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ご　挨　拶
　社寺建築において軒反りの曲線は、建造物の美しさの源の一つとなっています。

　現在設計図書が、主にＣＡＤによって作成される現状を考慮し、古来よりの軒反りを考察し、

現在に実用化する目的でこの書を記しました。

　私の家は、真宗大谷派の明治の御影堂の再興時に副棟梁として富山より、初代稲垣啓二（有
ゆう

寿
じゅ

　曾祖父　1848−1917）が上京し、それ以降京都で社寺建築を業とし、130年余りになりま

す。

　その後、二代稲垣啓二（祖父　1877−1930）、三代稲垣啓二（叔父　1911−1950）、北尾年弘

（二代啓二の女婿で私の父　1891−1975）、北尾嘉弘（1924−）、北尾行弘（長男　1952−）と

続いています。

　私は子供の頃から父に連れられ社寺建築の現場によく行きました。特に、昭和14、15年の旧

制中学生のときは大本山黒谷金戒光明寺大殿新築（1937−1944）の工事現場に何回も行きまし

たので、そこで設計監理の天沼俊一先生（京都帝国大学教授　1876−1947）に度々御会いし、

ご教示していただいたことを懐かしく思い出します。

　そんな環境でしたので、第三高等学校を経て、何の迷いも無く京都帝国大学工学部建築学科

へと進みましたし、在学中には天沼先生が講師をされた見学会にもしばしば出席しました。

　昭和21年に大学を卒業し、しばらく一般建築の会社（有邦建築㈱−鴻池新田）に就職しまし

たが、昭和24年に家業を継ぎ現在に至っています。

　大学在学中から村田治郎先生（京都大学教授　1895−1985）の御指導を受けましたが、実社

会に出てからも先生が設計された建築の施工を担当することが多かったので、親しくご教示を

受けることが多々有りました。

　また角南隆先生（元神祗院勅任技師　1887−1980）には昭和24年から数年間個人的に神社建

築の講義を受けました。当時先生は伊勢神宮御造営の技術面の最高責任者でしたので、お伊勢

さんに参り、現地でお話を伺ったことも有ります。

　著名な先生方より御指導頂いた事や、父祖より教えられた実務面の事を一応まとめ、後世の

人々に少しでも伝えたいと思い、とくに社寺建築の設計において大切な軒反り曲線の設計のこ

とをこの本にまとめました。

　御一読、ご叱正賜ればこれに過ぎた喜びは有りません。

　　平成27年12月吉日

北　尾　嘉　弘



序
　京都といえば社寺である。社寺抜きの京都など想像もできない。その社寺の存続を支えてき

たのは、もちろんおおくの善男善女であるけれども、何と言ってもその前に社寺の建物がなけ

れば話にならない。建物がなければ善男善女でさえも来るものではない。そうなると、社寺の

建物を造りかつ維持してきた堂宮大工というのは、京都にとってはたいへん大切な存在だとい

うことになる。

　現在でも、京都には多くの堂宮大工が、建設会社を組織するなどしながら活動していて、社

寺建築の文化をまもり、またそれを後代に伝えるべく努力している。意外に思えるだろうが、

そうした堂宮大工のほとんどは、明治以降に営業を始めているのである。その不思議さの謎と

きのために、しばらく近世の京都の堂宮大工の話をしておこう。

　近世の大きな社寺には、ほとんど必ず専属の大工がついていた。いわゆる出入大工である。

中世の大工は、大工職（しき）という特定の社寺や堂宇に関してその造営を優先的に行える法

的権利をもっていた。近世の大工はそこまではいかないが、しかしそれに近いかたちでその出

入権が代々保護され、それを世襲するものが多かった。例をあげると禁裏における木子家、建

仁寺における坂上家、本願寺における水口家、本圀寺における藤井家などがある。かれらは棟

梁大工であるが、大工道の伝統をまもるものとして家元的な権威をもっていた。木工をはじめ

とする各種職種の職人が、かれらの下に属し、設計者であり経営者である棟梁大工家は、かれ

らの上に君臨していたのである。しかし、明治維新によって社寺の勢いが失墜すると、職制の

改変もあって、そうした棟梁大工家は保持していた職位や出入権を失い、その権威も地に墜ち

てしまう。そして経営者として自立することもできず、多くはその家業を捨てることになった。

　こうした世襲の大工家がなくなった明治前期の京都は、一種の真空地帯になっていた。そこ

に吸いこまれるように、地方から大工たちが上京し、堂宮の仕事についた。もちろんかれらに

は出入権といったものはなく、その実力一本で堂宮大工としての世界を切り開いていかなけれ

ばならなかった。その武器になったのは、才知と勉強と技倆であった。実際、明治期の大工ほ

ど勉強した大工はなかったろう。大阪のある堂宮大工の当主は、その職を世襲していたのだが、

大阪・京都・奈良をはじめ日帰り可能なところの大社寺をあまねく訪れて、主な建築物のスケ

ッチや略測図などを納めた膨大なノートを作り、一方では西洋建築学を学び、教科書や著書を

筆写するなどしている。それは棟梁として設計製図をしたり、絵様を描いたり、現場を指図す

るといった平常の仕事の合間になされたのであって、いかに寸暇を惜しんで勉強したかがわか

る。

　稲垣・北尾と両家にまたがる伸和建設は、まさにそうした堂宮大工家の典型である。明治の



堂宮の名工であった稲垣啓二の技芸を、今に継承しているのが伸和建設なのである。稲垣啓二

は富山県の出身であるが、近世の越中・加賀を中心として北陸には堂宮の名工が多かった。な

かには建仁寺流の宗家を自認する大工家もあった。幕末から明治にかけての、もっとも優れた

堂宮大工のひとりといわれた木子棟斎は、北陸のはずれではあるが若狭の出身であった。稲垣

啓二も、棟斎に負けない技倆の持ち主で、明治の大工事であった東本願寺御影堂の作事に加わ

り、さらに平安神宮の造営に参加して模造大極殿や朱雀門の建設に関わっている。

　伸和建設は三代目稲垣啓二が若く病弱のため、二代目の娘聟がその補作をし、やがてその家

業を引き継ぐことになったものである。では稲垣啓二の三代および伸和建設がどのような仕事

をしてきたのか。それは近代における社寺造営史の重要な一翼を担うものであったと断言でき

る。平安神宮大極殿、興正寺両堂、本能寺本堂、東福寺仏殿などがあり、稲垣−伸和の業績を

抜きにして京都の近代社寺建築を語ることはまずできまい。

　明治以降六代にわたって蓄積されてきた社寺建築の経験は、伸和建設をしておのずから斯界

の指導的立場に立たせるものとなっている。会長の北尾嘉弘さんは、その人柄であろうか、自

分から言い立てることはされないから、そのことをわたしが代弁しておきたいと思う。北尾さ

んは、七十歳を過ぎてからキャドを習得され、それを使って軒反りの研究を進められた篤学の

人でもあるが、それもひとえに蓄積した経験をひとり占めすることなく、今後の社寺建築の設

計に広く利用してもらいたいという心意気からきているとお聞きしている。

　今回、この本により社寺建築における軒反りの成り立ちを理解し、それを実地に試みられて、

美しい軒反りを持つ社寺建築がひとつでも多くできることを心から願うものである。

　　平成27年12月吉日

関西大学 名誉教授　　永　井　規　男
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タイプライターテキスト
ご購入サイト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

http://tairyudo.com/tukan7bo201601/tukan12246.htm


は じ め に

軒反りとは

　「日本建築の自然に対抗しない、控え目な表現は、水平的な表現を主体とし、垂直線を強調

しないことによって表わされる。これは欧州におけるゴシック建築と比較してみれば、もはや

説明を要しない事柄のように見える。塔のような高い建築においても、各重の軒が其の垂直的

な線の伸びをさえぎり、水平線をもって全体の形を分断してしまう。ことにその軒の出は深く、

したがって軸部に濃い影を落とすから、軒の形造る水平線は非常に強調される。軒の線に対応

するような強い垂直線は、いかなる日本建築にも存在しない。

　日本建築の立面図を見ると、軒の高さが棟の高さの半分ぐらいになるものが多い。全体の形

は、地面と両端の柱と屋根によって形成されるが、建築の幅は棟の高さと同じか、それより長

い。屋根は斜面になっているから、実際には屋根面は立面図ほど大きく見えず、全体の形は横

長の長方形となる。しかも棟と地面との中央に軒の線があるから、聳え立つと言う感じは著し

く減殺される。」（太田博太郎著『日本建築の特質』〈日本建築史論集Ⅰ：五 日本建築の意匠〉

岩波書店発行 1983年₇月より転記）

　「軒は昔から日本の建築にとって大変重要視されている。

　この軒の線は直線は稀で、殆どの建築では隅に向かうにつれ上へ反り上がっているので『軒

反り』と言う。これは素材と構造よりくる必然性、及び錯視矯正が伴って発生したものと考え

られる。」（太田博太郎著『法隆寺建築』彰国社発行 1943年₇月より転記）

　社寺建築の美の一つに軒反りがあります。軒とは、建物の外壁より外に差し出した屋根の部

分で、その先端を軒先と呼びます。一般の住宅の軒先は直線ですが、多くの社寺建築の場合に

は両端部が反り上がり曲線となり、それを「軒反り」と言います。

　神社と寺院における軒反りの成立には差があり、仏教伝来以前の日本の建物の軒は一直線で

した。現在においても式年造替制により古式を残してきた神社本殿に直線性の名残りがありま

す。やがて、₆世紀の仏教の伝来とともに中国の建築様式が流入し、建物に軒反りが生じまし

た。中国の屋根の軒反りは神仙思想に由来し、軒先の左右両端部が極端に反り上がるのは鳥の

羽のごとく、鳥が天へ飛び立とうとする姿を現しているとの説があります。

　日本における軒反りはここに始まります。しかし、日本は雨が多いので、中国に比べて軒を

深くし、両端の反りが緩やかです。

　13世紀には梃
て

子
こ

の原理を利用した桔
はね

木
ぎ

により軒を支える工法が日本で考案され、軒の曲線の

自由度が高まりました。



　現在、過去からの蓄積で、軒反りの曲線の作図方式が数多く示されています。この多様性は、

軒が正面だけでなく各方向から見られているため、各時代における技術水準と人々の嗜好性を

反映しています。

　実際の仕事では多くの場合、設計図をもとに、技能技術者（大工）が板の上に原寸図（実物

と同じ寸法の図面）を描き、その型をとって木材の加工をし、軒反りを造っていきます。

　本書では、軒反りの線として、茅負下端の線を採用しています。これは瓦、檜
ひわだ

皮、茅、杮
こけら

、

銅板等の屋根葺材による不確かさを排除するためです。

　この軒反りの線の性質や変遷を通して建築技術や意匠の歴史的推移の一端を考え、それを踏

まえて軒反り曲線の作定方法を提案するのが本書の目的です。
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例　　　言

₁．本書は北尾嘉弘（伸和建設株式会社会長）が長年にわたる個人の研究を纏め

たものである。

₂．本書の仮名遣いは北尾嘉弘の原文に従い、図面・写真の説明等は現代仮名遣

いとした。

₃．本書の監修は永井規男氏（関西大学名誉教授）の協力を得た。

₄．本書で使用した写真及び図面は永井規男氏蔵書の修理工事報告書等によるも

のである。

₅．掲載した写真及び図面は各所有者の承諾を得た。

₆．軒反り図は北尾嘉弘がＣＡＤで作図し、寸法表示は、上段に尺貫法、下段に

メートル法を併記した。

₇．規矩図は各修理工事報告書からのものと当社襲蔵のもので、寸法表示は原図

に従った。

₈．編集及び写真撮影は小西隆夫（伸和建設株式会社取締役設計部長）が行った。
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本書出版の経緯
　本書は、父北尾嘉弘が米寿を機に、平成11年₅月に書きました『社寺建築の軒反りの研究』を基に、加筆

して、出版にいたりました。

　父は、戦後の混乱期、大学での研究生活をあきらめ、家業の社寺建築業を継ぎました。心の中では、研究

が出来ない悔しさがあったと思いますし、そのようなことを母に言っていたようです。平成₈年に社長職を

長男の私に譲り、心の余裕と時間が出来たことにより、研究が再開できました。パソコンの前で、何時間に

もわたり軒反りを、各種曲線式に合している姿は、今までの時間を取り戻そうとしているようでした。また、

天沼先生、村田先生、角南先生に教えを受けた最後の世代で、その教えを次世代に残し、先祖である稲垣啓

二（初代・二代・三代）、北尾年弘の事蹟も残すことが自分の責務として刊行したのが本書です。解釈の分

かれる表現があろうかと思いますが、その点はご容赦ください。

　最後になりますが、今回、永井規男先生にご助言を得、文化庁には、図面の版権所有者を指示いただき、

₂年にわたる実務は小西隆夫氏の協力を得、出版を引き受けていただき、お手をわずらわせた真陽社の中村

功氏により完成にいたりましたことに感謝いたします。

北 尾 行 弘



日本建築における軒反り
2015年12月　発行

著 　 者　　北　　尾　　嘉　　弘
　　　　　　〒616-0027　京都市西京区嵐山内田町41

印　　刷　　有限会社　真　陽　社
発　　行　　〒600-8475　京都市下京区油小路仏光寺上ル
　　　　　　電話　075-351-6034

http://tairyudo.com/tukan7bo201601/tukan12246.htm
大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト
ご購入サイト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト

大龍堂書店
タイプライターテキスト



ISBN978-4-921129-51-4 C3052 ¥1500E

定価1,500円＋税




