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平成 30 年９月 29 日 

平成 30 年度第７回 あかし楽歴史講座  「高砂城と明石」 

高砂市教育委員会 清水一文 

 

１．高砂城の歴史 
 

（１）地理 

○自然地形の分類、高砂市固有の地形「海」「川」「山」「平野」 

○微地形と遺跡の分布、微高地上に集落と生活の営み 

○交通の変遷、陸路（街道・道路・鉄道）・水路（河川・海） 
 

（２）前史 －中世の高砂城、二つの高砂城－ 

 ①中世の高砂 

○荘園域と集落の分布は、近世に引き継ぐ 

○加古川舟運の整備に着手、交通拠点としての要所 

②中世の高砂城 

○小松原城 …三角州上の微高地に築かれた環濠集落に築

かれた。初代城主は赤松盛正（1244-）、孫の

景満の次子列滋
ときしげ

が高砂構居を築くという。嘉

吉の乱(1441 年)後、高砂構居主列滋
ときしげ

が杉岡蔵

人を名乗り荒井構居へ移り、娘婿の梶原氏が

高砂構居主となったという。（『播磨與地通志』） 

⇒高砂構居は小松原城の支城であったか。 

○中世高砂城の比定地は 4 カ所候補地があり定まらず。 

 ㊀小松原城 ㊁高砂神社（近世高砂城） ㊂農人町の古宮地 ㊃十輪寺か善立寺（高浜） 

 ○高砂城主梶原平三兵衛景行（景秀）は三木合戦時別所方についた。毛利方と組み、加古

川を使って兵糧や兵器を三木城へ運んだ。黒田官兵衛の説得によって高砂城を明け渡

し退去したという。その後、淡路の沼島、讃岐の引田
ひ け た

、備前に逃れたと諸説ある。 

 ○天正８年(1580)破城令…置塩、御着、高砂、神吉、阿閉(梶原古城)、明石、平野、東条 
 

（３）築城と城郭 

 ①築城へ 

 〇天正期    …人家はわずかに農人町・浜町のみ、辺り一面は高洲・砂浜(加藤家文書）。 

○慶長 5 年(1600) …池田輝政は高砂浦の梶原の城址を取立て、家臣の中村主殿介に禄 

以降      4500 石・侍士 100 騎を添え目代とする。池田利隆は日置豊前守に禄

1300 石を賜り守護となす。(『高砂雑誌』）。 

〇慶長６年(1601) …姫路藩主池田輝政、三ヵ条の定で今津町住民を移住させる(加藤家文書） 

中世高砂城候補地 位置図 
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 〇慶長 10 年(1605)…高砂城と高砂の町場が建設される（「慶長播磨国絵図」ほか）。17 年説も

（「池田家履歴略記」）。中村主殿助正勝を高砂郡代に命じ築城させる。の

ち日置豊前守忠俊に城を守らせる(『高砂雑誌』）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ②城郭の構造に関する記述 

  城絵図は残されておらず、文字記録も下記のみで、詳細は不明。 

 〇慶長播磨国絵図…「城」「高砂町」。「城」の記載は姫路城と高砂のみ。ほかに「ふなけ」

に「明石古城」、「平福町」に「古城」など。→池田氏支配下で重要な

拠点として都市建設。 

 ○高砂雑誌   …羅郭石壁堅くして木戸を 11 口に定める。 

本丸は東西 51 間（約 93m）、南北 67 間（約 122m）。家中は４丁（約

437m）四方に軒をつらねて住居す。只今町家に成る所なり。 

〇高砂神社文書 …本丸は現高砂神社で、外郭は東に加古川、北と西は堀川、南は海で囲

(天明８年[1788])  まれていた。彫り抜きの井戸が本町にある。幕府から輝政は高砂出城 

を築くつもりかと尋ねられたが、神社を建立していると言い訳をし 

て事なきを得たという。 

 〇高砂町方明細帳抜書…高砂古城は、慶長５年(1600）に、本丸天主が今の高砂神社に築かれ、

惣家中が４丁(約 436m)四方で、本丸が東西 51 間(92.7m)・南北 67 間

(121.8m)である。城・家中屋形とも宮地に建立され、町家は百間蔵の

後ろと十輪寺の後ろにある。 

 ○小笠原文庫文書 …元和７年(1621)明石新城へ移る、本多忠政から高砂の侍屋敷の家と

して 60,70 軒を進められ、近習の者へ下された。これは池田輝政の

時分に３万石下された家老居住跡の家である。 

慶長播磨国絵図（高砂市史 2005） 

近世高砂城 城郭構造図 
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 ③考古資料 

 ○川口番所跡や近隣で池田氏家紋瓦が伝承されている。 

④高砂城の概要 

 ○中世高砂城とは別に新たに築かれた城で、姫路城の出

城として軍事拠点の一つに位置づけられていた。 

 ○低地に築かれた平城で、南東に置いた本丸を、家老屋

敷が取り囲み、町屋を北と西の屋敷外に配置する城下

町を形成していた。 

 ○加古川河口と瀬戸内海に面し、大船や石船 100 艘を造

ったという伝承もあり、姫路藩の東側を守る軍港の役

割もあった。 
 

（４）廃城と港町へ 

 ①廃城 

 ○元和元年(1615) …武家諸法度で一国一城令が発令。高砂城が破却される。 

 ○元和３年(1617) …姫路藩池田家が鳥取城へ移封し、本多忠政が姫路藩主となる。 

          「高砂屋敷割定目之事」(加藤家文書）で、城下町等に居住していた人々

を優先して屋敷を分譲し、くじで決めることが記される。 

〇元和７年(1621) …明石城築城の際、高砂の侍屋敷 60,70 軒が移された（『小笠原文庫文書』）。 

○寛永３年(1626) …本丸跡地に高砂神社を転居した(『高砂雑誌』）。 

          今の町並みに替えられ、高砂神社や堀川外側の町屋の跡地はすべて

田畑となり年貢地となった（高砂町方明細帳抜書）。 

 ②港湾都市へ 

 ○町割り…高砂城破却後、南北 382 間（約

695m）・東西 382 間（約 695m）

の広さに、碁盤目状の道を区画す

るよう再整備され、29 町があっ

た。（高砂町方明細帳抜書） 

 ○堀川 …町の東に高砂川、北に北堀川、西

に西堀川で取り囲まれ、南堀川が

町の中心へ入り込む。堀川を使っ

て舟が町の中を往来する港湾都

市であった。 

 ○船着場…高砂川と南堀川には石垣が描か

れ（播州高砂図）、海と川をつなぎ、

高瀬舟や上荷船が着岸していた。

発掘調査では雁木や石敷き遺構 播磨郡高砂町之図（高砂市史 2005） 

高砂市に残る池田氏家紋瓦 
（田中 1995） 
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が発見された。 

 ○藩施設…姫路藩の川口御番所（室津・飾磨津・家島にも浦手番所あり）・津留穀留御番

所のほか、百間蔵（伏見城の蔵を移築という）・御溜家が置かれた。 

 

２．明石城と竜山石 
 

（１）竜山石について 

 ①岩石の特徴 

 ○凝灰岩…中生代白亜紀後期(約 7000～

8000 万年前)のハイアロクラ

スタイト(水冷破砕火砕岩)  

 ○特質 …赤・青・黄色の３色、節理が

発達、圧縮強度と破壊ひずみが高い、“硬くて粘りがある” 

 ②竜山石採石の歴史 －1700 年続く石の文化－ 

 ○初現  …古墳時代前期古墳の石室材、播磨・大和に流通 

○古墳時代…石棺材「大王の石」、播磨・西日本（滋賀県～山口県）に流通 

○古代…飛鳥・奈良時代の宮都・寺院等の建築材 20 数カ所、播磨・畿内に流通 

 ○中世…鎌倉・南北朝・室町時代の石造物（石塔・石仏）356 例、播磨のみ流通 

 ○近世…江戸時代の建築材（石垣・礎石等）・石造物・日常雑器等、播磨・近畿圏に流通 

 ○近代…明治・大正・昭和時代の建築材等、播磨・近畿・中部地方に流通 

 ○現代…昭和高度成長期を中心に爆発的な採石活動 ⇒ 山容が断崖化 
 

（２）明石城の竜山石 

 ①石垣の分類（『明石公園石垣災害復旧工事報告書』） 

  

②竜山石使用の特徴 

○第１期の元和築城のときには使用されて

おらず、第２期以降の石垣修理の際に使用。 

○算木積みの角石・角脇石・築石・間詰め石

等や櫓礎石などに使用。 

○矢穴は、幅 4.5～12.5cm、深さ 4.5～13cm。

刻印石は少ない。 
 

分類 年  代 内 容 位 置 石 材 

第１期 元和 5年 1619 築城 本丸・三ノ丸・ 
稲荷曲輪ほか 

花崗岩 

第２期 寛永 5･8年 1628･1631 大火後修築 本丸・二ノ丸・ 
三ノ丸ほか 

竜山石･花崗岩 

第３期 寛文 2年～江戸末 1632～1868 地震後修築 本丸・帯曲輪 竜山石･花崗岩 

第４期 明治期・昭和期 1868～ 修繕 本丸 竜山石･花崗岩 

竜山石製石棺分布図（藤田 2013を一部改変） 

明石城主郭の石材分布図（北垣 2000） 
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（３）近世明石と高砂の関わり 

①その他の使用例 

○城下の武家屋敷跡、近世以降の町屋・社寺・側溝等にも使用。 

 ➁宮本武蔵・伊織 

 ○宮本伊織（1612-1678）は米田村(高砂市)に生まれ、16 歳の時明石藩小笠原忠政の近習

として仕えた。加古川市泊神社の棟札(1653 年)等から、叔父である武蔵の養子となった

とされる。 

 ○宮本武蔵（1584-1645）が、明石城築城時に城下の町割りを行ったとされる（『明石記』

等）。本末寺庭園などの作庭も行ったと伝わる。生誕地として、播磨説と美作説があり、

高砂市の米田をとなえる説がある。 
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