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　桃山時代は、城郭建築の発達とともに、中世からの書院造を完
成させた時代として大きな特色をもっている。姫路城、松本城、彦
根城、松江城など、数々の名城が各地に生み出されるのもこの時代
である。城郭は白と黒を基調とし、千

ち

鳥
どり

破
は
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破
は

風
ふ

を組み合わせ
た天守閣の屋根の変化と小天守との対比、隅の櫓

やぐら

、土塀、大手門、
石垣など、さまざまな要素の複雑な構成美が特徴である。域内には
豪華な書院造もつくられた。
　江戸時代は、伝統の継承と復活が重視されたことも一つの特徴
である。もう一つ、これまでになかった建築が、町民文化の興隆を
背景につくられたことである。茶室と数寄屋建築、劇場などがそれ
である。寺社の中と個人教授だけの中世とは違って、官校、藩校、
郷校、私塾の4種の学校もできた。萩の明倫館、岡山の閑

しず

谷
たに

学校な
どは藩校の例である［図2］。
　山と傾斜地に富むわが国の地形から、平らな人工台地を得るため
の懸

け

崖
がい

造
づくり

の工夫が生み出された。全国各地に、規模の大小はあって
も、同じ方式の架構が見受けられる。「清水の舞台から飛び降りた
気持ちで……」というたとえに出てくる清水寺の舞台は、懸崖造と
しては最大規模に属するであろう［図3・4］。これは大径柱と通し貫か
らなる、木造ラーメンによる構成に他ならないものである。柱脚は
石
いし

端
ば

立
だて

であり、柱と貫の節点は押えくさびによって固定されている。

近世架構史の概要

近世の幕開けに、封建領主らしからぬ強烈な近代的感覚と壮大な
気宇をもち、科学的精神と合理主義思想に溢れていた、さっそうた
る武将は織田信長である。比叡山焼打など、旧宗教界の保守勢力
一掃の気迫を天下に示したものである。
　1579年、彦根の西、近江八幡に近い琵琶湖畔安土に、信長は、
高さ16.5間に及ぶ7層の天守をもった絢爛たる安土城を築いた［図
1］。この様式は後に続く秀吉によって、伏見城、大阪城に引き継が
れる近世城郭史の端緒をなすものである。
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　上ヘ行くに従って柱が短くなる。柱が短いほど、剛性が高くなる
から、等高線に平行な方向に水平力が加わるとき、抵抗中心は中央
より上部へ移行する。斜面と舞台との交線において完全固定が期
待できるならば、床面を剛にすることによって、長柱部分に曲げ応
力がほとんど生じない状態にすることすら可能になる。かくて傾斜
地の懸崖造は平地に建つジャングルジムとはかなり趣

おもむき

が違う。

城郭建築

概要
戦国時代の後、16世紀頃より後を近世と名づける。近世の建築を
彩るのは、何と言っても城郭建築である。
　城郭建築は社寺建築の系統ではなく、民家系の技術を集大成し
たものである。それは、何よりも迅速かつ堅固であることが主眼で
あるから、現地とは別の場所で正確に刻みを施し、現地では一気に
組み上げる、徹底したプレファブシステムでなければならなかった。
秀吉がやり遂げて世をあっと言わせた「一夜城」という言葉もあるく
らいだから、速さこそ生命であった。しかしまた、敵の攻撃から自陣
を守る砦の役は絶対的であるから、地形もまた重要な要因であった。
　初期の城郭は山の頂上に建てたものが多く、山城と呼ばれた。犬
山城、丸岡城、岩国城などはその例で、松山城は平山城と呼ばれる。
平野に建つ城は平城と呼ばれたが、その周囲には必ず大河がとりま
くようにして、敵が攻めにくいよう工夫していた。濠を周りに廻らす
のも、その一つの工夫の表われである。
　城郭建築のもう一つの側面は、その地を治める武将の権威を誇
示する偉容が求められたことである。支配者としての権力を示威す
るためには、堅固を主眼としながら、複雑な構成美をもねらう必要
があった。徳川家康が元和元年に一国一城令を出すまでは全国に
120余も城郭があった。

石垣や上部構造が崩れない理由
このあたりで、城郭の構造について特記しておく必要があるように
思える。迅速にして、堅固に、しかも美しくする上でどのような工
夫を要したのかを知っておく必要があるからである。
　上部構造と高い石垣の全重量は何万トン何十万トンにも達する
大変な重量である。これだけの大重量の石垣が崩れないという事実
は、いかなる土圧理論をもってしても、説明のつくことではない。こ
れが第一の、そして最大の問題である。歴史的な事実として、五重
塔も石垣も、倒れたり、崩れたりした事実はないのである。優れた
現代理論で説明のつかないとき、どう考えるのが正しいのだろうか。
　答えは、理論のほうが間違っていると考えるのが正しい。正しい理
論は現代の理論でなく、その事実を説明できる別の理論でなければ
ならないのである。事実が説明できるのが理論でなければならない。
　石垣のほうから説明しよう。答えは、土圧が生じていないという
のが正解である。石垣の中まで石積みがなされていて、土で埋まっ
ていないから、土圧の起こりようがないのである。どのように石積
みがなされているのかというと、玉石の手積みになっている。互い
の重量は上下で釣り合っているため、斜方向のすべり力が発生しな
いしくみになっているのだ。土で埋め戻すとどうなるのかというと、
あるすべり面より上の三角のくさび状の土の重量がすべり面に及
ぼすすべり力とすべり面上の摩擦力とが釣り合っているとき、土圧
は生じない。
　上部構造のほうはどうだろう。上部構造は内外の木組と外壁の
厚い土壁からできている。木組は梁が2段に組まれているものが多
く、外壁が上階ほど後退しているので、自然に屋根の部分に下屋ト
ラスができる。構造物は一般に変形しにくい要素（これを剛性が高い
という）から力を受ける傾向がある。外壁は木部より剛性が高いから、
まず最初に外壁が外力を受け持ち、外壁にクラックを生じてから木
造架構が抵抗するという順序になる。

図4　清水寺平面図

図3　清水寺断面図
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より1～2尺の位置に矩形断面の「足固」や丸太の「大引」を、柱に
ほぞ穴を開けて構造体として建て込んで、柱の足元を固めた。現在
では、礎

そ

石
せき

に独立柱という方法は普通玄関・縁側まわりで行われる
のみで、通常の建物下部には土台が用いられている。
　土台の使用は、16・17世紀に築造された城郭建築以降に見るこ
とができる。これは、権力を象徴する建造物を短い工期で建設する
ためとも考えられているが、同時に、巨大な建物の足元（柱の根元）

を水平材でつなぎ、それによって、より堅固な建築物とする必要が
あったからではないか、と考えられる。
　礎石の上に柱を据える場合には、まず水糸を張って礎石の位置
と天端の高さを出し、それぞれの礎石の天端の形なりに柱の下面
をつくり出す（「ひかり付け」と呼ぶことがある）。この作業は熟練した
技術と時間を要するが、土台を据える場合には、柱の平面位置と高
さが土台の上ですでに定まっている。
　また、城郭建築では壮大な建物を一体化させるために通し柱が
各種各様に用いられ、通し柱には「胴差」や梁が組み込まれている。

事例─松江城と松本城

松江城
松江城は昔のままの姿をとどめる12の城の一つで、宍道湖を背景
にその華麗な姿をとどめている、5層6階の城である［図5］。
　雅称を千鳥城という。慶長5（1600）年の関ヶ原合戦のあと、出雲、
隠岐23万石に封じられた堀尾吉晴は、はじめ富田月山城に入った
が山城で不便なため、新しく亀田山を選び、慶長12年から起工し、
16年に完成したのが松江城である。城主は堀尾氏、京極氏、松平
氏と代わって、明治維新まで世襲で続いている。
　柱は、6.6尺間隔の通し柱が採用されている。棟高22.44mで各
階平均3.75mある。天守は4間×7間、その下階は8間×11間で、
階高は4.6mと最も高い。その下部階はいずれも3.5m高である。
　珍しいのは、柱が小さな角材を4本や9本寄せ木にして帯鉄で
締めていることである。合わせ目には、すべり止めの車

しゃ

知
ち

を組み込
んでいると推定される。梁は3階までダブルで、4階は階高が高い
ためかトリプルに組んでいる。

松本城
永正元（1504）年、島立右近が深志城を築いたのが松本城の創始と
されている。のちに小笠原貞慶が松本城と改め、天正13（1585）年
より改築に着工、3年を費やして城下町をも整備した。天正18

（1590）年、小笠原氏に代わって石川数正が8万石で封じられ、城
を改築した。工事は天正末年から慶長初年までかかり、現在国宝と
されている天守閣の雄姿もこの期間に完成した［図6］。
　この地は古くから交通の要地を占め、戦国武将の抗争の的

まと

となっ

城郭の構造と耐震性
城は建築系統の中で特殊である。戦争に備えること、威容を示すこ
となどである。
　一般的に城郭の構造は、厚い土壁（30mm厚）で構成される外壁
と内部の太径材木造ラーメンとの異質の2種類の架構要素から成
り立っている。剛性は外壁が卓越しているから、外力の大半を外殻
が負担する。いわば応力外皮構造である。基本的には、土蔵の構造
と城郭のそれは、剪断系の外壁構造として共通の分類群に属して
いる。いわば外剛内柔型の構造である。
　第二次大戦で消失した各地の城を、戦後、鉄筋コンクリート造で
復元したものが多く見受けられたが、外壁のもつ剛性を無視して、
内部ラーメンに全外力を負担させて設計するものだから、5層の天
守閣の1階柱は1m角くらいの鉄筋コンクリート柱となり、城に
登っても興醒めであった。5層の天守閣であっても、外殻に力を負
担させるならば、35～40cm角の柱で十分設計可能であって、これ
くらいのオーダーなら昔の木造の城のイメージがひどく損なわれる
こともなく、鉄筋コンクリートの城郭でも、なんとか様になったのに、
と大変悔やまれる。
　剛性に応じて外力を分担させ、分胆力と強度を整合させるべし
という架構計画の原則が無視され、それが顕著な被害をもたらした
のが十勝沖地震であった。
　内部の木造ラーメンについていえば、柱を拘束する部材の種類
によって2つに分かれる。一つは垂壁で、土壁が省略されていても、
ダブルの尺梁と束、通貫の効果だけで十分柱の回転を拘束する効
果がある。もう一つは下屋の構造と同様に、部分トラスによる柱の
拘束である。城の外壁は上階ほどセットバックするため、ダブル梁
の構成は各層の屋根を取り付けるうえで必然的に発生し、屋根の
垂木と下階梁で形成するトラスが柱の回転を拘束する。
　城郭の耐震性を列記してみると、以下のようになる。
①石垣の内部は玉石の固め積みになっているため、石同士がバラ
ンスをとり土圧を生じることがないうえに、城の外殻重量と石垣の
外周石の自重とが合力によって水平力の作用に対する安全を十分
保っていることを、金沢城で証明した。
②上部構造は、上階にいくほど外壁面が後退していることが耐震上
有効に作用している。新耐震が明確に規定した各階重量分布によ
り、各階の設計震度を求めるAi分布を彦根城の実例で計算した限
りでは、土壁の平均剪断応力度は、各階とも2桁まで一致した値を
示していて、その点からも耐震安全性を保証できることがわかった。
③上部構造は、各階とも大径材によるダブル梁ラーメンとなってい
るほか、各階屋根下部がトラスを形成し、上階柱の足固めとして有
効に働いている事実があることを指摘することができた。

土台の使用と通し柱
鹿苑寺金閣や寺院建築では、切石や自然石の上に柱を立て、地面
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た。城主は小笠原、戸田、松平、堀田、水野と代わり、享保11（1726）

年戸田光慈が6万石で入封、以後戸田氏が相継いで明治に至った。
　天守閣の建造は、犬山城、丸岡城に次いで古いとされ、素朴で、
豪壮な美しさをもっている。天守閣の北には乾小天守、渡櫓をもち、
東には辰巳附櫓、月見櫓がつながっている。月見櫓は寛永年間
（1635頃）松平直政の増築と伝えられている。
　通し柱のサイズは1尺から7寸角、間隔は6尺5寸6分で、階高
は11尺から15尺ある。天守の柱間は3間×3間で、以下4間×5

間、6間×7間、6間×7間、8間×9間、同上と各階柱の曲げ抵抗
を伴う各階ダブル梁のラーメン構造となっているほか、外壁が後退
するところで生ずる屋根トラスが、下屋構造の効果で、トラス・ラー
メンを形成する2つの骨組の抵抗と外壁の厚い土壁の抵抗、併せ
て3種類の抵抗要素が高層建築を成り立たせている。一般的に複
合または合成効果を伴うのが、大規模建築の通例である。
　また、昭和20年代に解体修理が行われているが、この際の調査
で、外観高さ6mの石垣内部に丸太杭の残存部分が発見されてい

る。天守土台は、長さ16尺（4.8m）の杭16本らによって支えられ
ており、杭は地盤面まで達している。この杭は、石垣築造後に打ち
込んだものではなく、まず杭を配列し、石垣積み立てに従い裏詰め
によって石垣内に埋め込まれたものと推定されている。

東京工業大学工学部建築学科卒業。松村組、東京
大学生産技術研究所（田中研究室）、三井金属を経
て、1964年増田建築構造事務所設立。第15回松
井源吾賞（勝山館ガイダンス施設）、第7回国土技術
開発賞最優秀賞、第1回ものづくり日本大賞（大洲
城）、2015年日本建築学会教育賞受賞

ますだ・かずま

図出典…増田一眞「日本の木造架構史」テキストより

※不正解の場合は、単位に登録できない場合が
あります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』
選択項目は、平成28年1月より建築士会会員
のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問
設問2  

城郭の主要な抵抗要素は 
次のどれか。
a. 太い通し柱が担うラーメン構造
b. 上階壁と後退で生じる 
屋根トラスと柱の構成による 
合成ラーメン
c. 厚い土壁による外郭構造

設問1 

石垣が崩れない理由は次のどれか。
a. 石の重量が斜め下方に大きな 
ベクトルを描くため、内側からの 
圧力ベクトルを打ち消すから。
b. 石積みの重量が内圧と 
バランスをとるような曲面を 
糸の懸垂線から割り出したから。
c. 石垣の内側も 
石積みになっているから。

図5　松江城天守 立断面図（桁行） 図6　松本城天守 南北断面図


