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調査研究報告（熊谷市指定有形文化財調査報告）

「長慶寺本堂・薬師堂」「長慶寺薬師堂厨子」の建築彫刻から見る歴史的意義

― 長慶寺建造物群及び資料群に関する石原系彫刻師と林家の存在をめぐって ―

調査担当者：熊谷市立江南文化財センター 主任 山下祐樹

⑴ 文化財の指定について

ア 長慶寺本堂・薬師堂
ちょうけいじほんどう やくしどう

① 種別・種類 有形文化財（建造物）

② 数量 ２棟

③ 所在地 熊谷市西城９３－１

④ 所有者 宗教法人長慶寺 代表役員 安井俊隆

イ 長慶寺薬師堂厨子
ちょうけいじやくしどう ず し

① 種別・種類 有形文化財（歴史資料）

② 数量 １基

③ 所在地 熊谷市西城９３－１

④ 所有者 宗教法人長慶寺 代表役員 安井俊隆

ウ 長慶寺薬師堂建造物について

（ア）長慶寺の概要

真言密教寺院である浄瑠璃山薬樹院長慶寺は、熊谷市中心市街地から直線距離

で北に７ｋｍの位置にあり、県境の利根川の支流となる福川に近接して境内があ

る。面積は約４，７００㎡程である。広大な敷地の中央には南面する本堂が備わ

り、その前面南西側に今回の指定対象となる薬師堂が位置する。

また、境内にはこの他に、山門・鐘楼・観音堂・庫裏・土蔵などが要所に備わ

り、伽藍を構成している。長慶寺は、上野国邑楽郡赤岩村（現・群馬県千代田町）

に所在する光恩寺の末寺として、永和２年（1376）に開基した寺院である。また、
薬師堂領として慶安２年（1649）１０月１７日にはここが朱印地ともなったが、
現存する堂宇のなかでは薬師堂が最も建立年代が古いと考えられていた。

このような状況を踏まえ長慶寺では、ものつくり大学横山研究室が調査研究を

担当し、建物の現状調査と復原考察を実施した。これにより、薬師堂の創建当初

の姿が概ね判明することが適い、また、建立年代やその後の改修変遷についても

明らかにすることができた。



2

（イ）薬師堂の概要

現状の薬師堂構造形式は、桁行三間・梁間三間、入母屋造の桟瓦葺で妻側を正

面（南面）としており、そこに一間の向拝が備わる形態である。実測による計画

寸法の割出しにより、堂本体の側柱間芯々は、正・側面共に１８尺９寸の正方形

であることが判った。なお、堂内は内外陣を仕切る柱間装置は備わらず、中央奥

に本尊を祀る禅宗様須弥壇が配されている。但し、その来迎柱は、両側の柱通芯

から外れた位置に組立がされており、構造的にも当初の架構には元々組み込まれ

ていなかったことが判る。一方、四面側通りに配される１２本の円柱は、腰貫、

内法貫、頭貫、台輪及び脚元を根絡貫（ねがらみぬき）で固め、組物は禅宗様出

三斗を疎組に配し、中備えには十二支図柄彫刻が施された蟇股が備わる。軒は二

軒の平行垂木であり、四方に廻る縁は擬宝珠高欄付きの切目縁である。なお、擬

宝珠は、当初から変則的な７本を配した形態であったことが木組状況から判るが、

これは、擬宝珠頭部を覆う飾り金物に印刻される銘から、７名の有力寄進者に対

応した結果と考えられる。

一方、片流れ屋根となる向拝は、海老虹梁で本柱と向拝柱を繋ぎ、掛鼻は獅子

頭・獏頭の丸彫り彫刻である。更に、水引虹梁上中備には丸彫りの虎彫刻を配し、

向拝柱頭部に連三斗を据えて軒桁を受ける架構となっている。なお、外装は木部

繊維に残る色素痕跡等からも、創建当初より現状の弁柄・墨塗り塗装を外装に施

した御堂であったと推定される。

長慶寺本堂
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長慶寺薬師堂南東側正側面



4

長慶寺薬師堂内部、奥部に厨子

（ウ）墨書による建立の推定と彫刻の系統

薬師堂小屋裏より、建立を示す棟札（写真下）と部材墨書が発見され、完成は

享保１８年（1733）２月であることが判明した。また、大工棟梁、国宝「歓喜院
聖天堂」の再建を担った林兵庫（正清）であったことも判ったが、聖天堂再建の

本格着工は享保２０年（1735）となるため、薬師堂の建立はこの直前となる。ま
た、須弥壇裏から発見された墨書には享保１８年５月とあるため、本尊の薬師如

来立像を祀って正式に落慶を果たしたのはこの時点と推測することができる。

一方、先行調査にて、堂内での護摩修法により煤塗れとなった内陣格天井板面

から、元文４年（1739）３月の年号が記された墨書が発見された。それによれば、
来迎壁と厨子は、薬師堂造立後に新たに設けられたことが判る。これにより、現

状の内陣形態は後補であることが明らかとなった。また、墨書にはこの改修も担

った大工棟梁林兵庫（正清）の名の他に、彫物師「石原吟八（義明）」の名も列

記されてい

た。更に、出

身地も付記

されていた

ことから、吟

八は江戸神

田紺屋町の

出自である
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ことも判った。すなわち、江戸幕府の公儀彫物師であった高松又八（邦教）に師

事し、日光東照宮や輪王寺大猷院霊廟等の修復事業にも従事した花輪村（現・群

馬県みどり市）出身の「石原吟八（義武）」を祖とする、黒川郷彫物師集団を率

いた二代目吟八のことを指している。恐らく、精緻を極めた細工の厨子制作を二

代目吟八が担ったと推測できるが、このうち隅尾垂木の龍頭に焦点を当て、上州

の名人と言われた初代吟八が制作した他の丸彫り龍彫刻と比較して見ると、「龍

頭のフォルム」「鋭い目力を発する瞳」「頭頂部の旋毛形状」・「扁平鼻頭と鼻穴形

状」等に両者の共通点が見出せ、表現技法が酷似することも明らかとなった。

実はこの薬師堂には、もう一つの重要な墨書が内部の板壁に残されることが先

行調査で判っていた。それは、向拝廻りに備わる龍・虎・指送り（手挟み）の彫

刻寄進に関する内容のもので、その記述から彫物師は花輪村の「石原吟八・板橋

伊平次・新井孫四郎」の三名であり、いずれも高松又八の愛弟子であった。つま

り、このことは初代「石原吟八（義武）」の彫刻もこの建物に存在することを意

味しており、それは薬師堂正面の目貫龍と虎の丸彫り彫刻となる。

大工棟梁を務めた林兵庫と初代吟八は、恐らく日光東照宮の修復を契機に協働

するようになったと考えられるが、この直後となる享保２０年（1735）から本格
的に着工した林兵庫主導の歓喜院聖天堂の再建にも、初代吟八が携わったと推測

されてきた。

この推測の一方で、先に実施された平成の保存修理工事では吟八の名を記す墨

書は見つからなかったため、改めて今回、薬師堂の目貫龍と聖天堂奥殿腰組持送

り龍頭との比較を行ったところ、先に紹介した特徴の他に、「鋭い手先の爪形状」

「口廻り形状と牙の配置」「髭・鱗・蛇腹の形状」に関する共通点を把握するこ

とができた。

これにより、初代吟八が聖天堂再建に従事したとする従来の推測と合致し、更

に聖天堂拝殿水引虹梁上の目貫龍も薬師堂のものと構図が類似するため、恐らく

二代目吟八が師の意志を引継ぎ、門弟らとこれを制作したと考えられる。なお、

板壁墨書には年号は無いが、建物と彫刻の取合いや聖天堂再建開始時期から判断

しても、享保２０年（1735）頃と推測される。
この他、小屋裏から造立当初とは別の棟札２枚が発見された。一枚は安永８年

（1779）の年号を記すもので、恐らく
屋根を現状の入母屋造・瓦葺に改修し

た時のものと判断される。そしてもう

一枚は、大正８年（1919）４月の年号
が記されており、身舎柱間装置の改修

等を実施した時のものと考えられる。

更に擬宝珠飾り金物からは宝永２年

（1705）４月２８日の印刻元号も発見
され、薬師堂造替に伴う寄進行為がこ

の頃から始まっていたことも推定される。 表２ 発見棟札の一覧
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薬師堂東側側面

薬師堂正面手挟み・水引き虹梁（虎彫刻）

（エ）堂内改修の経過

ここで、建物実態調査によって判明した事項を次に挙げる。まず、内陣格天井

面より発見された墨書を裏付けるように、来迎壁と来迎柱は、御堂骨格を形成す

る外周柱芯通りには備わっていない状態であり、これに関連して、柱間の凡そ中

央に地盤面から自立した状態で組まれ、腰部は須弥壇に、また、上部は連三ツ斗

の巻斗が天井格縁に取合って転倒防止を講じていることが判明した。

次に、来迎壁後部の背面中央壁の両端側柱外面には、須弥壇小口と同形の繰形

込み痕跡が確認され、創建当初は須弥壇が背面壁に接続していたことが推測され

る。

また、背面中央壁のみ漆喰仕上げ面が上部頭貫下端面内には納まらず、粗同面

で仕上げられている。この壁が当初は来迎壁に見立てられていたが、その後、前

面に来迎壁が新設されたことで、漆喰表面の増塗り補修等が施されたものと理解
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できる。なお、この背面壁に関連する事項として、内法長押が他の三面と異なっ

て配されておらず、更に脇壇も後補であり、現状より高さが１２０㎜ほど低かっ

たことが判明した。

現在、本堂内陣側壁には、一双の「両界曼荼羅図」（幅１，０６０㎜×高１，

７６５㎜）が祀られているが、制作年代や当初の所在位置が不明とのことであっ

た。このため、脇壇が下がる背面両側壁に、この両界曼荼羅図を当て嵌めてみた

ところ、形態が一致しほぼ完形で納まることが確認できた。すなわち、この図は

元々この薬師堂に飾られていたことを示す資料となった。通常の仏像の配置等を

踏まえると、中央間の須弥壇上には、本尊となる薬師如来立像並びに脇侍の月光

菩薩立像及び日光菩薩立像が祀られ、その左側壁には「金剛界曼荼羅図」が、そ

して右側面に「胎蔵界曼陀羅図」が祀られていたと推測される。

この他、須弥壇出隅の繰形が若干ずれて留めが開く状況も確認されたが、これ

は須弥壇位置を変更した際に新設厨子を新たに壇上に載せるためで、側壁を取り

換えた痕跡となる。建物外周の柱間装置に関しては、おおよそ創建当初の形態が

継承されているが、正面中央間の格子戸のみは後補と見られる。その根拠として、

前面三方枠上端に藁座が残存することや、「地長押天端」の軸吊孔痕跡が挙げら

れ、創建当初はここに両折両開き桟唐戸が備わっていたと考えられる。

長慶寺薬師堂内部、厨子正面

（オ）屋根改修の経過

現在の薬師堂屋根に葺かれている桟瓦は、近江国瓦工の西村半兵衛が延宝２年

（1674）以降に完成させたものである。そもそも江戸の町屋や武家屋敷の屋根
に瓦使用を促したのは徳川吉宗治世の時であるが、享保１０年（1725）の旗本屋
敷の再建に瓦葺使用を命じた記録などに鑑みても、桟瓦が関東圏に流布し定着す

るのは江戸時代後期の宝暦年間（1751～）以降と考えられている。すなわち、薬



8

師堂の建立が完工する時期が享保１８年（1733）では若干早いとも推定され、小
屋裏を隈なく調査した結果、稲藁や茅材の端材を無数に発見した。これによって、

創建当初の屋根は瓦葺ではなく茅葺であったことが明らかとなった。

また、更に小屋組部材を具に調べてみると、母屋桁上端において野隅木が元来

から取付いていたことを示す「込み」があること。また、その「込み」は真隅で

はなく振隅に納まるものであり、これより屋根は宝形造ではなく、南側正面に向

かって棟を見せる寄棟造であることが判明した。これは、周辺状況と比較すると、

近在に位置する元禄４年（1691）造立の「常光院本堂」（熊谷市指定有形文化財）
等の屋根形状に模したという推測も一説として提出できるところである。

長慶寺薬師堂南側正面（俯瞰）

（カ）その他の部位における改修について

薬師堂右手奥に建ち並ぶ入母屋造・桟瓦葺の本堂の建立年代は、棟札等の墨書

が発見されないため不明であるが、現薬師堂より先の建立と考えられている。薬

師堂との関連性から本堂の建物調査も併せて実施したが、創建当初の屋根は寄棟

造・茅葺あったことが判り、造立当初の薬師堂屋根と同一であったことが判明し

た。また、堂内の空間構成は、書院造を意図したものであり、概ね常光院本堂と

同様の間取りとなっている。なお、特徴的な要素として、外陣南面に吹放ちの下

拝が元々備わっていたことが調査で明らかとなったが、本堂関連墨書として発見

された寛政２年（1790）の境内絵図から、本堂外拝西端と薬師堂背面高欄とが回
廊で繋がれていたことが判明した。

薬師堂背面高欄縁葛上端には、使用されていない二つの孔（５尺２寸間）の存

在が確認されていたが、それが本堂と繋がる回廊縁葛の仕口であったことが明ら

かとなったのである。しかし、薬師堂背面高欄の架木・平桁・地覆には切断や取

替痕跡が確認できないことから、回廊からの渡りは高欄を跨ぐ手法が採られてい

たものと考えられる。このことから判断しても、この回廊使用は寺院関係者に限

定されたもので、屋根も有していなかったことなどから、明治期に入って早々に

取り払われたと推測される。
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（キ）調査研究成果と復原考察

今回、横山研究室が実施した薬師堂の建物調査研究によって、以下に記す主な

７点の事項が明らかとなった。

① 創建当初の薬師堂屋根形状は、現状の入母屋造・桟瓦葺ではなく、寄棟造・

茅葺であった。

② 創建当初の薬師堂正面中央間柱間装置は、現状の嵌殺し格子戸ではなく、

両折れ両開き桟唐戸であった。

③ 創建当初の内陣来迎壁は、現状の自立型来迎壁ではなく、背面側通り中央

壁が来迎壁であった。

④ 創建当初の薬師如来立像は、現状の厨子内安置ではなく、脇侍と共に須弥

壇上に露出で祀られる形態であった。

⑤ 創建当初の脇壇は、現状の高さ形状ではなく、120 ㎜ほど低い位置に備わ
り、現在、本堂内陣に備えられる両界曼荼羅図がその上段壁面に飾られていた。

⑥ 彫刻師となる初代石原吟八は、向拝廻りに備わる虎と龍の丸彫り・透かし

彫刻制作を担い、二代目石原吟八は、須弥壇上の厨子制作を担ったことが判っ

た。

⑦ 薬師堂と本堂を繋ぐ後補の渡り廊下は、境内絵図より江戸時代後期となる

寛政2 年（1790）には存在していたが、近代に入って取り除かれたことが判
明した。

図２ 長慶寺薬師堂現状平面図



10

図３ 長慶寺薬師堂正面立面図

厨子の板壁・木鼻彫刻ほか
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エ 長慶寺本堂について

長慶寺本堂（右側）
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本堂外陣欄間彫刻「孔雀」

長慶寺薬師堂の調査においては、歴史的背景の推定とともに長慶寺の宗教行事の

中心的位置付けにある本堂について着目するに至った。それは、外陣・内陣の格天

井における着色絵画の技巧性に対する評価を発端として、欄間彫刻等の各所に配さ

れている彫刻群に対する高度な技術に関する諸相を確認できたことである。

また、一方で「長慶寺縁起」等に散見できる寺院の興隆に関する表記の中で、薬

師堂及び本堂の建立に関連する情報は含まれていたものの、本堂に関する古文書及

び棟札等の直接的な資料については確認できない状況であったが、建築構造及び躯

体含む木工事業の特色を踏まえると、本堂の建立期は、薬師堂と同時期のものであ

ると推定される。つまり、江戸時代中期の１７３０年代の建立と推定され、その後

の増改築や屋根部の葺き替えなどで部分的な構造変更の状況が窺える。

本堂は、前面（南面）の外陣と、三室の区分され中央には内陣が置かれている。

後方には回廊が巡らされており、中央奥には納骨堂へつながる廊下がある。外陣は

畳が敷かれ、後方の各室は板張りとなっている。北西側の回廊部分は、建立後の追

加付設されたことが推定され、東側の外廊下は庫裡と接続している。

また、本堂の特色の一つとして一定の意義を有しているのは、格天井画及び欄間

彫刻等の良好な保存状態であり、欄間彫刻の着手は、本堂全体の建立から時期を経

ての追加である可能性も考えられる。それは、薬師堂及び厨子の彫刻に関わったと

される石原吟八郎の時代をより世代を経た系譜上の彫刻師によって手掛けたもので

あり、格天井絵画についても明確な作者の解明は今後の調査研究を待つことになる

が、国宝「歓喜院聖天堂」と同じく狩野派の作風を感じられ、狩野派の同系統に位置

する絵師の作品群であると解釈できると考えられる。

薬師堂の建築的意義については前述したところであるが、寺院建築において境内

の中心的な位置付けとなる長慶寺本堂は、薬師堂の歴史的価値を補完するものであ

ると評価できる。また、彫刻物等の補足が、時代後者によって行われた際の彫物師

の系譜上の影響関係を示す有形の資料となることから、林家及び石原系の技術的な

派生を明らかにする意味でも重要な意味を有しているといえる。



13

オ 建造物及び彫刻の意義並びに文化財的評価

長慶寺薬師堂の調査研究によって、妻沼聖天山の国宝「歓喜院聖天堂」の建立期の

棟梁及び彫物師集団の存在を示す知見を得ることになった。なお、聖天堂建立の草

創期に該当する時期の棟札等も発見されていることからも、長慶寺薬師堂の建立が

聖天堂の技術的基礎を試行する実例としての価値を見出すことができる。また、薬

師堂の各所に配された意匠とともに、内部の中央に施工された厨子の構造の双方に

含まれる技術は、他の類例と比較しても高いことが分かる。

熊谷地域をはじめ北関東で広く活躍した、上州花輪村の彫刻師の祖である石原吟

八郎と弟子たち、そして聖天堂の棟梁の林兵庫正清を中心とした建築大工集団の協

力関係が、薬師堂及び厨子の設計と建立において凝縮して表現された歴史を再認識

することができる。また、江戸時代中期以降における改修の歴史についても、棟札

や部材の変遷等からも明らかになっており、建造物の保存が維持された上で、地域

の信仰の拠点として現在に引き継がれてきた文化性は意義深いものである。

これらの点を複層的に判断すると、「薬師堂」及び「本堂」は有形文化財建造物と

しての価値を有していると考えられる。これに加えて、熊谷地域の寺社建造物の派

生と彫刻師の系譜を示す実例として「薬師堂・厨子」は有形文化財の歴史資料の価

値を有していると考えられる。
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