
 
 

2021 年 2 月 7 日 
三峯神社随身門（仁王門）の建築史的調査 

建設工学専攻                                    ME20088 高橋千尋
たかはしちひろ

 
建築史研究                                    指導教員 岡崎瑠美准教授

担当教員 小柏典華助教        

1.研究背景・目的 

埼玉県秩父市に位置する三峯神社の山道には随身門が建

つ。随身門は 3 間 1 戸の八脚門形式であり、長大なただずま

いや軸部の彩色からは神社の表門として威厳が感じとれる。三

峯神社は元々山岳信仰があり、随身門も明治の神仏分離まで

は仁王像が安置されていた。神仏分離によって仁王像を撤去

し、名前を随身門に変えたことが分かっている。 

令和 3 年度の史料調査では、林千恵子氏所蔵の林兵庫に

関する史料（以後、林家文書と呼ぶ）の中に、仁王門と書かれ

た史料を発見した。本研究では、仁王門の史料と現存する三

峯神社随身門との相関を分析し、随身門の建築的価値を明ら

かにする。 

2.研究方法 

1）史料・実測調査及び史料の精査/解読 

2）実測図面の CAD 化  

3）史料間の比較考察及び随身門実測値と比較考察 

3.林兵庫とは 

林兵庫とは、江戸時代に妻沼（現在の埼玉県熊谷市）を拠

点に活躍した大工棟梁である。初代林兵庫正清の祖先は、最

初の木割書『匠明』を書いた平内政信であり、その設計手法を

林兵庫も用いたとされている。 

4.随身門 

随身門は 3 間 1 戸の木造八脚門である。屋根は銅板葺の

切妻造り、組物は出組が採用されている。三峯神社が所有す

る棟札より、随身門は天明 2 年（1782）に当時の山主の日翁が

仁王門として再建を促し、林兵庫正信によって設計された。 

表１：三峯神社随身門の歴史 

5.実地調査よび図面作成 

令和元年の実測調査で随身門の実測及び実地調査を行っ

た。随身門は高さ 14m を超える建造物であるため、頭貫から上

の正確な実測が難しいことが分かった。そこで令和 3 年の実測

では、フォトグラメトリを用いた随身門の表現を試み、頭貫より上

の図面作成に利用した。フォトグラメトリは写真を用いた３D 表

現であり、正確な寸法を計測する手段ではないが、上記の理

由により、地盤面から頭貫までを野帳作成をもとにした手実測、

頭貫より上をフォトグラメトリによる３Dデータを活用した複合図

面を作成した。 

    
図 1：随身門正面図       図 2：随身門側面図 

6.林家文書にみる随身門 

6.1 史料の紹介 

林家文書から確認できた三峯神社に関係する史料は、

表 2 の通りである。 
表 2：三峯神社関連の史料 

 

6.1.1 三峯山木取帳仁王御門(写真 1•右) 

天明 2 年（1782）、林兵庫によって書かれた。年代

より 2 代目正信が書いたと推定される。寸法を記載し

た平面計画のほか、部材の寸法や数量が書かれてい

る。組物について記載がある。以降、木取帳とする。 

6.1.2 秩父郡三峯山仁王御門仕様寸法覚(写真 1•左) 

寛政 4 年（1792）、林兵庫正信によって書かれた。寸法、枝

数、金剛垣等を記載した平面計画のほか、部材名、寸法、高さ

と幅の比率、立面計画が書かれている。立面や装飾について

詳しく記載している。以降、仕様寸法覚とする。 

6.2 史料の分析 

6.2.1 三峯山仁王御門木取帳の分析 

本史料における柱間の比率は以下のとおりである（写真 3）。 

脇の間（桁）：脇の間(妻)＝91.5 寸:91.5 寸=1：1 

脇の間（桁）：大間（桁）＝91.5 寸:137.2寸=1:1.4994…≒1:1.5 

これらは『匠明』の平面計画と一致している。 

6.2.2 秩父郡三峯山仁王御門仕様寸法覚の分析 

(1)平面計画 

本史料における柱間の寸法比は以下の通りである(写真 4）。 

脇の間（桁）：脇の間(妻)＝91.4寸:91.4寸＝1:1 

脇の間（桁）：大間（桁）＝91.4寸:137.2寸=1:1.501… 

また、柱間の枝割の比は以下の通りである。 
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題⽬ 年代 筆者 選出理由
１ 三峯⼭仁王御⾨⽊取帳 天明2年（1782） 林兵庫 三峯⼭のワードがタイトルにある
２ 三峯⼭御仏殿御燈籠䑓之圖 天明3年（1783） 不明 三峯⼭のワードがタイトルにある
３ 名無し図⾯ 天明3年（1783） 不明 仁王⾨再建時期と被る
４ ⼭⾨組物改覚帳 天明5年（1785） 不明 仁王⾨再建時期と被る
５ ⼭⾨組物改帳 天明5年（1785） 不明 仁王⾨再建時期と被る

６ 秩⽗郡三峯⼭仁王御⾨仕様⼨法覚 寛政4年（1792）七⽉九⽇ 林兵庫正信 三峯⼭のワードがタイトルにある
７ 三峰⼭仁王御⾨組物之圖 不明 不明 三峯⼭のワードがタイトルにある

８ 三峯⼭⾦物形 不明 不明 三峯⼭のワードがタイトルにある
９ 當⼭⼤縁起 不明 不明 史料の中に三峯のワードがある
10 規矩 不明 林正清 史料の中に三峯のワードがある

11 規矩之正語 不明 林兵庫昌道 史料の中に三峯のワードがある
12 惣⾨之圖(掛軸) 不明 忌部正信 ⼤⽊⽒の修論で三峯神社随⾝⾨の参考史

料として使⽤された

写真１：表紙 



 
 

脇の間（桁）：脇の間(妻)＝12:12＝1:1 

脇の間（桁）：大間（桁）＝12:18＝1:1.5 

これらは枝割、寸法比ともに『匠明』と一致している。 
(2)立面計画 

表 3 では写真 2 の立面計画と随身門の実測値の比較を行

った。以下では史料の解釈を述べる。まず「柱二本分」より、大

貫–脇虹梁間は随身門の柱直径 2 つ分と解釈した。次に「大間

を立てる」より、土台下から脇虹梁下の高さに大間の寸法を採

用していると解釈した。「このふり分より、貫上は１本分」は写真

4 より、柱貫（腰貫）の位置は土台下から脇虹梁下の高さの半

分より柱１本分ずらしていると解釈した。 

表 3：秩父郡三峯山仁王御門仕様寸法覚と実測値の比較 

(3)枝割 

1 枝の定義は“垂木幅＋垂木間（コマ）”である。史料中、垂

木寸法は幅 3.4 寸、コマ 4.2 寸と書かれているため１枝 7.6 寸

である。また、枝割は平面を構成する基準である。1 枝を平面

計画から割り出すと以下の通りである。 

脇の間：91.4(寸)÷12=7.6166…(寸) 
大間：137.2（寸）÷18＝7.622…(寸) 
定義の１枝の寸法と一致したことから、仁王門の１枝は 7.6 寸

である。また、垂木高さは 4.2 寸であるため小間返しであり、随

身門と一致している。また柱間の垂木本数は脇の間 12 本、大

間 18 本と書かれている。これは随身門にかかる垂木と一致す

る。他に、写真 4 左下に書かれている「軒出 11 シユ 者(は)ふ

有」は軒先 11枝(シユ)、破風があることを示す。 

写真 2(右) :仕様寸法覚立面計画/写真 3（左上）：木取帳平面

計画/写真 4（左下）：仕様寸法覚平面計画 

6.3 三峯山木取帳仁王御門と随身門の組物の分析 
『匠明』より、大斗長さは柱幅と同値である。柱幅は中柱が

19.5 寸、側柱が 18 寸と書かれているため、大斗の長さ 6 尺 5

寸は木材を切り出して使うことを想定していたと分かる。大斗長

さ＝柱幅とすると、4丁の内訳は以下の通りになる。 

1丁：19.5 寸/19.5 寸/18寸(57寸＜65寸) 

3丁：18寸/18寸/18寸（54寸＜65寸） 

これは随身門の大斗の数と一致する。 

続いて巻斗である。巻斗は大斗より小さい

部材であるため、長さ 6 尺の木材から切り出

すことが前提である。随身門と同じ六枝掛

け・小間返しと仮定すると、垂木幅は 3.6 寸、

高さ 4.4 寸であるため、巻斗の総数は以下

の通りになる。 

１個あたりの巻斗長さ：3.6+4.4+3.6=11.6(寸) 

１丁あたりの巻斗：60/11.6=5.172…＞5個 

総数：5(個/丁)×25（丁）=125（個） 

随身門の巻斗は 114 個であり、9%程多く、建設途中での破損

を想定して多く見積もっていると考える。 

さらに、秤肘木は寸法と数量から隅の秤

肘木を指すと推測できる。平の秤肘木は枠

肘木と同じものと捉えると、枠肘木の総数は

30 丁となる。 

6.4 史料と随身門の木割の比較 

柱太さの木割は、仕様寸法覚と随身門で一致している。腰

貫高さの木割は、木取帳と仕様寸法覚と随身門で一致してい

る。一方で、飛貫の高さの木割は、木取帳と仕様寸法覚でのみ

一致、随身門の実測値とは不一致である。しかし値は大きく離

れておらず近似できる範囲である。以上より、木割における木

取帳と仕様寸法覚は、三峯神社随身門と相関があると言える。 

表 4：史料と随身門の木割比較 

6.5 考察 

2 つの史料は内容が異なることから、別の意図で作成された

と考える。木取帳は、仁王門の再建初期に部材名と所用数量

を書き出すために作られた積算書である。一方、仕様寸法覚

は設計面において随身門と相関があり、かつ仁王門の竣工時

期の発行であることから施工記録を示す史料であると考える。 

7．結論 

本論では、各史料と随身門の相関性を明らかにした。その

結果、仁王御門仕様寸法覚は、書かれた年代や立面のデザイ

ン及び木割の一致から随身門を示す史料と理解できる。また、

木取帳も書かれた年代及び組物を含めた部材の数量や種類

が随身門と一致するため随身門を示す史料と推定できた。 
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三峯⼭⽊取帳 仁王御⾨ 秩⽗郡三峯⼭ 仁王御⾨仕様⼨法覚 随⾝⾨実測値 「匠明」⾨記集惣⾨ 惣⾨之圖
名称 ⽊割 ⼨法 備考 ⽊割 ⼨法 備考 ⽊割 ⼨法 備考 ⽊割 ⼨法 備考 ⽊割 ⼨法 備考

正⾯柱間 ⼤間 L 1丈3尺7⼨2分 ⼤間 L 18枝 18枝 中の間 L 18枝

脇の間 9尺1⼨5分 脇の間 12枝 12.1枝 脇の間 12枝

妻の間柱間 9尺3⼨5分 12枝 12.1枝 12枝 275mm(12枝と
仮定) この値を基準とする

柱太さ a1=0.142L
a2=0.13L

a1=1尺9⼨5分
a2=1尺8⼨

a1=中柱(2.5枝)
a2=側柱(2.3枝)

a1=0.138L
a2=0.128L

a1=1尺9⼨
a2=1尺7⼨6分

a1=丸柱（2.4枝）
a2=側柱（2.3枝）

親柱a1=0.13･L
控柱a2=0.12･L

2.4枝
2.2枝 a=0.11L 2.0枝 丸柱 50mm(2.2枝) 丸柱

柱⾼さ 1丈9尺4⼨ 27枝 L+a 20枝 0.8a 485mm(21枝)

頭貫せい 0.74･a1
0.80･a2 1尺4⼨5分 0.7･a1

0.75･a2 1尺3⼨3分 ⼤貫 0.6･a1
0.7･a2 1.5枝 0.7a 1.4枝 0.3a 40mm(1.7枝)

柱貫厚さ 0.38･a1
0.42･a2 7⼨6分 0.3･a1

0.3･a2 0.6枝 0.3a 0.6枝 0.8a 15mm(0.65枝)

⾶貫せい 0.70･a1
0.76･a2 1尺3⼨8分 0.7･a1

0.755･a2 1尺3⼨3分 脇の間虹梁 0.5･a1
0.6･a2 1.3枝 0.6a 1.2枝 0.8a 40mm(1.7枝)

腰貫せい 0.66･a1
0.72･a2 1尺3⼨ 0.61･a1

0.65･a2 1尺1⼨6分 柱貫 0.6･a1
0.7･a2 1.5枝 0.6a 1.2枝 同引き貫と同じ 0.8a 40mm(1.7枝)

地貫せい 0.82･a1
0.88･a2 1尺6⼨ 0.73･a1

0.79a･2 1尺4⼨ 切込⼟台 0.8･a1
0.9･a2 2枝 40mm(1.7枝)

組物 出組、ミツ⽃ 出組、出ミツ⽃ ミツ⽃ 出ミツ⽃
⼤⽃ 柱と同じ
実肘⽊せい
間内の天井 鏡天井 鏡天井 ミツ棟造り

垂⽊幅 0.18･a1
0.2･a2 3⼨6分 0.17･a1

0.19･a2 3⼨4分 0.2a 0.5枝 0.2a 0.4枝

垂⽊せい 0.22･a1
0.24･a2 4⼨4分 0.22･a1

0.23･a2 4⼨2分

⾶檐垂⽊勾配 6⼨8分勾配 9⼨3分 6⼨2分勾配
⼩軒 5⼨8分勾配 9⼨3分 3⼨5分勾配
傍軒 11枝 破⾵ともに ？ 11枝 破⾵とともに
軒 ⼆層で⽊負違い ⼆層で⽊負違い ⽊負違い

梁間軒の⻑さ 13.9枝 11枝

妻飾り ⼀重虹梁 ⼆重虹梁/ ⼆重虹梁/板蟇股3か所
/出組/⼤瓶束 ⼆重虹梁/板蟇股3か所 随⾝⾨にない獅⼦あ

り
破⾵腰太さ 4尺余 垂線の⻑さ 2尺 ⼆尺 ？ 1.4枝？
懸⿂ 懸⿂ 蕪懸⿂ 蟇股3か所 懸⿂なし

写真 5：斗供 

写真 6：ひじき 

秩父郡三峯山仁王御門仕様寸法覚 計算 随身門(実測値) 差

大貫–脇虹梁間柱二本分 515×2＝1030mm 1075mm 45mm

大間を立てる 1丈3尺7寸2分=4157.16mm 4008 mm 149.16mm

このふり分より、貫上は１本下

土台下-脇虹梁下の中点

4008mm/2=2004mm

柱貫（腰貫）上-脇虹梁下の寸法

2004mm+515mm=2519mm

2338mm 181mm


