
                        平成３０年４月２８日

                           宗教法人 阿蘇神社 

重要文化財６棟

災害復旧工事の進捗について【平成３０年４月】

平素より当神社の災害復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。

さて、別添のとおり４月の経過をお知らせいたします。今後も安全性の確保に加え、

文化財の価値を損なわないよう細心の注意を払いながら、慎重かつ丁寧に進めてまいり

ます。ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご協力くださいますようお願い申し上げ

ます。

                    記

１，報告内容 重要文化財６棟、災害復旧工事の進捗

       附 技術者のコラム

２，報告の期間 平成３０年４月１日から２７日まで

以上



H30.４月分工事報告        

二の神殿
組物補修

二の神殿では、柱の上の組物
と呼ばれる部分で割れている部
材があったため、接着剤を用い
て補修しました。

二の神殿
浜縁縁束補修

1月分で報告した縁束の根継で
すが、今月は新しく付け替える
方の材の加工を行いました。

三の神殿
向拝柱礎石据直し

礎石の位置が柱とずれていた
ため、礎石周りを掘削し移動し
ました。
礎石の下からは、拳より少し大
きい玉石や、礎石の下から礎石
よりも大きな石が据えられてい
ることが判明しました。

この部分です

この部材です

この部分です

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所    　　
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三の神殿
向拝柱上の組物復旧

地震により、柱の位置が擦れて
しまったことにより、組物の部材
が割れてしまっていました。
一旦取り外し、矧木などを行っ
たのち、復旧しました。

楼門
解体用素屋根解体

倒壊した楼門を覆っていた素
屋根は、屋根を支えるトラス、ト
ラスを支える柱、周りの足場の
解体を行い、解体が完了しまし
た。

神幸門・還御門
門扉補修

割れやねじれによってすき間が
開いてしまっている箇所がある
ため、矧木・埋木等で補修を行
いました。

この部分です

↑解体後の写真です

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所    　　
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

修理工事こぼれ話⑨ 神幸門・還御門の大工彫刻 

神幸門（みゆきもん）と還御門（かんぎょもん）は、楼門の両側にほぼ同じ姿で建つ、

四脚門（よつあしもん、しきゃくもん）と呼ばれる門です。昨年から修理を始めており、

まず足場をかけ、柱より上側の補修を進めました。現在は扉を取り外し、その補修を行

っています。

足場をかけているときには、梁や組物といった上部の部材を間近に見ることができま

す。それらの部材の中には彫刻が彫られているものがあります。その彫刻のことを絵様

（えよう）と呼びます。また、部材全体が彫刻となっている部材もあります。

今回は、神幸門・還御門の彫刻と絵様について紹介します。

１．彫刻・絵様の彫られた部材 

 神幸門と還御門は、神殿・楼門とともに江戸時代の終わりに造営された建物です。神

幸門と還御門ともに、嘉永（かえい）元年（1848）から嘉永２年（1849）に造られまし
た。日常的に使用される門ではなく、７月の御田祭の際に神幸行列（しんこうぎょうれ

つ）が通る時にのみ扉が開かれます。神幸門から行列が出発し、還御門へ戻ってきます。

神幸門と還御門の彫刻と絵様は、基本的には同じ箇所に同じものが入りますが、一部

異なる場合があります。

神幸門外観（南西から望む） 

本懸魚、鰭 
（おもげぎょ、ひれ）

降り懸魚 
（くだりげぎょ）

桁行虹梁(下) 
（けたゆきこうりょう） 

女梁（めばり）

男梁（おばり）
木鼻（きばな）

妻虹梁 
（つまこうりょう） 

持送（もちおくり）

神幸門 柱より上部分 

笈形 
（おいがた）

実肘木 
（さねひじき）

実肘木 
（さねひじき）

蟇股 
（かえるまた）

桁行虹梁(上) 
（けたゆきこうりょう） 

彫刻・絵様のある部材一覧 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

２．同じ位置に同じ彫刻・絵様が入る部材 

 建物の側面である妻面の部材が、この傾向にあるようです。

 便宜上、蟇股をこの分類に入れていますが、還御門の蟇股はどこかの時代で欠失して

おり、もしかしたら異なるデザインだったかもしれません。

本懸魚の中央付近には、通常六葉（ろくよう）と呼ばれる６枚の葉をかたどった彫刻

が付きますが、神幸門と還御門には５枚の葉の彫刻が付いています。国指定文化財の中

にもあまり実例はなく、珍しいものです。鰭と降り懸魚は、神殿や楼門にもみられるよ

うな雲形の渦（うず）模様です。

本懸魚（中央）と鰭（左右） 

降り懸魚 

鰭 

本懸魚 

六葉(五葉形) 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

笈形も神殿や楼門にもみられるような雲形の渦模様です。

女梁の絵様は神幸門・還御門の中では一

番シンプルなものです。実肘木の絵様は女

梁と同じ系統のものですが、曲線の数が増

えています。

妻虹梁は渦に若葉が一体化した絵様です。

女梁 

笈形 

妻虹梁 

実肘木 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

蟇股は笈形と同じ系統のデザインです。還御門にも蟇股が付けられていた痕跡はあり

ますが、現在は残されていません。

３．神幸門と還御門で絵様の異なる部材 

 門扉上の桁行虹梁（上）の絵様は、波形と雲形の２通りあります。

神幸門では波形、還御門では雲形の渦の絵様となっています。神幸門と還御門で、同

じ位置の部材ではっきりとデザインを変えているのはここだけになります。

蟇股 

神幸門の桁行虹梁（上）絵様 波形 

還御門の桁行虹梁（上）絵様 雲形 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

４．参道側と神殿側で彫刻・絵様の異なる部材 

 正面である参道側に彫りの深い絵様を配している部材があります。桁行虹梁（下）と

木鼻です。これらは基本的には神幸門・還御門で同じ配置で同じ彫刻・絵様となります。

桁行虹梁（下）の絵様は、①は雲形渦模様、②③④は渦と若葉が一体化した模様です。

②③④は絵様の端部や袖切（そできり）と呼ばれる柱への取り付き部分の形状が異なり

ます。③と④は同じ部材の両側面ですが、神幸門は③が外側で④が内側となり、還御門

は④が外側で③が内側となります。

① 参道に面する桁行虹梁（下）外側 雲形 

② 参道に面する桁行虹梁（下）内側 渦と若葉 

③ 神殿に面する桁行虹梁（下）１ 渦と若葉 

④ 神殿に面する桁行虹梁（下）２ 渦と若葉 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

木鼻の全体の輪郭は、どちらも象をモチーフとしたような形をしています。特に左の

写真のものは、目のようにも見える雲形の渦模様によって、動物的な印象を受けます。

５．その他 

 今までの分類に当てはまらない彫刻・絵様です。

桁行虹梁（下）の両端下部に取り付けられている持送は、神幸門と還御門で同じ絵様

を使用していますが、使用している場所が異なります。

①と②の絵様は若干異なりますが、③④と比較した場合、同じ系統のデザインとみな

して良いでしょう。

①②は③④より彫りが深い絵様となっています。４に分類した虹梁と木鼻では彫りが

深いものを正面に配しているため、神幸門は神殿側、還御門は参道側を正面と見立てて

絵様の異なる持送を配している可能性があります。そうしますと、それぞれの門で見立

てている正面とは、それぞれ御田祭の御幸行列の進入してくる方向と同じということに

なります。御幸行列の直上にある部材ですので、持送だけ御幸行列の進入方向に合わせ

たのかもしれません。

木鼻 参道に突き出る方向のもの 木鼻 それ以外の箇所 

① 還御門持送 参道側 ② 神幸門持送 神殿側 

③ 還御門持送 神殿側 ④ 神幸門持送 参道側 
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

 神幸門の男梁神殿側と還御門の男梁参道側は同じ絵様です。神幸門の男梁参道側と還

御門の男梁神殿側がそれぞれ異なる絵様となっています。

持送と同じように御田祭の御幸行列の進入方向で考えると、行列が出ていく方向の絵

様をそれぞれ変えていることになります。

 以上、神幸門・還御門の彫刻・絵様を見てきました。正面を意識した配置や、御田祭

の御幸行列と関連がありそうな使い分けなどがあり、神幸門と還御門ではもちろん、同

じ門でも見る方向によって、門の見た目も変わるように造られています。

 工事が終わり、神幸門・還御門の近くまで寄ることができるようになりましたら、是

非門を見上げて、彫刻を鑑賞してみてください。           （石田 陽是）

還御門の男梁神殿側 

神幸門の男梁神殿側 

還御門の男梁参道側 

神幸門の男梁参道側 



仮
拝
殿

仮参拝所

ガイド待機所

仮参拝所

拝殿・翼廊（全壊）

昭和２３年（１９４８）

解体工事（平成 28年 11月実施）

【重文】二の神殿 天保１３年（１８４２）

部分解体修理中（平成 29年 5月～）

【重文】三の神殿

天保１４年（１８４３）

部分解体修理中 

（平成 28年 12月～）

御札所 昭和３年（１９２８）

部分修理（平成 28年 9月実施）

※楼門脇から移動

【重文】一の神殿

天保１１年（１８４０）

（部分解体修理予定）

斎館（損壊大）

昭和３年（１９２８）

復旧工事中

（平成 30年 4月～）

【重文】神幸門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理中

（平成 29年 5月～）

【重文】還御門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理中

（平成 29年 5月～）

１，重要文化財建造物６棟（国・熊本県・阿蘇市の補助事業）

総事業費（概算）：９億３０００万円（平成３４年度までの見込み）

うち第１期復旧工事を実施中（事業費：４１５，３７０，０００円）

阿蘇神社災害復旧事業 進捗状況 

【重文】楼門（全壊）

嘉永３年（１８５０）

解体格納工事

（平成 29年 11月完了）
調査・部材補修を実施中

１，国県市補助事業対象

２，阿蘇神社自費事業対象

阿蘇神社災害復旧現況図 

２，その他の社殿（拝殿・翼廊・神饌所・神輿庫・斎館・御仮屋など）

総事業費（概算）：８億５６００万円

うち斎館の復旧工事が着工（事業費：１１８，５８７，２４０円）／拝殿の復旧工事は着工にむけて準備中


