはまさに絶景です。周辺には犬山城下町の古い町並み

や、多くの観光施設があります。

天守の最上階に廻縁があります。高欄の高さは膝より少し高い程度で、その低さに驚き

ました。他の城では安全面の観点で、廻縁には出られないようにしたり、出られても高欄に

大人の胸の高さほどの柵を追加したり、屋根まで金網を設置したりしていました。

村上城の石垣

大手門 天守 （入口のある南側）
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（15） 名古屋城 （愛知県名古屋市）・・・国の特別史跡、日本三名城、日本 100 名城

金の鯱（シャチ）は、城だけでなく名古屋の街の象徴にもなっています。大天守、小天守と

櫓、門、御殿などの一部は戦前まで残存していましたが、名古屋大空襲によって大部分を

焼失しました。戦後に天守などが復元され、現在城跡は名城公園となっています。

名古屋城は 20～30 年前の出張時に、仕事の後に現地の営業担当者に案内されて訪れ

ました。2016 年 4 月と 2017 年 12 月にも訪れましたが、2017 年には TV番組収録中のタレ

ントのヒロミさんに会いました｡

TV 番組収録中のヒロミさん表書院の座敷飾（本丸御殿）

天守 西南隅櫓 （重要文化財）

廻縁と高欄天守
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（16） 清州城 （愛知県清須市）

織田信長公の天下取りの出発点が清須城です。1989 年に現在の場所に清洲城として

再建整備されました。金色に輝く鯱を屋根にいただく清洲城天守、芸能文化館、五条川に

架かる赤い大手橋は、清須市のシンボルとなっています。

五条川を挟み清洲城の対岸に清洲公園があり、「桶狭間の戦い」に出陣する姿を模した

織田信長公の銅像が建ちます。この銅像の脇に濃姫像があります。

（17） 大垣城 （岐阜県大垣市）

1945 年、戦災で焼失しなければ歴史的価値の高い観光名所になっていたと言われてい

ます。かつての大垣城は、水堀を幾重にもめぐらせた堅城で、敷地にして現在の3倍以上、

櫓の数は 10 を数える大変規模の大きな要塞だったと言われています。1959 年に再建され

た天守は、全国的にも珍しい 4 層の天守を持ち、城下町・大垣のシンボルとして市民に親し

まれています。

（18） 郡上八幡城 （岐阜県郡上市）

1559 年遠藤盛数によって砦が築かれたのが、郡上八幡城のはじまりです。明治の廃藩

置県とともに廃城となった城は、翌年から石垣を残して取り壊されましたが、1933 年に天守

が木造で再建されました。木造再建城としては日本最古です。現在の城郭一帯の石垣す

大手橋と大手門と天守 天守（東側）

西門と天守 天守
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べてが県の史跡に、天守は市の有形文化財に指定されています。天守からは城下町や奥

美濃の山並が一望できます。「岐阜の天空の城」と呼ばれています。

（19） 金沢城 （石川県金沢市）・・・国の史跡、日本 100 名城

金沢城公園は、加賀百万石前田家の居城であった城が一般に開放された歴史的空間で、

外庭であった兼六園と共に石川県民の宝です。石川門、三十間長屋のような歴史的建造

物、近年再建された菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓など、見どころがいっぱいです。

道路を挟んで隣に日本三名園の「兼六園」があります。徽軫灯籠（ことじとうろう）や霞ヶ

池といった見どころがたくさんあります。

天守と桜の丸隅櫓 天守 （日本最古の木造再建城）

石川門 （重要文化財） 菱櫓・五十軒長屋・橋爪門続櫓

菱櫓 橋爪門続櫓に隣接する橋爪門
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（20） 丸岡城 （福井県坂井市）・・・重要文化財、日本 100 名城

柴田勝豊によって 1576 年に築城された丸岡城は、現存する日本最古の天守です。外観

は二層、内部は三層の望楼型天守で石垣は「野面積み」という古い方式で、すき間が多く

粗雑な印象ながら排水がよく大雨に崩れる心配がないといわれています。

（21） 越前大野城 （福井県大野市）

大野市北西部にある標高 249m の亀山に

築かれた平山城です。1575 年金森長近によ

り、5 年の歳月をかけて築城されました。土台

となる石垣は、自然石をそのまま積み上げた

「野面積み」という工法で作られています。現

在の天守は、1968 年に絵図や同時代の城を

参考に再建されたものです。「福井の天空の

城」と呼ばれています。

（22） 駿府城 （静岡県静岡市）・・・日本 100 名城

徳川家康が大御所となって隠居した際に使われた城です。天守は家康により 3 度建てら

れましたが、城下の火災が延焼して焼失しました。現在、旧二の丸と本丸が「駿府城公園」

として整備されています。巽櫓と東御門、坤櫓が復元されて公開されています。

巽櫓 東御門
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（23） 高島城 （長野県諏訪市）

約 400 年前に豊臣秀吉の臣下、日根野織部正高吉によって築城されました。築城当時、

諏訪湖の水が城際まで迫り壕の役割を果たしたことから難攻不落を誇り、別名を「諏訪の

浮城」と呼ばれていました。現在の天守閣は 1970 年に復興されたものです。城郭は高島公

園で、秋は紅葉・黄葉がきれいです。
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4． 近畿

（1） 彦根城 （滋賀県彦根市）・・・国宝、日本 100 名城

井伊直継・直孝によって約 20年の歳月をかけて建設され、1622 年に完成しました。天守

をはじめ、重要文化財の各櫓（天秤櫓、西の丸三重櫓、佐和口多聞櫓、太鼓門櫓）、下屋

敷の庭園である玄宮園、内堀・中堀などが当時の姿を留めています。全国的に見てもきわ

めて保存状態のよい城跡で、年間を通じて多くの人々が訪れます。

（2） 長浜城 （滋賀県長浜市）

羽柴秀吉（のちの豊臣秀吉）が築き、初めて城持ちの武将となった城です。琵琶湖にせり

出した水城で、城内から水門を通じて琵琶湖に舟の出入りができるようになっていました。

1615 年に廃城になり、現在城跡の一部は豊公園（さくら名所 100 選）として整備され、かつ

ての本丸の天守台跡西側に、築城当時の石垣の一部が残っています。城跡には 3 層の模

擬天守が建っていますが、これは 1983 年に犬山城や伏見城をモデルに建設されたもので、

長浜城の天守の復元構造物ではありません。

天守 （国宝） 西の丸三重櫓 （重要文化財）

天秤櫓 （重要文化財） 太鼓門櫓及び続櫓 （重要文化財）

天守 （国宝） 西の丸三重櫓 （重要文化財）
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（3） 二条城 （京都市中京区）・・・日本 100 名城

徳川幕府における京都の拠点となった二

条城は、徳川家康が 1603 年に京の宿館とし

て建設した平城です。1867 年に 15 代将軍慶

喜がここで大政奉還を行いました。本丸（重

要文化財）、二之丸御殿（国宝）、二之丸庭園

（特別名勝）からなります。

1964 年、中学の修学旅行で訪れました。

（4） 大阪城 （大阪市中央区）・・・日本三名城、日本 100 名城

豊臣秀吉によって、1585 年に建てられまし

た。大坂冬の陣・夏の陣と二度にわたって徳

川勢に攻められて落城したのち、江戸時代に

再建されましたが、落雷によって焼失してしま

いました。現在の天守は、1931 年に建てられ

たものです。

1964 年、中学の修学旅行で訪れました。

（5） 姫路城 （兵庫県姫路市）・・・世界遺産、国宝、日本 100 名城

国宝姫路城は 1993 年、奈良の法隆寺とともに、日本で初の世界文化遺産となりました。

シラサギが羽を広げたような姿から「白鷺城」の愛称で親しまれます。現在の大天守は

1609 年に建築されたもので、400 年以上が経過した今でも、その美しい姿を残しています。

2006年12月、クラブツーリズムの一泊バスツァーで行きました。ツァーでは、北野異人館

街、神戸ルミナリエ、明石海峡大橋の観光も含まれていました。

天守 （豊公園側） 天守 （豊公園の反対側）
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2011 年 4 月から始まった「姫路城大天守保存修理工事」が 2015 年 3 月に終わり、真っ

白な姫路城になりました。写真は 2006 年の工事前のものです。
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5． 中国・四国

（1） 岡山城 （岡山県岡山市）・・・日本 100 名城

天守は黒漆塗りの下見板を取り付ける造りで外観が黒いため、別名「烏城」と呼ばれて

います。1945 年に天守が焼失しましたが現在は再建されています。隣接する後楽園ととも

に岡山のシンボルとして、多くの人達から愛されている真っ黒な岡山城です。

在職中に岡山市役所の仕事に携わったことがあり、その際に訪れました。また退職後の

2014 年 10 月にも訪れました。後楽園にも行きました。

（2） 福山城 （広島県福山市）・・・国の史跡、日本 100 名城

1619 年に水野勝成が築城した江戸時代における名城です。1945 年、空襲により天守は

消滅しましたが 1966 年に再建されました。昔の姿を留める伏見櫓、筋鉄御門は重要文化

財に指定されています。城跡は国の史跡として保存されています。

2003 年 3 月に長女の結婚式が福山市で行われ、その際に訪れました。

（3） 高松城 （香川県高松市）・・・日本 100 名城

高松城は 1587 年に生駒親正によって築かれました。城の北側は海に面し、残り三方の

堀に海水を引き入れた日本三大水城（高松城、今治城、中津城）の一つです。堀が海とつ

ながっているため、潮の干満による水位調整のための水門があるのも、海城ならではの遺

構です。現在は、三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城跡は「玉藻公

園」として整備されています。

天守の正面 廊下門から見る天守

天守 福山城の城郭
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高松に出張した際に寄りました。合わせて「栗林公園」にも行きました。

＜余談＞栗林公園 （香川県高松市）・・・国の特別名勝

紫雲山を借景（造園技法の一つ。庭園外の山や樹木などの風景を、庭を形成する背景と

して取り入れたもの。）として、6 つの池と 13 の築山を配した大名庭園で、回遊式庭園の南

庭と、近代的に整備された準洋式の北庭からなっています。面積は約 75ha と、特別名勝に

指定されている庭園の中では最大の広さです。日本三名園（兼六園、後楽園、偕楽園）にも

劣らないと言われています。四方正面（四方のどこから見ても正面として見えること。）の珍

しい茶室掬月亭や、南湖に架かる偃月橋からの眺めは絶品です。

（4） 松山城 （愛媛県松山市）・・・重要文化財、日本 100 名城

松山市の中央、標高 132m の勝山山頂に

本丸があり、裾野に二の丸、三の丸がある日

本有数の平山城です。天守は日本で最後の

完全な城郭建築と言われており、最上階から

は 360 度眺望がひらけ、松山平野や瀬戸内

海などを見渡すことができます。

1994 年神奈川から郷里の大分まで車で、

四国経由で帰省しましたが、その際に訪れま

した。城の様子の記憶は全くありませんが、

ロープウェイ・リフトで上がった記憶はあります。

（5） 高知城 （高知県高知市）・・・重要文化財、日本 100 名城

高知市の中央に位置し、1611 年に初代土佐藩主山内一豊公が築いた南海の名城です。

江戸時代に建造された天守や本丸御殿（懐徳館）、追手門等が現存し、城跡は国の史跡に

指定されています。

在職中に高知市役所の仕事に携わったことがあり、月1回のペースで2年間ほど高知に

行きました。行って時間に余裕のある時は、必ず高知城を訪れていました。また、太平洋の

彼方を見つめる坂本龍馬像のある桂浜にも一度行きました。

追手門 天守
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6． 九州・沖縄

（1） 福岡城（舞鶴城） （福岡県福岡市）・・・国指定史跡、日本 100 名城

黒田長政が築城した城で、舞鶴城ともいいます。平山城で、天守はなく大中小の各天守

台と 47 の櫓があったといいます。本丸、二の丸、東二の丸、南二の丸、三の丸で構成され

た内城が国指定史跡です。

大学時代、福岡城の近くの下宿（福岡市赤坂）で過ごした私は、よく訪れていました。また

城内には平和台球場があり、よく地元球団の西鉄の応援に行きました。

＜余談＞黒い霧事件

1969 年のシーズンオフに野球賭博に絡んで、プロ野球界の投手の｢八百長事件｣が発覚、

球界の｢黒い霧事件｣と呼ばれました。翌年、西鉄のエースの池永正明投手をはじめとする

主力 6 選手にも八百長の疑惑が及び、池永投手らはこの事件で球界を永久追放されまし

た。西鉄はこの事件で、1970 年の平和台球場の外野席入場料を無料にしました。

事件を境に戦力の大幅ダウン、観客動員数の減少など経営悪化をたどり、1972 年に球

団の身売りになりました。西鉄ライオンズから太平洋クラブ・ライオンズ、クラウンライター・

ライオンズ、西武ライオンズを経て現在の埼玉西武ライオンズになっています。

（2） 小倉城 （福岡県小倉市）

1602 年、細川忠興公が築城した小倉城の天守は「唐造りの天守」と呼ばれ、四階と五階

の間に屋根のひさしがなく五階が四階よりも大きくなっているのが特徴です。また、城の石

垣は野面積みで、素朴ながらも豪快な風情にあふれています。

新潟在住時の 30 才代の時に出張で小倉に行きました。顧客への製品 PR を終え、現地

の営業車で移動中小倉城天守が見えたので、車を停めてもらいこの写真を撮りました。

（3） 熊本城 （熊本県熊本市）・・・国の特別史跡、日本三名城、日本 100 名城

別名「銀杏城」の愛称で親しまれている熊本城は、加藤清正が構築した平山城です。西

南戦争の直前に大小天守や御殿など本丸の建築群が焼失し、現在の天守は 1960 年の再

建です。現存する宇土櫓などの櫓・城門・塀 13 棟は重要文化財に指定されています。

2012 年に観光で訪れ、その壮大な天守や櫓に圧倒されましたが、2016 年 4 月の「熊本

震災」で、石垣が崩れる、しゃちほこ、屋根瓦が落下するなどの大きな被害を受けました。

復旧には 10 年を超えると言われていますが、早い復旧を願うばかりです。



- 41 -

（4） 大分城（府内城） （大分県大分市）・・・日本 100 名城

府内藩主の居館および武家屋敷により構成された、近世城郭

の特徴を色濃く残す城です。かつては、四重層の天守を持ち、

23 の櫓と 5 つの門、3 箇所の廊下橋が築かれていましたが、戦

災などにより失われてしましました。現存する宗門櫓と人質櫓は、

県指定文化財となっています。今は大分城址公園になっていて、

大分市民の憩いの場となっています。

大分市は私の郷里で、高校時代まで 18 年間過ごしました。大

分城址公園内には大分文化会館があり、ここで開催されたグル

ープサウンズのタイガーズのコンサート鑑賞が記憶にあります。

（5） 岡城 （大分県竹田市）・・・日本 100 名城

瀧廉太郎の名曲「荒城の月」で有名な岡城は、1185 年に緒方三郎惟栄によって築城さ

れたと伝えられています。現在、本丸、西の丸などの周囲に巡らされた石垣が残る岡城阯

には、ソメイヨシノを中心におよそ 1500 本の桜（さくら名所 100 選）が植えられています。滝

廉太郎像が、終焉の地大分市の遊歩公園内にあります。

岡城は、大学時代の部活（ワンダーフォーゲル部）の山合宿の下山時に寄りました。

大天守（左）と小天守（右） 宇土櫓（重要文化財）

飯田丸五階櫓 本丸御殿（絢爛豪華な障壁画）
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（6） 首里城 （沖縄県那覇市）・・・世界遺産、日本 100 名城

首里城は沖縄県内で最大の木造建築物で、那覇市首里の見晴らしのいい高台にありま

す。第二次世界大戦で焼失しましたが、1992 年に復元されました。2000 年に、「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ました。

沖縄には出張で数回、プライベートで１回訪れています。写真は 2000 年 12 月の出張の

際に撮ったものです。名護市長への、IC カードに関するプレゼンテーションの時間が夜しか

取れなかったため、昼間観光バスによる沖縄観光を行いました。首里城、平和祈念公園、

ひめゆりの塔などを見て回りました。

守礼門 首里城
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＜余談＞

（1）欧州で見た城

1975年5月から1年間、ドイツ（当時は西ドイツ）のデュセルドルフに駐在する機会があり

ました。休日は欧州各地の観光を楽しみました。写真は観光で見た城です。

ドイツには、世界の名城の一つとして名高い「ノイシュバンシュタイン城」がありますが、こ

の城は見る機会がありませんでした。

（2）熱海城（静岡県熱海市）

熱海の錦ヶ浦山頂に建てられた外観5重、内部9階の、鉄筋コンクリート造りの天守閣風

の観光施設です。城内には鎧や刀を展示する武家文化資料館や浮世絵秘画館、殿様やお

姫様になって写真が撮れる仮装写真館、江戸の衣装に着替えて、江戸時代にタイムスリッ

プ気分が味わえる江戸体験コーナーなどがあります。

ハイデルベルグ城 （ドイツ） サンタンジェロ城 （ローマ）
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