
                        平成３０年１２月１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１１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１１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１１月１日から３０日まで

以上



H30.11月分工事報告        

一の神殿
軒下叩き工事

地業の玉石のすき間に砕石を
敷き平坦にしたのち、叩き工事
を行いました。

一の神殿
浜縁地長押繕い・加工

破損の小さいものは矧木・埋木
を行い、破損の大きいものは取
り替えて新材加工を行いまし
た。

一の神殿
正面木階簓桁繕い

地震による破損や水腐れの箇
所を矧木・埋木しました。

写真の部材はこの部分の
内部にあります

写真はこの部材です

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    　　



H30.11月分工事報告        

一の神殿
耐震補強材加工・組立

床下で、束、繋材、方杖、火打
等を組み立てました。
写真は組立完了後のもので
す。

一の神殿・二の神殿
正面石段取り外し・復旧

地震によって、石段がずれてし
まっていたため、据直しを行い
ました。

楼門
上層切裏甲繕い

埋木、矧木、接着剤付けを行い
ました。

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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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⑯ 神殿の柱間寸法 

 これまでのコラムでは、神殿について彫刻や墨書について取り上げてきました。それ

らは建物の中では部分部分のものですが、それぞれどういった意図があるか、どういっ

た意味を持つかということを紹介しました。調査を進めていくと、建物全体ではどうい

う意図で建てているかということも明らかとなってきました。建物規模もその１つです。

今回は、一の神殿・二の神殿・三の神殿の建物規模のうち、建築面積を決める柱間寸法

（はしらますんぽう）の造営当初の計画について紹介します。

１．柱間寸法とは 

 阿蘇神社の重要文化財の建物に使われている部材は、建物を構成する上でどの部材も

全て重要な存在ではありますが、一番重要な部材は何かと聞かれたらおそらく柱という

ことになるでしょう。柱がなければ屋根は支えられませんし、柱の長さは建物の高さに

影響します。そして何といっても柱が据えられている間隔は、この間隔によって建物の

面積が変わるためとても重要な寸法と言えます。この間隔のうち、柱の中心から柱の中

心までの距離のことを柱間寸法と言います。

２．実測寸法 

 造営当初の計画値を出すには、まず、スケール（メジャー、コンベックスとも）を用

いて現状の柱間寸法を実測します。しかし、ただ実測しただけでは当初の計画値はわか

りません。というのも、木造の建物は縦材や横材、斜材が緊結されて造られていますが、

経年によってこの緊結が緩んだり、部材自体がねじれなどの変形を起こして柱間寸法が

変わってしまっています。そのため、当初の柱間寸法の計画値は実測した数値から導き

出す必要があります。頭貫（かしらぬき）や足固貫（あしがためぬき）などの横材が入

っている箇所は経年による変化が少ない可能性が高いため、実測の際にはそういった箇

所を測っていきます。

三の神殿 略平面図 

赤い矢印で示した部分が柱間寸法です。この長さの造営当初の計画値を導いていきます。 

一・二の神殿 略平面図 
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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

また、３棟の神殿が建てられたのは江戸時代であり、メートルなどの長さの単位は使

用されていないため、尺や寸といった長さを使用して建てられています。そのため、ミ

リメートルで実測したものを尺にも換算します（使用した尺は約 303.03mm の曲尺で

す）。

 実測値は下の図のようになりました。

一の神殿 柱間実測値 

二の神殿 背面 
赤矢印の箇所は横材と強く緊結されているため、こういった箇所で実測します。 

頭貫 

足固貫 
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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

３．寺社建築の決まりごと 

 実測の結果、同じ寸法になりそうな箇所でも経年による変化によって柱間寸法に差が

あることがわかりました。そのため、寺社建築の柱間寸法における決まりごとを考慮し

て考察していきます。

①対称性 

 まず、左右対称であるということです。例えば、一の神殿正面の両端はそれぞれ、

2257mmと 2252mmですが、ここは同じ寸法になるということです。
そして、奥行き方向にも対称性があります。３棟の神殿は向拝を除くと２スパンの柱

間となっていますが、ここは軒の勾配や屋根の曲線が正面側も背面側も同じになり、柱

間寸法も同じになります。例えば、三の神殿の奥行き方向はそれぞれ、1815mm と

1818mmになっていますが、ここは同じ寸法になるということです。

三の神殿 柱間実測値 

二の神殿 柱間実測値 
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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柱間寸法と化粧垂木の間隔の関係 

 寺社建築の軒廻りには化粧垂木（けしょうたるき）という部材があります。この棒状

の部材は規則正しく並べられており、その並んでいる垂木の中心と中心の間隔を１枝寸

法（いっしすんぽう、１支寸法と書くこともあります）と呼びます。この１枝寸法と柱

間寸法は互いに影響されるものであり、それらの計画には大きく２つの方法があります。

 １つ目は、各柱間寸法をキリの良い数値に決めてから柱間ごとに化粧垂木を等間隔に

並べる方法です。この場合、どの柱間でも化粧垂木は等間隔になる建物もありますが、

柱間ごとに少しだけ１枝寸法が異なる建物もあります。

 ２つ目は、枝割（しわり、支割と書くこともあります）と言って、１枝寸法を決めて

からその倍数で柱間寸法を決めていく方法です。この場合、柱間はキリの良い寸法にな

らないことがあります。柱間寸法が１枝寸法の 14 倍の場合、14 枝と表記し、その 14
枝のことを枝数（しすう）と言います。

 阿蘇神社の３棟の神殿を調査したところでは、１枝寸法はどこでも同じとみなすこと

ができ、さらに柱間寸法はキリの良い数値ではなさそうです。そのため、神殿の柱間寸

法は枝割で考えられているということで考察を進めます。

一の神殿 正面 
左右対称の形をしています 

三の神殿 側面 
奥行き方向も向拝を除くと対称の形です 

向拝 

三の神殿 化粧垂木周り 

これで 4枝です 

これで 1枝です 
阿蘇神社の神殿はどの柱間でも等間隔です 
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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

４．一の神殿・二の神殿 柱間寸法の計画値 

 以上のことをふまえて、一の神殿・二の神殿の柱間寸法の計画値を算出します。

 まず、柱間寸法は枝割であると考えられるので、１枝寸法を算出します。各柱間寸法

の実測値を枝数で割っていくと、１枝寸法＝５寸７分（0.57尺）という数値が整合性の
取れる値でした。ここで、正面の丸柱と向拝の角柱の柱間を１枝寸法（0.57尺）で割っ
たところ、19枝分の長さとみなすことができました。また、廻縁（まわりえん）の縁束
（えんづか）の中心と側柱（がわばしら）の中心の間隔も１枝寸法で割ったところ、8
枝分の長さとみなすことができました。実際に化粧垂木が取り付けられていない箇所の

寸法も、１枝寸法の倍数で決められていることがみてとれます。

三の神殿 各柱間の枝数 一・二の神殿 各柱間の枝数 

一の神殿 廻縁周り 
赤矢印で示した部分の長さが 8枝分でした 
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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

 ちなみに、横方向への廻縁縁束の中心から反対側の廻縁縁束の中心までの合計長さは、

86 枝分となります。１枝寸法＝0.57 尺とすると、49.02 尺となります。もしかしたら、
この合計長さを 49尺としてそれを 86で割った数値が１枝寸法かもしれません。そうす
ると１枝寸法は 0.5697…尺となります。この場合でも実測値との整合性はとれますが、
合計長さでも 6mm程度しか差がありませんし、１枝寸法の差は 0.1mm以下ですので、
どちらが正しいかという判断は今回はできません。将来大規模な修理工事が行われた際

に、より正確な実測ができたなら判明するかもしれません。

５．三の神殿 柱間寸法の計画値 

 続いて、三の神殿の柱間寸法の計画値を算出します。

 一の神殿・二の神殿のように柱間の実測値から整合性の取れる１枝寸法を導き出しま

す。その結果１枝寸法＝４寸２分７厘５毛（0.4275尺）が整合性の取れる値でした。そ
して、奥行き方向の丸柱同士の柱間寸法を１枝寸法（0.4275 尺）で割ったところ、14
枝分の長さとみなすことができました。また、正面の丸柱と向拝の角柱の柱間は 19 枝
分の長さとみなすことができ、廻縁（まわりえん）の縁束（えんづか）の中心と側柱（が

わばしら）の中心の間隔は 7枝分の長さとみなすことができました。したがって、三の
神殿の柱間寸法も１枝寸法の倍数で決められていることがみてとれます。

一・二の神殿 各柱間の推定計画値 

一・二の神殿 横方向総間の推定計画値 
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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

 ところで、この１枝寸法はキリが良いとは言えない値ですが、造営当初の計画ではど

のように導き出したのでしょうか。三の神殿の横方向への廻縁縁束の中心から反対側の

廻縁縁束の中心までの合計長さをみると 23.94 尺となります。これを 24 尺とみた場合
は各実測値との整合性が取れず、一の神殿・二の神殿のようにキリの良い数値にはなり

そうにありません。そこで、三の神殿の１枝寸法（0.4275尺）を一の神殿・二の神殿の
１枝寸法（0.57 尺）で割ると 0.4275÷0.57＝75％となり、三の神殿の１枝寸法は一の
神殿・二の神殿の１枝寸法の４分の３の長さであると言っても良さそうです。現在は一

の神殿、二の神殿、三の神殿と連続した名称で呼ばれていますが、造営当初は「一ノ御

殿」「二ノ御殿」「諸神社（しょじんじゃ）」と表記されており＊、三の神殿（諸神社）は

他の２棟とは異なる存在であったと言えます。そのため、建物の規模としても一の神

殿・二の神殿より小さいものとして計画したのではないでしょうか。なお、一の神殿・

二の神殿の１枝寸法は 0.5697…尺（86 枝分の 49 尺）の可能性もあると述べましたが、
その場合、三の神殿の１枝寸法は 49尺÷86枝×75％＝0.4273…尺となります。

 以上、３棟の神殿の柱間寸法について算出方法も含めて紹介しました。今回の調査に

おいて判明したことをまとめると、

 ○阿蘇神社の神殿は、３棟とも柱間寸法を枝割で計画されており、実際に化粧垂木が

取り付けられていない箇所の柱間寸法も１枝寸法の倍数で決められている。

 ○１枝寸法は２通り考えられる。

  ①一の神殿・二の神殿の横方向総間が 49.02尺の場合、一の神殿・二の神殿の１枝
寸法は 0.57尺、三の神殿の１枝寸法は 0.4725尺。

  ②一の神殿・二の神殿の横方向総間が 49.00尺の場合、一の神殿・二の神殿の１枝
寸法は 0.5697…尺（86枝分の 49尺）、三の神殿の１枝寸法は 0.4273…尺
（86枝分の 49尺の 75％の長さ）。

の２点が挙げられます。実際の差はとても小さいのですが、部分の寸法を決めてから全

体の寸法を計画しているのか、全体の寸法を決めてから部分の寸法を決めているのかと

いう差があるため、考え方としては大きな違いがあります。みなさんはどちらだと思い

ますか。                              （石田 陽是）

＊楼門南側懸魚の墨書において「一ノ御殿」「二ノ御殿」「諸神社」という表記がされています。

三の神殿 各柱間の推定計画値 三の神殿 横方向総間の推定計画値 



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）

基礎解体工事（平成 30年 8月）

【重文】二の神殿 天保１３年（１８４２）

部分解体修理中 着工：平成 29年 5月

【重文】三の神殿

天保１４年（１８４３）

部分解体修理 

着工：平成 28年 12月
完了：平成 30年 9月

御札所 昭和３年（１９２８）

部分修理（平成 28年 9月）

※楼門脇から移動

【重文】一の神殿

天保１１年（１８４０）

部分解体修理中

着工：平成 30年 7月

斎館（損壊大）

昭和３年（１９２８）

修復工事

着工：平成 30年 4月

完了：平成 30年 11月

【重文】神幸門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理

着工：平成 29年 5月
完了：平成 30年 9月

【重文】還御門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理

着工：平成 29年 5月
完了：平成 30年 9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

着工：平成 28年 11月
完了：平成 29年 11月
現在は調査・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・斎館・御仮屋など）※拝殿と斎館は指定寄附金事業として実施（事業費：７億６２００万円）

総事業費（概算）：８億６１００万円

うち斎館の修復工事は平成３０年１１月に完了／拝殿の復旧工事は着工にむけて準備中


