2017 年 8 月 22 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！日本の城ランキング 2017」を発表
～「姫路城」が 2 年連続 1 位にランクイン！3 つの城が初登場～

口コミを読んで予約もできる世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザー株式会社（本社:東
京都渋谷区、代表取締役:牧野友衛 http://www.tripadvisor.jp/）は、過去 1 年間にトリップアドバイザー上に投稿された全ての
口コミをもとに、「旅好きが選ぶ！日本の城ランキング 2017」を発表しました。壮大な天守閣が存在する城だけではなく、防御
機能や敵を威圧するための石垣や、櫓が残る城跡など、今年は 14 の城と 6 の城跡が「日本の城ランキング」トップ 20 に選ば
れました。初心者から上級者まで、お城巡りをする際に参考になるランキングとなっています。
ランキングでは、昨年に引き続き『姫路城』（兵庫県姫路市）が 1 位に、『松本城』（長野県松本市）が 2 位という結果になりまし
た。3 位は、2016 年の 6 位から順位を上げ、『松山城』（愛媛県松山市）が選ばれました。ランキング初登場となったのは、豊
臣秀吉の朝鮮出兵の拠点になった『名護屋城跡』（佐賀県唐津市）、2004 年に木造の店主が復元した『大洲城』（愛媛県大洲
市）、滝廉太郎の「荒城の月」のイメージになったといわれる『岡城阯』（大分県竹田市）でした。
都道府県別に見ると、昨年は愛媛県からのランクインは『松山城』のみだったのですが、今年は『大洲城』と『宇和島城』もラン
クインし、お城巡りが愛媛観光のひとつの目玉になりつつあると言っても過言ではないかもしれません。
昨年 4 月の熊本地震の影響で被害を受け、現在復旧作業中の『熊本城』（熊本県熊本市）は、今年は 9 位にランクイン。「補
修や工事はしていますが、それでも実際に見ると立派でした。勿論、お城の中には入れませんが堀の周囲までは歩いて行け
ます。そばに加藤神社がありますが、そこから天守閣が一番良く見えますのでオススメスポットです。ごくわずかな石垣だけで
踏ん張っている所も残っています。思わず石垣を積みに行きたくなりました。復旧には長い時間がかかるそうですが少しでも早
い復旧を祈っています。早く元の雄姿が観たい。」などと、復興を願う多くの応援口コミが多数寄せられています。今しか見られ
ない再建中の姿を見ておくべきだという声も多かったです。

【旅好きが選ぶ！日本の城ランキング 2017 トップ 20】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
順位

城名

所在地

1 位 (1)

姫路城

兵庫県姫路市

2 位 (2)

松本城

長野県松本市

3 位 (6)

松山城

愛媛県松山市

4 位 (7)

備中松山城

岡山県高梁市

5 位 (5)

二条城

京都府京都市

6 位 (8)

松江城

島根県松江市

7 位 (11)

勝連城跡

沖縄県うるま市

8 位 (13)

今帰仁城跡

沖縄県今帰仁村

9 位 (3)

熊本城

熊本県熊本市

10 位 (10)

中城城跡

沖縄県北中城村

11 位 「初」

名護屋城跡

佐賀県唐津市

12 位 (-)

皇居東御苑（旧江戸城本丸跡）

東京都千代田区

13 位 (-)

郡上八幡城

岐阜県郡上市

14 位 (14)

首里城

沖縄県那覇市

15 位 (15)

高知城

高知県高知市

16 位 「初」

大洲城

愛媛県大洲市

17 位 (-)

丸亀城

香川県丸亀市

18 位 「初」

岡城阯

大分県竹田市

19 位 (17)

大阪城

大阪府大阪市

20 位 (-)

宇和島城

愛媛県宇和島市

■11 位 名護屋城跡（佐賀県唐津市） － 秀吉の朝鮮出兵の拠点となった、戦国時代を感じる城跡
豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に出兵拠点として築かれた肥前名護屋城の名残、
『名護屋城跡』が今年のランキングで 11 位に初登場しました。「城の規模が想
像以上」、「その規模の大きさに圧倒される。」と口コミにあるように、約 17 ヘク
タールに及ぶその城の面積は当時の大坂城に次ぐ規模を誇っていたとされ、
見る者を圧倒する迫力があります。敷地内にある佐賀県立名護城博物館で
は、充実した資料を無料で見学できます。「秀吉の力がどれほどのものだった
か、朝鮮との関わりはどうだったのか、常設展と企画展で深く知ることができま
す。入場無料が申し訳ないくらいの充実ぶりです。ここで名護屋城のことを学
んだに名護屋城跡を見学すると、歴史の変換点のダイナミックさを実感できま
す。」と、博物館を絶賛する口コミが多々寄せられています。

■16 位 大洲城（愛媛県大洲市） － 地元の熱意のもと見事に再現された、木造の復元天守
明治時代に天守が取り壊され、およそ 100 年の時を経て 2004 年に木造で
復元された『大洲城』は、「古い櫓が当時のままに残っていて歴史的に意義が
あります。」、「（大洲城は）四国にある現存天守よりも高いそうで、現代によみ
がえらせた城郭建築は、素晴らしいの一語に尽きました。」と、本格的な復元
建築が見られると絶賛する口コミが多々寄せられています。この再建には、
大洲市の熱心な活動により実現したものです。「日本名城 100 選にもなって
いる名城です。史実の考証を重ねて、すべて日本の国産材を使用した木組
みは 圧巻です。」と、旅行者を魅了し続けています。

■18 位 岡城阯（大分県竹田市） － 「荒城の月」のモデルとなったと言われる広大で立派な城阯
滝廉太郎の「荒城の月」のモデルと言われる『岡城阯』が、ランキング 18 位
に初登場しました。「荒城」のイメージが強く、石垣が荒れているのかと思っ
た旅行者は、「各地の城址を訪れましたが保存状態、規模とも一番です。石
垣もキレイに残っておりスゴイの一言。」、「素晴らしい城跡です。ひろくて二
度きて丁度わかる城です。縄張りも素晴らしい。縄張り図を見ながら歩き、攻
められない工夫に納得出来る城です。大手門と 搦め手と、隅々まで縄張り
図を手に歩いて正解でした！古田織部と中川家の関係、そして佐久間盛政
と中川家の関係是非訪ねてみて欲しいです。」と、「荒城」のイメージとは違
い、立派な歴史の詰まった見どころある城阯だと口コミを集めています。

■「旅好きが選ぶ！日本の城ランキング 2017」は下記の URL からご覧いただけます。

http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-castles/

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！日本の城ランキング2017」は、2016年6月～2017年5月の1年間に日本の城（城跡含む）に投稿された全て
の口コミの評価（5段階）点、口コミの投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムで集計したものです。

トリップアドバイザーについて
世界最大の旅行サイト*、トリップアドバイザーは、旅の可能性を広げます。トリップアドバイザーには世界各国 700 万以

上の宿泊施設、航空会社、観光名所、レストランが掲載されており、5 億 3500 万件以上の口コミ情報が寄せられていま
す。サイトに寄せられたこれらの情報は、旅行者がどこに泊まり、どのフライトを使い、現地で何をして、どこで食べるかを
選択する際に役立ちます。トリップアドバイザーはまた、200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者が自分のニ
ーズに合ったホテルをお得な料金で見つけられるよう、お手伝いしています。トリップアドバイザーブランドのサイトは世
界最大の旅行コミュニティを形成しており、世界 49 の国と地域におけるユニークユーザー数は、月間平均 4 億 1500 万
人** に達しています。トリップアドバイザー:しっかり調べて、ばっちり予約。充実の旅へ
TripAdvisor, Inc. （本社: 米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイト
のほか、以下の 20 の旅行関連サイトを子会社を通じて運営しています:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacat
ioncritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl,
www.dimmi.com.au を含む)
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.c
om, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.ti
ngo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, May 2017
**出典: TripAdvisor log files, Q1 2017
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