
                        令和元年８月１日

                           宗教法人 阿蘇神社 

重要文化財６棟 災害復旧工事の報告

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、下記のとおり工事の経過をお知らせいたします。今後も安全を確保し、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。

記

１，令和元年７月 災害復旧工事の進捗 

２，技術者のコラム 

修理工事こぼれ話（第２４回） 

「楼門の当初番付」（斗 組の番付編） 

以上



R1.７月分工事報告＿_＿

楼門南側透塀解体

今月より、楼門が建つ場所での
工事が始まりました。
その後の工事が進めやすいよ
う、透塀（すきべい）と呼ばれる
塀を解体しました。

コンクリート叩き解体

礎石等の基礎石掘り起こしに先
行して、コンクリート製の土間叩
きを解体しました。

下層化粧垂木繕い

水腐れ部分や倒壊時に生じた
表面のすり疵・へこみなどを、
埋木・矧木・接着剤付けしまし
た。

この部分です

この部分の部材です

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＿_＿
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説明板設置

A0サイズの説明板を、楼門南
側に2枚、楼門東側に2枚、計4
枚設置しました。

説明板設置完了①

楼門南側の説明板です。
こちらの説明板は、工事内容・
工事によって判明したことなど、
情報が盛りだくさんです。

説明板設置完了②

楼門東側の説明板です。
こちらの説明板は、工事内容の
要点を紹介しています。
左側の説明板は、新旧の阿蘇
神社境内を比べて見ることがで
きます。
阿蘇神社へお立ち寄りの際
は、是非ご覧になってください。

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  楼門の当初番付（斗 組の番付編） 

 前回のコラムでは、当初番付（とうしょばんづけ）のうち柱と小屋束（こやづか）の

番付を紹介しました。発見された当初番付の墨書（ぼくしょ）はほかにもあり、斗 組

（ときょうぐみ）の番付墨書も全体像がわかるほどの量が発見されました。今回のコラ

ムでは、斗 組の当初番付を紹介しまします。

１．斗 組とは

 斗 組とは、柱の上にあり丸桁（がぎょう）や軒桁

（のきげた）と呼ばれる部材を支える部分を言います。

阿蘇神社楼門ですと、下層内側と上層では柱と柱の間

にも斗 組が設けられています。斗（ます）と肘木（ひ

じき）・尾垂木（おだるき）・木鼻（きばな）と呼ばれ

る部材の組み合わせで構成されており、斗・肘木は位

置や形によって、大斗（だいと）・巻斗（まきと）・方

斗（ほうと）・鬼斗（おにと）、枠肘木（わくひじき）・

実肘木（さねひじき）・通肘木（とおしひじき）など

の種類に分けられています。ちなみに、「斗 組」と

いう語の「 」は、肘木を表しています。また、斗 

組は組物（くみもの）とも呼ばれます。

楼門上層 斗 組周り

* 

楼門上層 斗 組周り断面図

丸桁(軒桁) 

実肘木 

大斗 

尾垂木 

木鼻 

通肘木 

通肘木 

巻斗 

枠肘木 

巻斗 

枠肘木 

方斗 

つなぎ材 
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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．斗 組番付

 斗 組番付の墨書は、肘木・尾垂木の上面や巻斗の上下面、木鼻やつなぎ材の取り付

き面になどに書かれていました。そして、書かれている番付墨書は、表している内容が

２種類ありました。１つは建物の中でどの位置にある斗 組かということであり、もう

１つはその斗 組の中でどの位置にある部材かということでした。

①斗 組が建物の中でどの位置にあるかを示す番付 

 建物の中でどの位置にある斗 組か、という番付墨書は、下層・上層ともに前回のコ

ラムで紹介した柱番付が使われていました。上図の「楼門上層 巻斗下面」の「壹番」

と書かれた番付墨書は柱番付です。また、上層には柱と柱の間に斗 組が差し込まれる

太い束の番付（「イノ壱、イノ弐…」と続く番付）もありましたが、その番付も使われ

ていました。一方、下層では、柱番付のほかに「いろは…」でも番付が振られていまし

た。「いろは…」で振られたこの番付の規則性ははっきりとはわかりませんが、下図の

ようになるでしょうか。また、これらの番付は、斗 組の中の様々な部材に書かれてい

ました。

壹

番
に

印

（
壱
）

斗 組が建物の中でどの位置にあるかを示す番付 

斗 組の中でどの位置にあるかを示す番付
楼門上層 巻斗下面 

楼門下層斗 組 当初番付 

「いろは…」で建物の中でどの位置にあるかを示した番付 

赤矢印：外側の柱上 斗 組の番付

青矢印：内側の柱上 斗 組の番付

緑矢印：柱に載らない斗 組の番付
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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斗 組の中でどの位置にあるかを示す番付

 その斗 組の中でどの位置にある部材か、という番付墨書は、下層・上層ともに巻斗

と木鼻、肘木と柱をつなぐ材（つなぎ材）の位置を示したものでした。

 巻斗の位置を示したものは、下層は全て漢数字で振られ、上層はほとんどの箇所が「い

ろは…」であり、１箇所漢数字で振られていました。下層も上層も、下のものから上に

向かって順に振られていますが、同じ高さの巻斗は斗 組によって番付が振られる順番

が異なりました。

 木鼻とつなぎ材の位置を示した番付は、下層内部のものは漢数字のみで振られていま

したが、下層外部のものは漢数字と絵、上層のものは絵のみによって番付が振られてい

ました。このように絵によって振られた番付のことを絵番付（えばんづけ）と呼びます。

「ち」 

「イノ五番」 

「へ」 

「イノ五」 

「へ」 

巻斗 

枠肘木 

「と」 

枠肘木の「へ」と

書かれた位置に

「へ」の巻斗が載

ります 

楼門上層 枠肘木・巻斗 上面 
枠肘木の「へ」と書かれた位置に「へ」の巻斗、 

「と」と書かれた位置に「と」の方斗、 
「ち」と書かれた位置に「ち」の巻斗が載ります。 

丸 1つ 横に丸 2つ 縦に丸 2つ 

丸 3つ 三角形 逆三角形 
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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

 以上、斗 組番付を見てきました。前回の小屋束と同じ

ように漢数字やひらがなを使って部材の位置を示しつつ、

目と鼻の絵番付のような大工さんの遊び心としか思えない

ようなものもありました。斗 組は同じ形の部材を何個も

重ねて作られています。取り付ける箇所を間違えないよう

いろいろと番付の振りかたを考えながら、楼門が建てられ

ていったのでしょう。

＊斗 組の木鼻は、握り拳の形に似ていることから拳鼻（こぶしばな）と呼ばれることが多いですが、阿蘇神社楼門の斗 組木鼻

は握り拳に似た形ではないため、木鼻と呼んでいます。

長方形 横長の台形 縦長の台形 

いびつな四角形 縦棒 2本 数字の「11」のような縦棒 

縦棒 2本に横棒 1本 バツ 星 

丸に横棒 四角形に横棒 目と鼻 

※絵番付の上に書かれている漢数字やひらがなは、斗 組が建物の中でどの位置にあるかを示す番付です。 

ただし、縦棒 2本に横棒 1本の絵番付の上に書かれている「に八」は、「に」が主に建物の中でどの位置に 

あるかを示す番付で、「八」が絵番付とともに斗 組の中でどの位置にあるかを示す番付です。

（石田 陽是）

木鼻が取り付く側も 

もちろん目と鼻になっています



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）

【指定寄附金事業】

解体工事（平成 28 年 11 月）

基礎解体工事（平成 30年 8月）

令和元年９月着工（予定）

【重文】二の神殿 天保１３年（１８４２）

部分解体修理  着工：平成 29 年 5 月

完了：平成 31 年 3 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

着工：平成 30 年 7 月

完了：平成 31 年３月

斎館（損壊大）昭和３年（１９２８）

【指定寄附金事業】

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 令和５年度までの見込み）

第１期【完 了】（平成２８～３０年度）一の神殿・二の神殿・三の神殿・神幸門・還御門の復旧工事、楼門の解体格納工事

第２期【実施中】（平成３１～令和５年度）楼門の復旧（組立）工事

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）

全解体修理

着工：平成 28 年 11 月

完了（見込）：令和 5 年度

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， 拝殿と斎館の復旧は【指定寄附金事業】として実施中

斎館の修復工事は平成３０年１１月に完了 ／ 拝殿の再建工事は着工にむけて準備中（令和元年９月着工予定）

３，その他（御仮屋など飛地境内諸施設の復旧）


