
愛知県の多宝塔・縦板張り亀腹に関する研究
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1. 背景・目的
　私が多宝塔の亀腹に興味を持ったのは、石山寺多宝塔の模型製作が
きっかけであった【写真1】。
　多宝塔とは、下層が方形、上層が円形の塔身をもつ二重塔で、宝塔に
もこしをつけたものから発展したとされる。上層と下層の間には、お饅頭
型の亀腹をもつ。亀腹は白漆喰塗が通例であるが、愛知県の多宝塔7塔
中4塔は亀腹が縦板張りである。縦板張りのものは全国で5塔あり、その
うち4塔が愛知県、1塔は埼玉県にある。
　本研究は、亀腹がなぜ縦板張りなのか、愛知県に縦板張りの亀腹が集
中しているのはなぜかを明らかにすることを目的とする。

2．方法 3．既往研究
　本研究の対象は多宝塔の縦板張り亀腹であるが、全国の多宝塔や白漆喰塗の亀腹と比較をし
ながら調査を行う。
１）多宝塔研究の文献を収集し、多宝塔各部の形式をまとめた既存リストと修理工事報告書を
　用い、愛知県と埼玉県の多宝塔概要表を作成し、比較を行った。
２）多宝塔の図面と写真を収集、分析した。また古民家をよく知る大工、宮大工、重要文化財修復
　関係者にヒアリングを行い、縦板張りの多宝塔の外観調査を行った。
３）桶・樽の文化、漆喰、左官技術に関する文献資料を収集、愛知県の地域性と縦板張りの関連
　を考察した。

　論文検索エンジンCiNii Researchで以下のキーワードを組み
合わせて検索した：「多宝塔」「仏塔」「歴史」「愛知」「亀腹」「板張
り」「構造」「意匠」「神社」
　浜島正士氏による多宝塔の形式と構造に関する先行研究が
あり1）、「亀腹は縦板張りとしたものが4塔ある。（中略）金鑚神社
以外は愛知県に所在する」と述べている。その他には清水隆宏
氏、河田克博氏、内藤昌氏による多宝塔設計体系の研究2）など
があるが、これらはいずれも全国の多宝塔を対象とした歴史的
な総括であり、亀腹や愛知県の特殊性について着目したものは
ない。4．亀腹の比較

亀腹の構法
　裳階から発展したとされる多宝塔の下層は、現存のすべての遺構において構造上は裳階の扱
いをされていない。現存する亀腹は下層の屋根の上にあとから取付けられている。

・金剛寺多宝塔（大阪府）の漆喰塗亀腹の構法【写真2】3）

　小舞下地→荒壁付→斑直し→中塗→漆喰塗の5工程
・慈眼院多宝塔(大阪府）の漆喰塗仕上げの亀腹の構法【写真3】4）

　木摺下地→下塗→中塗→漆喰上塗の4工程
・東観音寺多宝塔（愛知県）の縦板張り亀腹の構法
　上下二つにして曲線を作り、内部の受木に各釘打ちとし合端は相決り

　白漆喰塗亀腹の構法は工程が多く多様性があり、外注の左官職人が施工しているのに対し、
縦板張りでは工程が少なく外注不要、大工のみで施工が可能である5）。また白漆喰塗は経年劣化
による塗り直しが必要である。これらの点から縦板張りが採用されたとも考えられる。

亀腹内部の構造
　全国の重要文化財34塔の断面図6）は、傾向や考え方の違いから6種類に分類された【図1】。
　仕上げ・地域別に亀腹断面を分類した結果【表3】、
・白漆喰塗・・・亀腹内部に「材あり」と「材なし」が混在。
・縦板張り・・・5塔すべてに梁のような水平部材が存在【図1-②】。
　亀腹内の部材の付けられ方はすべて異なるが、愛知県では大樹寺塔以外の6塔で亀腹内に水
平部材があることから最も建立年代が古い密蔵院塔が手本とされた可能性もある。その他地域
で統一感は見られなかった。

【写真3】慈眼院塔 亀腹下地【写真2】金剛寺塔 亀腹下地

【写真1】石山寺多宝塔模型
　　　  （株）ウッディジョー/模型キット

【図1】亀腹断面6パターン（全34塔）
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5．立面のプロポーション
　全国の多宝塔各塔におけるコンセプトや解釈の違いについて知るため、立面図をシルエット
にして亀腹仕上げ別に比較した【図2】。
　すでに清水隆宏氏、河田克博氏、内藤昌氏による論考2）で、多宝塔は時代とともに若干細高く
なっていく傾向が指摘されているため、室町中期～後期に建立されたもので比較を行った。
　白漆喰塗の塔では細い感じを受けるものと横にどっしりとした感じを受けるものどちらもあっ
たが、縦板張りの5塔では横にどっしりとした感じを受けるものはなかった。縦板張り亀腹の塔で
は共通して塔をすっきりと見せたいという意図が感じられる。

【図2】白漆喰塗と縦板張りの塔　立面シルエット



6．現地調査（愛知県７塔・埼玉県１塔）

7．愛知県と埼玉県の多宝塔

【写真4】禅宗様四手先組物（左：観音寺塔）と四手先組物（右：性海寺塔）

【表1】亀腹仕上げ別　愛知・埼玉の多宝塔　構造形式

【写真5】東観音寺塔　亀腹合成前（左）・合成後（右）

8．愛知県の地域性
　多宝塔が建立された室町時代、愛知県は尾張・三河という二つの国に分かれていた【図3】。

尾張と三河の白漆喰
　縦板張り亀腹の塔が所在する愛知・埼玉では大阪や広島と比べ、文化財における白漆喰使用
件数が少ない【表4】。現在の板張りが胡粉で塗られていたかどうかは不明である。

桶・樽文化
　愛知県では16世紀以前には桶の座が成立している。また当時の大工職は桶の修理ができる
能力を持っていた。実際に東大寺大仏殿では柱に集成材化した桶のような構造を採用7）してい
ることからも、桶文化が建築技術文化に影響を及ぼしていた可能性も否定できない。

　亀腹が縦板張りである理由、愛知県に集中している理由を以下のように推測した。
1）縦板張りは白漆喰塗より施工・維持管理しやすいから。
2）塔をすっきりと見せたいという意図があったから。
3）加工手間の少ない方柱の採用や宝鎖の省略という簡略化に見られる効率の重視があったから。
4)「禅宗様四手先組物や垂木に注目してほしい」という大工の思いがあり、亀腹への注目を減じた
　かったから。

9．ヒアリング
　古民家の構法に詳しい大工・熊谷様と堀田様、株式会社魚津社寺工務店・建築設計事務所の
二村研次様、文化財建造物保存技術協会の加藤様に亀腹の構造、構法、大工の考え、多宝塔全体
の構法についてお話を伺った。
　ヒアリングから、漆喰塗りと縦板張りのメリットとデメリットは【表2】の通りであった。

　調査にご協力いただいた奥三河の大工 熊谷一臣様・堀田政
己様、株式会社魚津社寺工務店の皆様、文化財建造物保存技術
協会参事・加藤修治様、知立神社宮司・神山忠憲様に大変お世話
になりました。ここに記して深く感謝の意を表します。

１）浜島正士『多宝塔の形式と構造』（日本建築学会論文報告集236 (0), 1975）pp. 107-116 
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３）文化財建造物保存技術協会『重要文化財金剛寺金堂・多宝塔保存修理工事報告書』天野山金剛寺,2017
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10．おわりに

謝辞注釈

　愛知県と埼玉県の8塔を中心に全国の多宝塔と構造形式を比較した【表1】。

・愛知県の多宝塔は下層の柱が方柱であるものが多く1）、宝鎖のない塔も多い。
⇒加工手間の少ない方柱の採用や宝鎖の省略から、愛知県では簡略化の傾向が観察される。

・縦板張りの塔は、知立神社以外、組物に禅宗様が用いられている。
・組物が禅宗様の塔は全国的に見ても6塔のみであり、そのうち4塔は縦板張り亀腹である。
・禅宗様の四手先組物は詰組の1つの斗栱ごとに尾垂木が伸び、先細りに作られていて、全体的
に精密で非常に繊細な印象を受ける【写真4】。

　そこで、本来縦板張りの塔に白漆喰塗の亀腹を合成した【写真5】。縦板張り亀腹の時と、白漆
喰塗の時とでは初めに注目する場所が違う。前者では精密な禅宗様四手先組物に目がいくが、
後者では一部だけ「異質」である白く目立っている亀腹が注目される。

　また縦板張り亀腹の場合は縦のラインが入り、垂木の流れとマッチし、美しさを引き立ててい
るように思われる。「禅宗様四手先組物や垂木に注目してほしい」という腕に自信のある大工の
思いがあり、縦板張りを積極的に採用したとも解釈できる。
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【表2】漆喰塗と縦板張り　メリット・デメリット

【表4】国宝・重要文化財における白漆喰使用件数

【表3】仕上げ・地域別　亀腹構造

【図3】尾張・三河地方周辺の多宝塔分布
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メリット ・左官さんにすべてお任せできる
（下地から）

・外注不要（大工さんのみで完成）
・漆喰に比べ、素早く完成する
・経年劣化しにくい

デメリット
・左官職人さんを呼ばないとできない
・完成までに時間がかかる
（下地～中塗～乾燥）
・経年劣化でひび割れる、塗り直しが必要

・大工さんの労力が多くなる

柱

愛知 性海寺塔 室町中期 真言宗 名古屋住大塚弥市 藤原朝臣 約13.2ｍ 方柱

白漆喰塗 愛知 大樹寺塔 1535 浄土宗 藤原長康仮名与三郎 ー 円柱

愛知 万徳寺塔 室町後期 真言宗 不明 ー 方柱

愛知 密蔵院塔 室町中期 天台宗 不明 約16.54ｍ 円柱

愛知 知立神社塔 1509 ー
岡崎市 市川銀次郎

（大正9年大修繕の際）
約14.5m 方柱

縦板張り 愛知 東観音寺塔 1528 臨済宗
本宮永山村 権田重兵衛
（正徳移転の際）

約12.15m 円柱

愛知 観音寺塔 1536 天台宗 熱田大工 岡部甚四郎吉定 約13.57ｍ 方柱

埼玉 金鑚神社塔 1534 ー 不明 約13.6ｍ 円柱

亀腹 高さ大工県別 名称 建立年代 宗派
柱 組物 中備

愛知 性海寺塔 室町中期 真言宗 名古屋住大塚弥市 藤原朝臣 約13.2ｍ 方柱 出組 （中）蟇股 二軒繁垂木

白漆喰塗 愛知 大樹寺塔 1535 浄土宗 藤原長康仮名与三郎 ー 円柱 二手先
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木

愛知 万徳寺塔 室町後期 真言宗 不明 ー 方柱 出組 なし 二軒繁垂木

愛知 密蔵院塔 室町中期 天台宗 不明 約16.54ｍ 円柱 禅宗様出組 なし 二軒繁垂木

愛知 知立神社塔 1509 ー
岡崎市 市川銀次郎

（大正9年大修繕の際）
約14.5m 方柱 出組 なし 二軒繁垂木

縦板張り 愛知 東観音寺塔 1528 臨済宗
本宮永山村 権田重兵衛
（正徳移転の際）

約12.15m 円柱 禅宗様出組
（中）蟇股
（脇）蓑束

二軒扇垂木

愛知 観音寺塔 1536 天台宗 熱田大工 岡部甚四郎吉定 約13.57ｍ 方柱 出組
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木

埼玉 金鑚神社塔 1534 ー 不明 約13.6ｍ 円柱 禅宗様出組 間斗のみ 二軒繁垂木

亀腹 高さ大工県別 名称 建立年代 宗派
下層

柱 組物 中備 軒 組物

愛知 性海寺塔 室町中期 真言宗 名古屋住大塚弥市 藤原朝臣 約13.2ｍ 方柱 出組 （中）蟇股 二軒繁垂木 四手先

白漆喰塗 愛知 大樹寺塔 1535 浄土宗 藤原長康仮名与三郎 ー 円柱 二手先
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木 四手先

愛知 万徳寺塔 室町後期 真言宗 不明 ー 方柱 出組 なし 二軒繁垂木 四手先

愛知 密蔵院塔 室町中期 天台宗 不明 約16.54ｍ 円柱 禅宗様出組 なし 二軒繁垂木 禅宗様四手先

愛知 知立神社塔 1509 ー
岡崎市 市川銀次郎

（大正9年大修繕の際）
約14.5m 方柱 出組 なし 二軒繁垂木 四手先

縦板張り 愛知 東観音寺塔 1528 臨済宗
本宮永山村 権田重兵衛
（正徳移転の際）

約12.15m 円柱 禅宗様出組
（中）蟇股
（脇）蓑束

二軒扇垂木 禅宗様四手先

愛知 観音寺塔 1536 天台宗 熱田大工 岡部甚四郎吉定 約13.57ｍ 方柱 出組
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木 禅宗様四手先

埼玉 金鑚神社塔 1534 ー 不明 約13.6ｍ 円柱 禅宗様出組 間斗のみ 二軒繁垂木 禅宗様四手先

亀腹 高さ大工県別 名称 建立年代 宗派
下層

柱 組物 中備 軒 組物 宝鎖

愛知 性海寺塔 室町中期 真言宗 名古屋住大塚弥市 藤原朝臣 約13.2ｍ 方柱 出組 （中）蟇股 二軒繁垂木 四手先 あり 二軒繁垂木

白漆喰塗 愛知 大樹寺塔 1535 浄土宗 藤原長康仮名与三郎 ー 円柱 二手先
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木 四手先 なし 二軒繁垂木

愛知 万徳寺塔 室町後期 真言宗 不明 ー 方柱 出組 なし 二軒繁垂木 四手先 なし 二軒繁垂木

愛知 密蔵院塔 室町中期 天台宗 不明 約16.54ｍ 円柱 禅宗様出組 なし 二軒繁垂木 禅宗様四手先 あり 二軒繁垂木

愛知 知立神社塔 1509 ー
岡崎市 市川銀次郎

（大正9年大修繕の際）
約14.5m 方柱 出組 なし 二軒繁垂木 四手先 あり 二軒繁垂木

縦板張り 愛知 東観音寺塔 1528 臨済宗
本宮永山村 権田重兵衛
（正徳移転の際）

約12.15m 円柱 禅宗様出組
（中）蟇股
（脇）蓑束

二軒扇垂木 禅宗様四手先 なし 二軒扇垂木

愛知 観音寺塔 1536 天台宗 熱田大工 岡部甚四郎吉定 約13.57ｍ 方柱 出組
（中）蟇股
（脇）間斗束

二軒繁垂木 禅宗様四手先 なし 二軒扇垂木

埼玉 金鑚神社塔 1534 ー 不明 約13.6ｍ 円柱 禅宗様出組 間斗のみ 二軒繁垂木 禅宗様四手先 あり 二軒繁垂木

亀腹 高さ大工
上層

県別 名称 建立年代 宗派
下層


