
 

 

施工からみた韓国倭城-3 

西生浦倭城築造法―築城工程表の復元をめざして― 2004.11 

 

はじめに 

 朝鮮の役当時、日本は進軍した朝鮮各地に城や砦を無数に築造したと思われるが、現在韓国の南海岸や

東海岸に残る倭城は、いわゆる「文禄十八城」「慶長八城」と呼ばれる、秀吉が朝鮮半島南半部の半永久

占領をめざして築城させた「仕置きの城」群である。小規模な支城も中に含まれるが、本格的な石造りの

城が多い。城の受取り状の残る慶長八城中の順天倭城は、候補地発見を豊臣秀吉に報じてから在番する小

西行長が城を受け取るまで、わずか 2ケ月半である。加藤清正の慶長時築城の蔚山倭城も、やはり同じほ

どの築城期間である。今回築城工程表を提出する「文禄十八城」中の西生浦倭城は、熊川倭城と共に文禄

時の東西双璧をなす巨城であり、文禄 2年(1593)6月に着工したと思われるが、作事(建物施工)も含めて

遅くとも 4 ケ月以内で竣工したようである(1)。西生浦倭城は東海岸の蔚山広域市蔚州郡西生面西生里に

所在し、加藤清正が築城・在番した平山城で、釜山港より北方約 60キロメートルの標高 133メートルの

山頂に主郭部をもつ。三の丸部分は現在でこそ海岸線から離れた内陸部に位置するが、築造当時は河口に

突き出した岬での立地であったと考えられる。 

 筆者は日本国内の近世城郭石垣工事に携わっており、また日本式石垣築造の経験と知識は、多少である

が持ち合わせている。筆者が最初に西生浦倭城に対峙した時、胸底から湧き上って来たのは、「石垣石の

産出しないこの山で、どうすれば 3ケ月で石垣普請を完了できるか、その築城工程を復元してみたい」と

いう強い思いだった。 

 自分の経験則から当時もこうだったと推測することは、傲慢の誹りを免れないかも知れない。また筆者

の研究手法は、歴史学の方法論としてはなじまないかも知れない。しかし、筆者には地勢的条件、力学的

条件が同一である以上、西生浦倭城築造法は時代を超えて、非常に限定されるだろうと思われる。筆者の

強みは他の研究者より、石垣石の性質や当時の運搬器具に通じ、石垣施工の基本設計と実施設計の案出や

石垣構築の段取り等々で実地の場数を踏んでいることである。その知識から導き出される復元工程表は、

本来のものに近かろうと思う。 

 工程表作成に当たっては、先ず成果物たる西生浦倭城の全体像を知らねばならない。そこで城郭談話会

と中村石材工業㈱の合同で、測量調査にとりかかることにした。既出の縄張り図(2)は略測の平面図である

から、各石垣の長さや高さが表現できないと言う欠点をもつ。我々は光波測距儀を用いて本格的なトラバ

ース測量を実施し(天守台上の三角点を原点とし、磁北を基準方位に設定)、レーザー測角器等で石垣の

勾配を図化することにした。平成 13 年(2001)から 15 年までの 3 ケ年、計 4 回測量調査し、集落地であ

る「三の丸」(図 1参照)の東半部を除く全域の図化を行った。成果はその都度報告した(3)が、今回完成し

た全体図を本書に付図として所収した。 

 本章は既発表「西生浦倭城の築城方法(4)」の続編である。したがって重複する記述はできるだけ避けた。

前稿も参照していただけると幸甚である。以下、図・表を用いて筆者の試算過程を解説していきたい。 

  



 

 

1 築造作業量の算出 

 測量調査で石垣面積・地形的条件の概要が得られた。また西生浦倭城の石垣石は安山岩系の比較的硬い

石で、立地する山では得られない。 

 前述したように、倭城の築城期間は、文献から 3～4ケ月と考えられている。西生浦倭城もそれに準ず

るだろう。文禄 3年(1594)4月に西生浦倭城を訪問した僧松運の観察(5)から、西生浦倭城に天守が建って

いたのは確実であると同時に、明軍絵師の描いた『征倭紀功図巻』順天倭城図(6)から、倭城は全般的に天

守・櫓・石垣等々を完備した、国内の織豊系城郭と比較しても遜色のない建物群をもつ城郭であることを

知り得る。 

 そこで普請(土木工事)期間を 100 日とし、推定総作業量と延べ人数を普請期間で割り、当時の作業効

率を推量し、築造における組織や工事過程と方法に至る技術の復元を試みた。 

 

 

2 作業効率 

それぞれの作業に適した作業効率と、最低限必要な作業員数の試算を行う。 

① 石積み作業 

石積み作業の効率考察に当たり、熊川倭城の登り石垣に注目した(7)。熊川倭城は地形が急傾斜のため、

縦に石目地が通り、作業を区分した石材配列が確認される。この石垣面積を計測すると表 1 のようにな



 

 

り、おおよそ均等に作業区分がなされているこ 

とに気付く。 

 熊川倭城登り石垣は、基本的に四弾から五段

石組みされており、1 日に 1 段の石材を積む作

業量を 1 単位とすると、4 単位ないし 5 単位の

作業量となり、1単位は 4～5㎡程度と見なされ

る。多少の差が生じるのは作業員の能力差で、

この一単位はその能力に合致した最も効率的

な作業区分であると考えられる。熊川倭城の石

垣は単純に石を積んでいくだけの作業のため、

現在の石垣工事作業量では 200～300 ㎏程度の

重量の石材であれば、1 日平均 7 ㎡方メートル

程度と想定されることから、現在とあまりかけ

離れた作業量でないことが窺い知れる。 

 次にこの作業をどの位の人数で行ったかを考えると、当時の石を積む方法として、二叉もしくは三叉に

滑車を付けて石を吊る方法が想像される。これは現在も同様に行われているが、二人が石材の所定位置に

バール等で石を積み、もう一人が後ろで石材を固定する方法である。この際、石材勾配を決定するには石

材の控えで微調整しなければならない。平石等の石積では二叉や三叉等で石材を吊り、上げ下げする工夫

がなされたものと考えられる(図 2)。石材を吊る者以外に固定し微調整する助手が必要である。 

 では、どの位の人数で石材の上げ下げができたかを推測してみると、一人の持ち上げる力を 40～50ｋ

ｇ(本人の体重程度)と仮定し、石材はおよそ 200 ㎏程度とすると、単純に 5 人の力が必要となる。動滑

車を用いるとその半分ですむが、作業効率が極端に低下してしまうことから、200㎏程度の平石であれば

人力のみで石を吊ったと思われる。 

 このことから、1 単位の石を積む人数は 5 人程度と推測される。また、21 歳の平均背筋力は 196 ㎏(8)

であることから、5 人で引っ張り上げる力は、最大 1ｔまでの石材を吊り上げられる。よって、1 単位の

人員構成として吊り上げる 5 人＋助手 2人＝7 

人が妥当である。 

 西生浦倭城実測平面図(付図)と石垣面積算

出表(表 2)に見られるように、測量した範囲の

みで約 1平方メートル、未測量部分および崩壊

石垣部分を入れると約 1万 5千平方メートル程

度の石垣を、僅か三箇月の短期間で石積みした

ことになる。熊川倭城での作業効率を参考にす

ると、石積みに要する人数は次のようになる。 

石垣面積 15,000㎡２ 

一日当たりの作業量 15,000/100 日＝150m2 

組数 30組 

測定場所 石垣の区分

1 8.0 m 20.0 m2 平石部

2 7.1 17.8 平石部

3 8.8 22.0 平石部

4 6.8 17.0 平石部

5 11.7 29.2 平石部

6 3.5 8.6 平石部

7 5.0 12.5 櫓台と接続部

表1　熊川倭城の作業区分表

石垣延長 推定石垣面積

平石部の平均長さ7.6m、石垣の高さは1.9m（目視で
は1m程度は埋もれている）、推定高さを2.5mと考え
てこのブロックの石垣面積19m2程度である。1m2あ
たり石材個数は5個前後でやや小さい石材が用いら
れている。

図2 石吊り想像復元図 



 

 

延べ動員人数 30ｘ7 人＝21,000

人 

となり、毎日石積み作業に 210人

程度が従事していたことになる。 

 

② 裏込め石作業 

 この時期での裏込め栗石幅は比較

的少ないと考えられる。勾配が緩く、

高さも低い野面石垣では、栗石幅は

平均 60 ㎝から 1ｍ程度のものが多

い。そこで栗石幅を 1ｍに仮定すると

15，000㎥の栗石が必要になる。これ

は半端な量ではなく、およそ大型ダ

ンプ 2,500台分に相当する。 

 三の丸の入江になっていたと考えられるところで岩の露頭

を確認しているが、採石された痕跡は極めて少ない。現在、採

石場が不明なことから、近郊の河川や崖地で採石の上、搬入し

たと推測され運搬距離を 4 ㎞と仮定してどの程度の人数が必

要であったかを試算する。1 往復 2 時間として 1 日 10 時間の

稼働で一モッコ 50 ㎏を二人で運んだ(図 3)として、二人で一

日当たり 250 ㎏(約 0.15 ㎥)となり、動員人数は次のようにな

る。 

栗石体積 15,000㎥ 

一日当たりの作業量 15,000/100 日＝150㎥ 

組数 150㎥/0.15＝1,000 組 

延べ動員人数 200,000人 

毎日 2,000人もの人が従事していたことになる。 

 

③ 石材の採取作業 

 先ず、石材の採取作業の作業効率を推測することは非常に困難で、当て推量に近いことを最初に断わ

っておく。 

 15,000 ㎡の石材に用いられている個数は、概ね 5 から 6 万個程度と思われる。この多量な石材が近郊

の山・河川で簡単に採取できるだろうか。順天倭城では「矢」の使用が確認され、熊川倭城においては大

量の石材が放置されており、矢穴と思われる「人工的に彫り込まれた跡」を残す石材も確認されている。

しかし西生浦倭城での石材には明確な「矢跡」が確認されていない。石材表面は熊川倭城と同様に比較的

平滑であることから、ここで用いられている石材は、大きな岩盤にある自然にできた「傷」をうまく利用

し、クサビを用いて「はがし取る」方法で採取されたか、山の表面にある転石を石矢で割られたかであろ

う。また、石材の大きさや控えの長さは、採取場所近郊で所定の大きさに整えた後に搬出し現地まで運搬

工事区分 石垣の区分

外郭石垣 301 m 4.76 m 1,615 m2 1,928 m2

櫓台石垣 60 2.22 138 201

小計 361 6.98 1,752 2,129

外郭石垣 576 5.37 3,407 4,020

櫓台石垣 549 2.44 1,312 1,860

小計 1,125 7.81 4,719 5,880

外郭石垣 540 3.12 1,811 2,359

未計測石垣 600 1,860

小計 1,140 3.12 1,811 4,219

外郭石垣 1,417 4.41 6,833 8,308

櫓台石垣 610 2.33 1,450 3,921

小計 2,027 3.79 8,282 12,229

1,500
(備考)　

崩壊石垣部分

　表2　工事区分毎の石垣面積の算出表

1工区

2工区

合計

3工区

延長

根石を表面より100ｃｍを想定

残存石垣から崩壊部を想定（立面図より復元高さを算出して面積を算出）

３工区の未計測部分は　縄張図に平均高さ３．１を掛けて算出

想定石垣面積平均高さ 表面出土面積

図 3 栗石運搬図 



 

 

されたと想定できる。肥前名護屋城の石垣石採石馬でもこのような跡が残されており、同様の方法で採

取されたものではなかろうか。 

 以上のことを前提にして、石材の採取と加工時間を算出すると、おおよその作業人員の目安が推測で

きる。クサビを入れる矢穴を一箇所彫るのを 0.5（30分）時間と仮定する。現在では電動式道具使用の場

合で約 10 分を要しており、したがって約 3 倍の時間がかかったと仮定する。1 石当たりに 4 箇所から 6

箇所、クサビを打ち込むと考えて 1人が石材加工できる量は、多くて 5石ないし 6石が限度と思われる。

これらのことから石割作業に従事していた人数は次のようになる。 

石材個数 50,000個 

一日当たりの作業量 50,000／100 日＝500個 

延べ動員人数 10,000人 

となり毎日 100人が従事していたことになる。 

 

④ 石材の運搬作業 

 機械化以前の人力での作業や能力を知れる史料として、金沢市の後藤家文書(9)がある。万治三年(1660)

から寛文六年(1666)までの金沢城築造のために、石垣石を山から出す請負のための基準を記したもので

あり、季節・重量・区間・方法ごとに夫の人数を記載している(表 3)。この史料によると、山道を想定し

た夏場での運搬で、300 ㎏の石材を 4.5 ㎞の道のりで運ぶのに 2.0 人、1ｔの石材では 4.0 人と規定され

ていた。また、2ｔ以上になると地車を用いていることから、吊り出しによる運搬方法では無理だったも

のと思われる(図 4)。 

 この石引出し表を参考にして概略の人数を推定すると、使用石材控えの長さは 60 ㎝で、1 ㎡当たりの

石材率(立面積で隙間を除外した石材を占める比率)を 0.7 ㎡とした場合の石材重量(石材比重 2.5ｔ/㎥)

はおよそ 1ｔ/㎡であり、石材 1 個当たりの平均重量は 200 ㎏から 300 ㎏となる。前節で見たように、全

体の使用数量は 5 万個であることから、仮に 300kg の石材を吊り出しする必要な人数は、単純に一人 50

㎏とすると 6人(10)で行ったことになる。つまり 4㎞の道のりで時速 2㎞の速度で運搬したとしたら、2時

間を要し、帰りは時速 4 ㎞として 1 時間で往復 3 時間が必要となる。積み込み等の時間を考慮すると 1

日に 3回の運搬が可能となる。つまり、6人で 3個であることから作業歩掛は、2人／個となり、戸室石

の数値と同じになる。また、1ｔ以上の石材は修羅等の運搬具での石引き作業があるものの、その全体個

数は少ないと思われる。したがって五万個の石材を四キロメートルの行程で運搬する作業従事者数は、

次のようになると推定される。 

石材個数 50,000個 

一日当たりの作業量 50,000／100 日＝500個 

組数 500/3個＝166組/日 

延べ動員人数 100,000人/日が従事していたことになる。 
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図 4 

地車運搬 

釣出し運搬 



 

 

 



 

 
 



 

 

⑤ 土木作業量 

 西生浦倭城には総長 1.2km に及ぶ竪堀が巡らされている。この作業は原地形に谷状の堀を掘ったこと

は明らかである。作業は単純かつ最大限に効率的な方法で行われたと仮定すると、掘った土を城内の土

塁等の盛土に使用する方法が選択されたと考えられる。今回の試算では、掘る作業力と上部に引き上げ

る作業量とを検証する。 

 比較的原状の残っている箇所を断面測量し、原地形及び周辺の状況を考え合わせれば、おおよその掘

削断面が推測できる。その結果掘削量は断面積で約 17 ㎡であった(図 5)。現在残っている竪堀の総長か

ら推測すると、全掘削量は 20,000㎥であることが判明した。 

 現在の作業効率を考えると 10㎥当たり 4.2人から 6人であることから、延べ 1万 2千人の作業人員が

必要と考えられる。これは 1 日あたり 120 人が床堀作業に従事したことになり更に運搬、盛土等を考慮

すると、おおよそ延べ 2万人が従事したと思われる。 

掘削量  20,000㎥ 

一日当たりの作業量 25,000/100 日＝250㎥ 

延べ動員人数  120人/日 

(排土処理)  80人／日 

 以上の作業効率を整理すると表 4のとおりである。 

 倭城築造の延べ人数については釜山大学校内韓国文化研究所の試算がある(11)。試算の根拠は示されて

いないが、延べ人数約 30万人とする。100日で割ると一日当たり 3,000人となり、概ね今回の試算 3,500

人と合致した、しかし作事に従事した者や管理監督者などを入れると、その実数はかなり増えるものと

思われる。 

 普請においては、従事者の大半は雑兵や百姓であったと考えられるが、石材・栗石・の運搬等に六割強

の人数が必要となる計算である。ここで、不確定なのが石材の採取場所で、運搬においても採取において

も、四キロメートルの範囲内に採取場所があることを前提に試算しているが、今後の調査で採石可能地

を踏査し確認の上、より実態に則したかたちで再考しようと思う。 

作業項目
延べ作業
人数(人)

１日あたり作
業人数(人)

石積み作業
15,000 m2 0.7 m2/人 150,000 210 150 m2

栗石採取運搬作業
15,000 m3 0.15 m3/人 200,000 2,000 300 m3

石割作業
50,000 個 5.0 個/人 10,000 100 500 個

石材運搬作業
50,000 個 2.0 人/個 100,000 1,000 2,000 個

土木作業（掘削）
20,000 m3 1.7 m3/人 12,000 120 200 m3

土木作業（運搬盛り土）
20,000 m3 2.5 m3/人 8,000 80 200 m3

直接作業人数計
480,000 3,510

補助作業人数
144,000 1,050

作業人数合計
624,000 4,560

(備考)

表４　普請における作業人数と作業効率

全体の
作業量

作業効率
１日当たりの

作業量

直接作業員の３０％

普請における作業期間は１００日で算定
補助作業員は国土交通省の一般管理率＋共通仮設率を参考にした。



 

 

3 石垣の築造手順 

 100 日全体で 1 万 5千平方メートル、一日にして 150 平方メートル(五平方メートルを 30 箇所)を同時

にどのように分担し、作業にかかったのかを以下、推測する。 

ここでの条件としては、 

・城郭は比較的平坦な丘陵地の尾根に立地している。 

・竪堀と石垣はほぼ同時に作業を行っている。 

・石材搬入路は一本(現在使用の通路がそれで、勾配は 10％程度である(12))を使用する。 

全体は大きく三つのグループに分けられると考えられる。 

ａ．天守を中心とした本丸グループ 

ｂ．大手門を中心とした二の丸グループ 

ｃ．比較的平坦な海側の登り石垣を中心とした三の丸グループ 

 立地条件から築造手順を考えてみると、作事を含めた全工期が約 120 日と非常に短い期間で築造され

ていることから、最短で工事を終えるには、総ての石垣に同時に取りかかるのが最も速い方法である。 

 しかし、石材の運搬・採取等の条件により、地形上の制約が生じる。例えば本丸と三の丸の間には約

100ｍもの高低差がある。本丸と二の丸間の急なところでは約 30ｍもの高低差があり、到底同時に施工は

できない。 

 本丸を築くためには、石材や資材を 100ｍ近く引き上げる運搬路が必要となってくる。先ず運搬路の築

造から取りかかるのが妥当と思われる。また道路に付帯して、石垣や堀の整備が順次行われたと考える

のが自然である。したがって一次工事は二の丸の築造から取りかかったものと考えられる。 

 築造当時の戦況(13)から察すると、敵からの防禦を行わなければならない。このために、二の丸築造後、

本丸・三の丸(海岸線へ延びる登り石垣)へと城郭を拡張する方法が一般的と推測される(図 1参照)。 

また外周の石垣の築造は、現存の石垣の構成から、同時に石組みされていることがわかる。外周石垣、

続いて櫓台へと作業が進められ、櫓台が増築された後には、作事方が天守・櫓・堀を完成させたものと思

われる。しかし、限られた範囲に普請方と作事方が同時に施工するには、資材の運搬・木材・石材の置き

場等に十分な面積がなく、作業効率上からも困難である。よって作事方は本丸天守台の石垣が完成する

頃から組立に入り、その進行と並行として土塀・櫓等を次々と作っていったものと推測される。 

 この結果、事前に加工された木材の組立は可能であっても、壁土等の乾燥に時間が必要な作業をこの

短時間にできたか、また外観だけを意識して土塀を作らずに板堀としたのか、その詳細において疑問が

残るが、主要な天守築造に費やされた日数は、多くても 60日前後と思われる。 

 それぞれに区分された普請方・作事方がほぼ同時に作業を終えることを前提に工程を考えた(表 5)。こ

れらの作業を可能ならしめるためには、各作業の進捗に応じて人員・資材の調達を管理・監督する現在の

建設現場で行われている。組織的管理の手法がなければ、到底できないものである(14)。 

 具体的な作業手順を要約すつと次のようになる。 

・周辺の地形を考慮して縄張りを行う。 

・石材の調達と運搬を確保する。 

・竪堀の掘削と石垣根石を築く。 

・斜路の造成と付帯する石垣を築く(運搬路の確保)。 

・二の丸部分外周部の石垣を築く(防禦用の囲み)。 



 

 

・本丸・三の丸部分へと石垣を延長する(外周部を閉鎖する)。 

・櫓台や建物の石垣を築く。 

・天守・櫓・門等の作事を行う。 

・最後に三の丸の櫓台を築く。 

 以上の作業の流れが、無理のない築造方法と思われる。また、高さを考慮しても、天守台は 133ｍと最

も高く、本丸は 128ｍ前後で、二の丸は 101ｍから 82ｍとなっており、それぞれに石垣の高さ（約 5ｍ）

だけの高低差を設けており、順次石垣が築かれたものと思われる。 

 その結果、さまざまな問題点が残されるものの、120日の築造は決して不可能なものではない。しかし、

大半が運搬・土工等の軽作業者であることから、総ての作業員を日本から軍役で連れてきた雑兵・百姓で

まかなったものとは到底考えられず、むしろ現地の役夫を雇用する方が、より経済的にして効率的であ

ったと思われる。 

 

 

おわりに 

 現代の石垣修理工事従事者が西生浦倭城を築造するとすれば、どんな手順で行うか。またそれは朝鮮

の役当時の築造法にも通じるのではないか、という視点から記述してきた。その結果、作事の完成はやや

遅れるかも知れないが、普請は 100日で完工可能であることを示し得たと思う。 

 築城者の加藤清正は、渡海当初は 1 万人の軍勢があったが、漢城→咸鏡道→漢城を経て、南海岸に撤退

して来たときには、兵は約 7千人にまで減少していたと考えられる。その内の雑兵以下の 3千人が 100日

働くと延べ 30万人であり、日本人のみでの築造も可能なように見えるが、長い戦闘を経て負傷者・疾病

者も多く、休みなしの重労働は困難であったと思われる。 

 『武功夜話』が文禄二年(1593)の釜山倭城築造で述べたように、「在々村より百姓蒐集め、堅固に石垣

単位 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1 - 式

縄張り作業 18,700 - m 土塀

仮設進入路工 500 - m

整地工 102,300 - m2 着手

原石採取作業 22,500 ｔ 完成

石材加工作業 30,000 - 個

運搬作業 30,000 - 個

竪堀掘削作業 20,000 - m3

石積み作業 15,000 - m2

裏込め栗石作業 150,000 - m3

準備　伐採

作事方作業 組立

縄張り作業

二の丸 三の丸 櫓 土塀

表5　西生浦倭城築造における工程表

作業項目 数量

普請方

準備工

搬入道路工 500m2

石材工

南側石垣 1,580m2

石積み工

1工区 石垣1,930m2 北側石垣 1,100m2

竪堀掘削土工 20,000m3

2工区石垣 5,880m2

本丸の一部拡張石垣等

1工区櫓台 200m2 天守台石垣 500m2

原石切り出し作業 石材加工運搬

土塀 櫓台石垣

作事方

2工区作業(本丸) 3工区作業(三の丸)1工区作業(二の丸)

西側 櫓台石垣 2,700m2

作業の調達 加工

天守　各櫓台　土塀

整地土工　100,000m2

三の丸石垣 4,220m2



 

 

造作を大方 7月の頃合いまでに仕上げ候」という、現地の役夫を雇用する方策が取られた可能性が、西生

浦倭城でも高いように考える。 
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[付記] 最近、西生浦倭城周辺を踏査した黒田慶一・奥村信一両氏から、倭城の南東 3.5ｋｍ良絶串や南西

0.8ｋｍ引聖庵周辺の岩石が、倭城の石垣石と同じ石材であると言う教示を得た。後者からの搬入の場合、

南西の尾根伝いが考えられる。 


