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はじめに 

 

多くの皆様が訪れる都立公園は、花と緑の豊かな憩いの場ですが、

かつては歴史上の舞台だった場所も少なくありません。 

中世の武士が活躍していた平安時代から戦国時代にかけて、全国各

地には「城」が建てられ、その数は 3,000 近くあったとされます。し

かし、江戸時代になると、幕府による一国一城令により改築・廃城さ

れ、約 170 にまで減り、その多くが姿を消しました。 

現在、石神井公園（練馬区）や赤塚公園（板橋区）などでは、そこ

に城があったことを示す石碑や、わずかに遺構が残っている程度です

が、今なお中世の城があった当時の面影を感じることができます。 

本冊子では、石神井公園と赤塚公園を中心に、中世の城郭と武士に

ついてご紹介いたします。もし、興味をお持ちになりましたら、ぜひ

歴史散策にご来園ください。 
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■都立公園の中に残る小さな城あと 

現在およそ 70 ある都立公園には、かつて

の城のあとを園内に残している５つの公園が

あります。石神井公園（練馬区）、赤塚公園

（板橋区）、滝山公園（八王子市）には、そ

れぞれ現在の公園名と同じ名前の城があり、

平山城址公園（八王子市）には平山城が、そ

して、神代植物公園（調布市）の水生植物園

には深大寺城があったとされています。 

しかし、これらは、城とは言っても現在の

私たちがふつうにイメージするような、複雑

な堀と石垣に囲まれて何層にも重ねられた天

守閣がそびえ立つ豪壮華麗な建築物とは、ず

いぶん様子の違うものでした。 

 

■城が大規模になっていった理由 

私たちがふつうに思い浮かべるような様式

の城が建てられるのは、戦国時代も終盤に入

った織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の時代に

なってからのことです。 

城が大規模に発展していった理由として

は、それまでの弓矢、槍、石などの武器とは

比較にならない破壊力をもつ鉄砲などの火器

が攻防の主役になったこと、大規模な城を築

くほどの権力財力が限られた少数の領主に集

中していったこと、城下町の発達などにとも

なって領主の権勢を領民や他国の領主に向か

って誇示する意味づけが加わったこと、など

が上げられます。 

 

都立公園に残る中世の城 

石神井城跡の土塁と空堀 
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■中世の城あとは貴重な歴史遺産 

現在も都立公園の中に残っている城あとは

いずれも小規模な城で、歴史学の用語では

「中世城郭」と呼ばれるものです。 

中世城郭は、武士が歴史に登場してくる平

安時代中期から戦国時代終盤までの長い期間

に全国各地に数多く建てられました。築城の

目的は、領主の日常的な居館、領内の要所を

抑える出城、合戦に際しての臨時的な要塞等

さまざまです。その多くは、江戸幕府の一藩

一城の政策のために取り壊されたり、さらに

明治以降の都市化の波の中で姿を消したりし

たものがほとんどです。 

それだけに、かろうじて公園や寺社の敷地

内などに現在まで残っている中世城郭の城あ

とは、貴重な歴史の遺産であるということが

できるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中世城郭と中世武士団 

以下、石神井城とその城主であった豊島

氏、そして赤塚城とその城主であった千葉氏

（武蔵千葉氏）の場合を例に、中世城郭とそ

の主であった武士たち―江戸幕府による管

理体制が完全に固まる前の武士たち、これも

歴史用語でいう「中世武士団」―、につい

て、日本史の中でもたいへん分かりづらく、

学校の授業などで取り上げられることの少な

い中世の関東地方の様子などを織り交ぜなが

ら紹介していきます。 

  

 

  

 

 

 

  

左：赤塚城本丸跡の碑  右上：滝山城郭跡           

右中：平山城址公園      

右下：深大寺城本郭跡 
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■藤原北家の全盛の影で 

この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の  

欠けたることの なしと思へば 

 

藤原道長のこの有名な歌が示すように、道

長が生きた平安時代の中期（10世紀～11 世

紀）の頃に、公家による政治体制は全盛期を

迎えます。 

しかしその一方、道長が属した北家以外の

藤原氏の各家系や、ましてや藤原氏以外の各

氏族は、それまでに政権中枢から遠く追いや

られていました。 

そしてこの状況は、もともとは天皇に連な

る出自でありながら臣下に降りて、「源」

「平」などと名乗っていた皇孫の公家たちに

とっても同様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■武士の誕生から中世武士団へ 

武士の誕生については、いろいろな経緯や

事情で説明されます。その一つは、このよう

な藤原北家中心の政治体制の中におかれた下

級公家の一部が生き残り戦略として武装化を

進め、それを職業的能力（職能）としなが

ら、やがて「公家」とは性格の異なる「武

家」という新しい階級になっていった、とい

うものです。 

このような事情を背景に、武士たちは、自

らの一族を中心として、さらには郎党（ろう

とう）・家人（けにん）などと呼ばれる配下

の者を抱え込む「武士団」へと発展していき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武士たちの成長とその呼び名 

図１：豊島氏・千葉氏に連なる平氏の略系図 
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特に、広大な関東平野では彼らによって盛

んに開拓が行われ、農地や、馬の放牧地であ

る牧（まき）が各地に設置されました。 

彼らは、自分たちが開拓した土地を在京

の上級公家や大寺社などの私有地（荘園）

として捧げるかたちをとりますが、実質的

には自身の支配地としていきます。そして

自衛の必要から、さらに武装を強めながら

成長していくことになります。 

■武士たちの本姓と名字のちがい 

このようにして都から遠く離れた土地で

力をたくわえた武士たちは、もとの出自を

示す「本姓」を正式な一門の名称として用

います。「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」

つまり源・平・藤原・橘に代表されるような

氏族名が、本姓と呼ばれるものです。 

しかし、一門の傍流が新たな土地に拠点

をもつようになると、それぞれが拠点とし

ている土地の名などを「名字」として、本

姓とは別に用いるようになります。そうし

て、通常は名字、あらたまった場合には本

姓、と使い分ける慣習が生まれました。 

例えば、下野国足利庄（栃木県足利市）

に興った足利氏の一族は、現在の歴史書で

は足利義満や足利義政などと呼ばれること

がふつうですが、清和天皇に連なる「源」

を本姓としているため、正規の公文書など

では、「源義満」「源義政」というよう

に、本姓の「源」を名乗っていました。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

図２：豊島氏・千葉氏に関わる略年表 
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■秩父氏から派生した豊島氏 

石神井城の城主であった豊島氏は、本家筋

の秩父氏から枝分かれして、武蔵国豊島郡の

東端、隅田川と石神井川が合流する付近へと

進出したことから、「豊島」の名字を用いた

中世武士団です。 

豊島郡とは、現在の東京都千代田・中央・

港・台東・文京・新宿・渋谷・豊島・荒川・北・板橋

区とほぼ重なる範囲です。 

本家筋の秩父氏は、「坂東八平氏」の一つに

上げられるように、桓武天皇に連なる「平」

を本姓とする大氏族で、名字が示すとおり秩

父一帯を拠点としていました。 

豊島氏も本姓は平で、関東各地の平氏の

武士団は、血統的な連合体のようにして、行

動をともにする場合が多くありました。 

■豊島氏が拠点とした三つの城 

 豊島郡に進出した豊島氏は、その後 400

年以上にわたって勢力を張り続けました。

彼らの最初の拠点は「平塚城で、現在も東

京都北区に所在する平塚神社か清光寺がそ

の城あとであると考えられています。 

その後は、鎌倉時代後半から南北朝時代

の頃に、土地の有力者との婚姻関係を結ぶ

ことから、現在の練馬区石神井の地域にも

領地をもつようになります。 

数多くの中世武士団の中でも、豊島氏は

比較的長く続いた一族です。しかし、その

勢力は、時代の流れの中で徐々に弱まって

いきました。 

そして、室町時代中頃の文明８年（1476

年）～文明 12 年（1480 年）に起きた長尾 

武蔵国豊島郡を拠点とした豊島氏 

図３：東京都内の主な中世の城あと 
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景春（ながお・かげはる）の乱で敵対した、扇

谷上杉（おうぎがやつうえすぎ）氏の家宰・太

田道灌（おおた・どうかん）によって、文明９

年（1477 年）、石神井城、練馬城を攻略さ

れ、滅びることとなります。 

石神井城は現在の石神井公園の三宝寺池南

岸一帯が、練馬城は現在の民営遊園地の豊島

園が、その城あとです。 

■豊島氏宗家の最後 

太田道灌との戦いの中で、練馬城の城主

の豊島平衛門尉（へいえもんのじょう、通

称：泰明）は戦死します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その兄で石神井城の城主の豊島勘解由左

衛門尉（かげゆざえもんのじょう、通称：泰

経）は城から落ち延び、一年後に本来の拠点

であった平塚城で再起をはかりますが、ふた

たび道灌が攻撃に向かうと戦いを交えること

なくさらに北方に逃げ去ったと記録にありま

す。この記録を最後に、豊島氏宗家は歴史の

舞台から姿を消すこととなりました。 

なお、石神井城の落城に際して、城主・泰

経が三宝寺池に身を投げ、その娘の照姫（照

日姫）も父のあとを追ったなどの話は史実に

はなく、はるか後世の明治時代以降になって

からできた伝説です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照姫と『照日松』 
『照日松（てるひのまつ）』は、遅塚麗水（ちづか れいすい）が新聞に連載し、明治 29

年（1896 年）に出版された歴史ロマン小説で、現在に残る照姫伝説の元になっています。
小説の中での「豊島泰明（弟）の妻（照日）」は、現在では「豊島泰経（兄）の次女（照
姫）」と変わり、照姫伝説として定着しています。 
 

照姫伝説では、泰経は石神井城の落城の際に金の鞍を白馬に置き、それにまたがり三宝寺
池に身を沈めたと伝えられています。 

また、大正 5 年（1916 年）の発刊で、江戸時代の話を集めた『遊歴雑記』二編中巻二十
一條百八駒「練馬の號將監嘉明が宅地」の中に、三宝寺池と鞍に関する話があります。そこ
では、「貞治年間(1362～1367 年)、練馬将監善明という武将が戦に敗れ、石神井村に逃げ
たところ、田に深く沈んでしまい敵に囲まれて馬上で自害した。後に善明が自害した場所か
ら水が湧き出し三宝寺池となった。彼の鞍は池の主となり、時折水上に出てくる。」といっ
た内容が書かれています。 

 
このように、照姫伝説とは石神井地域に関わ

る様々な伝説が組み合わせたストーリーのよう
です。 

ちなみに『照日松』と『遊歴雑記』は、イン
ターネットの国立国会図書館デジタルコレクシ
ョンで閲覧が可能ですので、ご覧になっては如
何でしょうか。 

照姫をまつった姫塚（石神井公園） 
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■下総国千葉庄に興った千葉氏 

赤塚城の城主となった千葉氏は、豊島氏の

本家筋である秩父氏などとともに「坂東八平

氏」の一つに上げられている、本姓を「平」

とする大氏族です。 

その名字が示すように、もともとは下総国

千葉郡から興った中世武士団です。 

現在の千葉県は、北部が下総（しもうさ）、

中部が上総（かずさ）、南部が安房（あわ）

と、三国に分かれていましたが、主に下総と上

総が、千葉氏の拠点でした。 

日本の名付けの習慣の一つに「通字」とい

うものがあります。これは、一族代々の男子

の名である実名（じつみょう）に共通の文字

を使うことですが、千葉氏では、嫡流から主

な傍流に至るまでほとんどすべての男子名に

「胤（たね）」の文字を使っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■千葉氏の宗家をめぐる内紛 

千葉氏は、中世武士団の中でもとりわけ

多くの傍流が派生したために、宗家の地位

をめぐる一族の内紛に、たびたび悩まされ

ることとなります。 

文永 11 年（1274 年）、弘安４年（1281

年）と２回にわたるモンゴルの襲来（元

寇）に際して、九州での防衛戦に出陣した

当主の千葉頼胤（よりたね）が戦死し、そ

の嫡男の宗胤（むねたね）が引き続いて九

州に下ると、下総国に残った家臣たちは、

宗胤の弟の胤宗（たねむね）を擁立しよう

とする動きを見せるようになります。 

当然それに反発した宗胤と、弟・胤宗を

支持する一族の中の争いは長期にわたり、

南北朝の複雑な政治状況とも絡み合って、

千葉氏の宗家争いは世代を超えて次の室町

時代にまでもつれ込んでいきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下総から武蔵に移った千葉氏の嫡流 

 
 

空堀と水堀 
「水堀」は水を引き入れた堀のことで

すが、「空堀」は水の無い堀のことで
す。山城に多く、攻め込みにくいように
障害として設けるほか，城兵の通路など
にも用いられます。 

皇居のお堀など、「堀」と言えば水堀
を連想する方が多いと思います。平地な
らば防衛力の高い水堀を作れますが、山
城の場合は水が引けないと空堀になりま
す。 

「空堀で防衛できるの？」と思うかも
しれませんが、当時の空堀には木が生え
ていないため視認性が高く、また草を刈
れば登るのが困難になります。 
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■武蔵千葉氏の起源 

室町時代の関東は、足利幕府の関東経営の

拠点である「関東公方」と、その補佐職であ

る「関東管領（かんとうかんれい）」との対

立が続き、多くの関東武士団は、一族の存亡

をかけて、利害が一致する上部権力を支えて

いきます。 

千葉氏は、享徳３年（1455 年）～文明 14

年（1483 年）に起こった享徳の乱を機に、

宗家と家臣団との間にふたたび反目が起き、

結局、一族でもある家臣団に追われるかたち

で、宗家の実胤（さねたね）、自胤（これた

ね）の兄弟は、武蔵国に逃れることとなりま

す。 

太田道灌らの支援によって、兄・実胤は赤

塚城（赤塚公園 城址地区）、弟・自胤は石浜

城（台東区浅草付近）の城主となりますが、

実胤が早く隠居したため、自胤が両城の城主

を兼ねることとなったようです。 

以後、下総国奪還に意欲をもちながらも願

いを果たさぬまま「武蔵千葉氏」の系統が生

まれ、太田道灌による石神井城の攻略戦で

は、自胤が道灌方として戦功をあげたことが

記録されています。 

  

 

  

 

 

 

  

千葉氏と豊島氏の「家紋」 
 当時の家紋は、出自を表したり、敵味
方を区別するために使用されました。 

『見聞諸家紋』（けんもんしょかも
ん）は、日本最古の武家の家紋を集録し
た書物です。原本は 1470 年頃に成立し
たとされており、現在残っている写本を
見ると、千葉氏は「九曜紋（見聞諸家紋
では「月星」と記載）」が家紋として記
されています。現在の千葉氏の家紋であ
る「月星紋」は江戸時代に成立したと言
われています。 
 また、豊島氏は見聞諸家紋に記載があ
りません。系譜図によると「九曜紋を使
用した」と記述があるため、当時の千葉
氏、豊島氏ともに同じ九曜紋であったと
推測されます。 
 

月星紋 

九曜紋  
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■石神井城の城あと 

 石神井城は、石神井公園にある三宝寺池南

岸の台地に築かれました。 

北を三宝寺池、南を石神井川、さらに東

は、三宝寺池から流れ出て石神井川に注いで

いた川（その一部が現在の石神井池）によっ

てさえぎられた立地で、さらに当時は石神井

川の主要な水源であった三宝寺池を押さえる

意味もあって、この土地が選ばれたものと思

われます。 

池と川という天然の要害によって北南東の

三方向がＹ字状に閉じているため、残る西側

に、三宝寺池西端から石神井川に向って「土

塁」と「空堀」が築かれ、防衛線にあてられ

ていました。この外堀は、昭和 28 年に整備

されて道路と宅地に変わってしまったため、

現在では、公園内の三宝寺池西端から南崖の

林中に見られるわずかな起伏だけに、その名

残をとどめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城の中心であった「主郭」部分は、東京

都の史跡に指定されており、保全のために

フェンスに囲われていて、通常は立ち入る

ことができません。しかし、フェンスの外

からも、土塁と空堀の高低差が、はっきり

と確かめられます。 

豊島氏が石神井地域に勢力をもち始めた

のは鎌倉時代から南北朝時代の頃とされて

いますが、石神井城の築城の時期がそれと

一致しているかどうかは不明です。 

この城が豊島氏宗家の居城として使われ

ていたのか、対太田道灌戦のための臨戦時

要塞として築かれたのかについては、まだ

議論の余地がありそうです。 

いずれにしても、文明９年（1477 年）に

城を攻略し、そのあとに《破却》したと、

道灌自身が残した書状に記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石神井城と赤塚城の城あと 

左：石神井城跡の碑 

右：豊島泰経の塚とされている

殿塚（石神井公園） 
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■赤塚城の城あと 

 赤塚公園の首都高速５号線に沿った台地

の西端は、赤塚城の城あととして板橋区の

史跡に指定されています。 

 その築城者は千葉自胤であると書かれた

ものが多いようですが、源頼朝の時代には

既にあったという説や、太田道灌らの支援 

 

 

を受けて、赤塚城に最初に入ったのは自胤

の兄、実胤であるとする最近の説もあっ

て、築城者、時期ともに明確ではありませ

ん。 

 徳丸ヶ原と呼ばれた湿地帯を見下ろす急

峻な崖の上の台地にあり、現在では梅林と

なっている付近に、本丸、二の丸、三の丸

があっとされていますが、崖下の、現在は

釣りで賑わう溜池あと

の池が、かつての城の

堀の一部であると言わ

れている程度で、その

構造について確定でき

るほどの遺構はほとん

ど残っていません。 

 武蔵千葉氏は、やが

て戦国大名の小田原北

条氏の家臣となってゆ

きます。天正 18 年

（1590 年）の豊臣秀吉

による小田原城征伐と

ほぼ同時期に、赤塚城

も城としての機能を終

えたものと考えられて

います。 
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石神井公園へのアクセス 

 

 

アクセス 

西武池袋線「石神井公園駅」下車 徒歩 7 分 
JR 中央線「荻窪駅」または西武新宿線「上井
草駅」から西武バス 

 ①石神井公園駅行「石神井公園バス停」下車 
 ②⾧久保行「三宝寺池バス停」下車 

※駐車場（有料・24 時間）あり 

公園情報 

石神井公園サービスセンター 
住所 東京都練馬区石神井台 1-26-1 
電話 03-3996-3950 

開園年月日 昭和 34 年 3 月 11 日 
開園面積  225,650 ㎡ 

赤塚公園へのアクセス 

 

アクセス 

都営三田線「高島平駅」下車 徒歩 10 分 
※駐車場（有料・24 時間）あり 

公園情報 

赤塚公園サービスセンター 
住所 東京都板橋区高島平 3-1 
電話 03-3938-5715 

開園年月日 昭和 49 年 6 月 1 日 
開園面積  255,480 ㎡ 

2018 年 3 月 発行 

発行：公益財団法人 東京都公園協会 

編集：石神井公園サービスセンター・赤塚公園サービスセンター 


