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はじめに 
 施工を行う立場から韓国に残された織豊時代の城（倭城）を観ることは、日本に残された城石垣を技術

的な変貌を眺める上で貴重な資料である。現在残されている多くの城石垣は、関が原の合戦（１６０３）

以降の徳川時代に築かれたものが多く、日本を代表する大阪城、江戸城、名古屋城等は天下普請として各

藩の共同普請で行われたものである。織豊時代の大掛かりな築城としては、織田信長が築いた安土城 豊

臣秀吉が築いた大坂城が上げられ、韓国出兵としての国内の前線基地である肥前名護屋城があげられる。

国外では唯一、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際（文禄慶長の役）朝鮮半島に出城として築かれた倭城（ウエソン）

が残されている。この城は国内の築造技術を考える上で貴重な資料であると考える。ここでは、韓国に残

された倭城の施工上の問題点や施工における工夫を検証して国内の築造技術まで考えたいと思う。 
 
１） 韓国倭城の現状 
 倭城は文禄・慶長の役（1592 から 7 年間）に豊臣秀吉が明帝国の征服を企てその一段として朝鮮半島に

出兵し、その際に出城としての城を築いたものである。従って、倭城の存在は広域に渡る。しかし、城郭と

しの体裁を整えられたものは、日本からの物資補給や、前線基地としての慶尚南道周辺の地域に集中してい

る。また、この役が七年と極めて短い期間にあるが、築造は、文禄期と慶長期の 2 回に分けて集中的に築

造されている。このような短期間では、小さな簡略な城の築造と考えられるが朝鮮出兵の総数は、約 16 万

人にも及ぶことから半端な兵力ではなかった（天正 20 年高麗渡海の陣立て）。このような大軍を進駐させ

るにたりる規模を備えていたことが現存する城跡や、「征倭紀功図巻」等の資料によっても伺い知れる。こ

の、絵巻には、天守、櫓、土塀などが描かれておりその容姿からは、織豊期時代に築造された城郭とは大差

のないものである。 また、築造以来その城郭として機能していなかったことや、近年の都市化の影響を受

けておらず、築造当時の状態を現在に引き継いでいるものと思われる。一方、日本の城郭は江戸時代の三百

年間に拡大、修理、改造等を重ねられており、1600 年初頭には（徳川時代に入り）大規模な機能の変化（防

御の城から役所的な機能を有す城へと大きく変貌をとげ）その築造方法にも大きく影響を及ぼした事は、事



実であると考える。 また近年 釜山を中心とした国家事業である釜山新港の開発が進められており、幾つ

かの倭城もその影響を受けている。順天倭城や西生浦倭城などは地元の観光開発に積極的に取り組んでいる

所も見られその全容の解明が急務である。 
 
２） 金海竹島城の調査報告 

金海竹島城は、釜山広域市江西区竹林洞(近海国際空港の西側約３ｋｍ)の位置にある。標高 30m から 50m
の小高い丘に石垣を築かれた城である。文禄２年(1593)に鍋島直茂・小西行長が築造大名の任に当たってお

り自然石を組み合わされた野面積みの石垣が残っている。現在この城郭の一部を横断するように高速道路が

計画されており、東亞大学の李 東注先生の元で発掘調査が行われていた。このために城郭談話会と東亜大

学校との共同調査の形で現在残されている櫓台を中心に石垣調査を行うことになった。 
調査の概要と方法は次の通りである。 
日時 平成１６年８月５日から１１日の延べ７日間を用いて測量を実施した。 
方法 平面測量は光波測角器によるトラバース測量方法、断面計測はレーザー測角器による断面測量

を現地で行い、国内で整理図化した。 
参加者 城郭談話会 黒田慶一 奥村信一 西川禎亮 
    中村石材工業（株） 鈴木邦勇 藤田裕嗣 麻野芳輝 
    その他の協力者 戸田琇元 重村幸孝 
合計８人延べ人数５６人で現況の調査を行った。（測量図は別紙参照） 
 

調査方法及び機材は前年までの西生浦倭城の測量

（倭城の研究５号に記載）と同様であり手慣れたも

のであったが、この地は西生浦倭城の時より草木が

覆い茂っており、草木の伐採や石垣の清掃に２日間

の重労働を重ねる事になった。当初は城郭の全貌を

調査する予定であったが、急遽、櫓台を中心とした

石垣調査に変更した。作業の１日目は日本で用意し

ていた軽道具で草刈りを実施したが、その草の高さ

と雑木の多さから作業の効率が捗らなかった。この

為にエンジン付き草刈り機を現地で調達して作業を

進めた。わずか二日間で草刈り機の刃が２枚必要に

なった事からその草の量が想像できる。また、石材

を清掃すると大半の間詰め石が抜けており、至る所

で石垣の空隙が発覚した。ほとんどの石積み石材は土に埋もれており、角石は透けて見える状態であった。

このために石垣が崩れるような危険を感じ、現状の状態を維持するように小石等の石材の撤去は行わないよ

うに注意を払って作業を行った。（実測図参照） 

写真１ 測量前の櫓台 



また、測量の基準を丘陵地の一番高い地点で比較

的安定している場所選び、仮のベンチマーク KBM 
=50.000 真北を 0.00 で座標の基準にして測量を

行った結果、南北方向約 5.5m(3 間)、東西方向約

6.5m（3.5間）であり一番高い北東部の角石で 4.7m
あった。平石部の石垣勾配は約 65 度前後であり、

高さの低い面は 70 度とやや急な勾配である。角石

は天端付近で折れ曲がっており正確な勾配測定は

できていないが概ね平石部より急な勾配（70 度）

であるように推測される。また、全体的に石垣の

勾配は直線的であり、明確な「そり」「雨落とし」

などは確認できない。使用されている石材は、比

較的大きい石材（１ｔ近い石材）と極端に小さい

石材とが混ざって用いられており、石材の配列上の工夫は見られない。しかし、中間よりやや上部付近で横

に長い石材が２石並んで積まれている。これは石垣の偉容さを明らかに意識したものである。しかし石垣全

体のバランスを崩しており、この当時の一般的な石垣の積み方とは異なるように思う。石材表面は比較的平

滑な面になり、割石の可能性も考えられる。しかし形状が自然のまま用いられているために接合する石材と

の隙間が他の城より大きくなっており全体として粗い石積みの容姿である。堀内氏の所見では石材は安山岩

系もしくは砂岩系の自然石が使われており、近郊の海岸に散財する海成堆積岩と言われている。おそらく丘

自体の高さが無いことや、運搬距離が少ないことから海岸縁にあった頃合いの自然石を選別して搬入したも

のと、人工的に「矢」を入れて割られた石材が混在して築造されたものと考えられる。このことから、当然

石組は大胆なものとなり、その隙間を埋めるために大きな間詰石が用いられたと推測される。大きめの間詰

めも用いられていたことから、その間詰石がぬけて背面の土砂が流入して現在に至っているものと推測され

る。 
 

 
 

写真３ 清掃後の石垣 写真４ 清掃後の石垣 

写真２ 測量前の状況 



櫓台北側の石垣前面に石材が折り重なるように積まれ

ており、堆積していた土砂を取り除いたところ微妙に石垣

の根石部分で噛み合っていた。この櫓台は勾配のある丘陵

地の中間部から築かれており、周辺の地形から推測すると

谷筋にあることがわかる。根石を築く際、地盤の安定と補

強目的で捨て石として築かれ、その上に根石を築かれた可

能性がある。当時の石垣を築く上での一つの工夫であると

思われる。 
角石は合端も雑に石組され、およそ端部から 10cm のと

ころで噛み合っている。（場所によれば重心より後ろで噛

み合っている）算木積みの形態とはほど遠いように見られ

るが、下部の方で整形した石材が２段積まれている所もみられ、石材の長辺方向と短編方向が交互に石組み

された算木に近い場所も見られるが全体としては、算木にはほど遠い状態である。裏込め栗石は大量の土砂

のためにその存在すら確認できなかったが、石垣の清掃を行った感じではそう多く用いられているようには

思えない。このような今にも崩れそうな状況下で 400 年間もの間、石垣が存在していたことに驚かされる。

まず地震の多い日本では崩壊していた可能性が高い。 
 
３） 西生浦倭城（加藤清正）と順天倭城（小西行長・藤堂高虎）との施工上の比較 
 西生浦倭城の概要は、「倭城の５号」及び「歴史遺産としての石造構造物の土木史的研究」で石垣の高さ

や勾配が記録されている。簡単に要約すると、石垣の高さは最大７ｍ程度まででその石垣の勾配は約６０度

である。角石は石材の長手方向と短辺方向とを交互に組み合わせる「算木」を意識した組み合わせも見られ

るがまだ未成熟な段階である。平石は比較的平滑な面を構成しており、石材の大きさも多少のばらつきはあ

るものの全体的には均一性が見られる。恐らく地表にでている転石を「割り加工」を行った後に積まれたも

のであろう。また、虎口では鏡石（周辺の石材より大きな石材で 意

匠的に工夫された石材）が用いられており、一般的な織豊期の石積

方法である。施工方法においても、搬入路の勾配を一定にした方法

やその搬路の構造にも小石を敷き詰めた工夫が凝らされている事が

報告されている。また近年発表された西生浦倭城の工程表からは総

動員数の割り出しから石材採取場所の可能性地域を選び、踏査した

結果、２ｋｍ程度の所から石材の採取場所らしき所も確認されてい

る。この工程表から現代的な施工方法や組織的管理方法が行われた

と推定されている。小西行長が築いた熊川倭城も同じように思われ

る。慶長２年(1597)小西行長・藤堂高虎が築造した順天倭城では、

平石は大きさの揃った石材が用いられている。角石においても長短

交互に組み合わさった算木積みを意識したものとなっている。実

測したわけではないので詳細なことは解らないが、石垣の勾配は

写真５ 根石の状態 

図１ 順天城石垣実測図 
作図：堀口健弐 



若干きつくなっており、石垣の高さは６ｍ前後でそう高くはない。また、虎口には鏡石を思わせる大きな石

材が配置されており、石積みに関しては他の織豊期の石垣と大差ない。しかしこの城石垣に用いられている

石材には、元和以降の「徳川の城」でも見られる「矢跡」が残されている。西生浦倭城や熊川倭城と明らか

な違いが見られ人工的に「整形加工」された石材が用いられていることである。 
堀内建弐氏が行った石垣編年の指標では、第１期

は文禄役開戦直後の文禄元年～同２年の築城、次い

で第Ⅱ期は慶長の役（慶長２年）の築城で、倭城の

石垣を指標、国内の城郭編年も可能となる。型式学

的変化を具現化する隅角部の加工度を検討材料、お

よび慶長期の倭城の大半で自然石か粗割り石を使用

するものと、矢を用い直方体に加工した石材を使用

するものとに時代の年差があることが指摘されてい

る。その基準は矢の使用は新しい様相であり、この

時期の最新技術を駆使していることとされている。

国内では「慶長拾壱年」の銘文が残る彦根城である

とされ、慶長５年の廃城が確実視される、但馬竹田

城にもみられ、その萌芽が見られる。（倭城の研究２・３号） 

宮武正登氏は肥前名護屋城の石垣について、「割面石」の使用と「算木積み」の発達には城郭石垣のおお

まかな編年観の中で完成期の指標的現象の一つに自然石から精加工石（切石）使用への変化でのその初期的

な形態として、石材加工の技術的成熟を待たずに、石垣面全体の体裁を石材の割面で整える事を優先した技

法が天正末期から文禄年間にかけて初出してくると指摘されている。また、東国有力大名である常陸水戸城

主佐竹義宣の臣、平塚滝俊が国元への書簡で「御城の石垣なとも、京都にもまし申し候由、石をみなわりて

つきあげ候」と紹介されている。 

この二つの紹介事例から天正の後期から文禄初頭には石材を「割る」技法が築造技術に用いられていたこ

とが明らかであり、またその職人達が石を積む事も行っていた。当初は表面に出土していた転石を２分割も

しくは４分割して大量に必要となった石積み用の石材を製作していたと考えられる。このことから文禄・慶

長時に築造された城石垣は、野面積みの技法を用いながら平滑な石垣表面を構成する結果となった。また中

村博司の「花崗岩石割り技術の誕生とその展開」の中で13世紀前半から石造工芸品を造る「石大工」の中か

ら木材の加工にかかる

伝統技術を習得した石

割職人が生まれたと推

測されている。本来、

木材と石材とは成分の

形成される過程におい

て大きな特徴の違いが

ある。石材は色々な鉱

図２ 石材の成り立ち 

深 成 岩 : 花崗岩・閃緑岩・斑粝岩・橄欖岩など
火成岩 半 深 成 岩 : 石英斑岩・扮岩など

火 山 岩 : 石英粗面岩・安山岩・玄武岩など

火 山 細 屑 岩 : 凝灰岩・集塊岩など
風 成 堆 積 岩 : 黄土・ロームなど

堆積岩 水 成 砕 屑 岩 : 礫岩・砂岩・頁岩・粘板岩など
有 機 沈 澱 岩 : 石灰岩・珪藻土・チャートなど
化 学 沈 澱 岩 : 岩塩・鮞状石灰岩・或種のチャートなど

動 力 変 成 岩 : 圧砕岩など
変成岩 熱 変 成 岩 :  ホーンフェルス・品質石灰岩など

動 力 熱 変 成岩 : 片麻岩・結晶片岩など

出典：「日本の石」大和屋出版より 

写真６ 西生浦倭城の石垣 



物が混ざり合って成り立っている。一方木材は単一の材料である。年輪を旨く用いれば「クサビ」・「タガ

ネ」を用いると簡単に割る事ができる。この方法では凝灰岩、砂岩、粘板岩などの堆積岩には有効であり、

鉱物の結束が密な火成岩には相当の工夫が必要である。また、火成岩の中でもより密な花崗岩などの深成岩

には木材で使用する「クサビ」・「タガネ」で割る原理が全く異なる。簡単に石材の「割る」原理を紹介す

ると、図のようになる。木材や堆積岩は先のとがった「クサビ」「タガネ」を用いて年輪や堆積方向に力を

加えて一定方向に割るのに対し、鉱物組成の密な火成岩は、「石矢」の腹部分に力を加えて引き裂くように

して、石材の自重で割る。この為に「石矢」が底に当たらないようにする必要があり矢の形状が異なる。当

然加工された石材には大きな「石矢の跡」が残る。「石目」を

利用する方法があるが、真直ぐ、楽に（矢穴の数やその矢を入

れる位置に変化する）割ることができるが、石を割る原理は変

わらない。また、安山岩や玄武岩などの火山岩は深成岩と石材

の成分は同じであるが、地中のマグマが噴出してできた岩で地

表近で急激に冷やされた特徴がある。また、転石として地表面

近くにあり、石には無数の傷がある。堆積岩に比べて硬い。こ

の石材を割るに際して、旨く石傷を利用して１方向に割る事は

できても、その直角方向に割る場合には、石材が大きく、石の

傷が少ないものでなければ当時の技術では自由に扱うことがで

きない。金海竹島城や西生浦倭城・熊川倭城などは、転石材に

用いられている石材に「矢跡」がないのは、傷を旨く用いて小

割され「ゲンノウ」で成形されて石積みに用いられたと思われる。 

しかし順天倭城はれっきとした「矢跡」が残されており、角石も１面から多面に渡って加工されて石積み

されていることから、石積みに用いる石材の加工が意図的に行うことが可能になった事が伺われる。 

国内では京都の慈照寺の石垣や肥前名護屋城の遊撃丸にも見られる事から、従来の「木材加工の矢（タガ

ネ）」から発生した物とは違った、現在でも用いられている「石矢」を持つ「石切職人」が既に国内に居た

ことは明らかであり、その流れを汲む「石積み職人」がこの順天倭城の築城に際して小西行長・藤堂高虎の

下で従事していたものと思う。 

その後、藤堂高虎は徳川時代の城造りに大いに活躍しており、韓国倭城や肥前名護屋城で磨かれた「築造

技術」や「石材加工方法」が急速に発展し「石矢」も全国に広がったものと考えられる。 

 

図３ 石矢の違い 


