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奈良時代の奈良盆地とその周辺諸国の

森林状態の変化（吋
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(1) 飛鳥時代の寺院

図3は飛鳥地域と藤原京や寺院を示している。ただしこの地に多く営まれ

た宮は省略している。飛鳥は飛鳥川上流の耳成山・畝傍山・天香久山の大和三

山に固まれた地域から，その南方の飛鳥寺などを含む狭い地域である。その東

方は多武峰から北に連なる丘陵地をへだてて寺川流域となり，さらに初瀬川流

域となっており，纏向遺跡や多くの古墳などの地域と続いている。ここに飛鳥

時代といわれる文化の花の聞いた時期があった。

飛鳥の歴史についてはいくつかの起伏があったが，①推古朝 蘇我馬子の

政権－文化と蘇我本宗家の滅亡，②斉明・天智朝 斉明天皇と中大兄による

活発な治政，とくに小墾田宮をはじめとするさまざまな大土木工事は有名であ

る，その後の白村江の敗戦と近江遷都があった，①天武・持統朝 天武天皇

の浄御原宮での即位から持統天皇の藤原京への遷都までである，という三つの

時期に分けられる九飛鳥寺造営はこの①の時期のことである。

古代史発掘2）によると，大陸や半島から渡来した帰化人たちにほそぼそと持

ちこまれ，蕃神とされていた仏教が爆発的に広がったのは，金色に輝く仏像や

壮大な寺院建築など従来とは比較にならぬ高度な技術をもった物質文明の裏付

けと，そうした文化を背景により強大な支配体制をめざす政治との結びつきに

あった。 522年，百済の帰化人司馬達等が飛鳥の坂田に草堂を営み， 538年，百

済より仏像・経論が献ぜられ， 552年に礼仏の可否について朝廷で論争があり，

577年に百済から造仏工・造寺工が送られてきたが，まだ草堂の域をさほどで
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図3 飛鳥地域略図
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なかったようである。しかし物部守屋を滅ぼして専権を握った蘇我馬子は崇

峻元年（588）にわが国最初の本格的寺院である飛鳥寺の建立に着手した。こ

うして仏教は政治と密接した形で、本格的な歩みを始め，飛鳥寺に続いて天皇家

側を代表する聖徳太子によって，四天王寺や斑鳩寺（法隆寺）が建てられてゆ

く。

飛鳥白鳳時代の寺院跡をみると3），全国総数730に対して，地方別には近畿

が378と半分以上を，のちに畿内といわれる地域が全国の30%を占め，中国90

・四国47.九州43・中部86・北陸19.関東57・東北10というように，遠方にな

るにしたがって少なくなっている。近畿地方を府県別にみると，奈良83・大阪

70・滋賀70などとなっている。

前圏実知雄4）によると，飛鳥時代前期には舎利を中心に礼拝する形式が用い

られ，四天王寺式伽藍配置がそれで，南大門から中門を入るとまず正面に塔を

拝み，その後金堂に向かうことになる。飛鳥寺式も三金堂をもつが中心はやは

り塔で，東・西両金堂を省略すれば四天王寺式になる。当初の伽藍配置が想定

できる10箇寺の中で， 8箇寺が四天王寺式（飛鳥寺を含む）であり，他の 2箇

寺は塔と金堂が左右に並列していることである。次に飛鳥前期の寺院分布をみ

ると，とりあげた19箇寺中，当時の京のあった飛鳥とその周辺部に 7箇寺，斑

鳩とその周辺部に 8箇寺と，この両地域で大部分を占めている。飛鳥後期は57

箇寺がリストアップされており，伽藍配置にはまとまった見解はだされていな

いが，川原寺の例をみると，東に塔，東面する西金堂をその対称の位置に配し

て，中軸線のやや後方に中金堂・講堂を配する形式で，）｜｜原寺式とよばれてい

る。大官大寺は平城京遷都後は新京に移り，大安寺と称し，東大寺の建立まで

官寺の筆頭として重要な位置にあって，藤原京左京でも 6町の巨大な広さをも

ち，金堂前方回廊内の東側部分に塔を配し，講堂も回廊内にある。伽藍の全容

のわかる例が少なく，川原寺式・大官大寺式・法隆寺式（塔と金堂が左右に並

列）にみるように，塔が中心の存在でなく，金堂が主体になってゆく傾向にあ

るとし、う。なお，前・後期を含めた地域別の寺院の分布は次のようになってい

る。

生駒郡 7 北葛城郡 9 

御所市 4 高井郡 13 

橿原市 15 桜井市 7 

大和郡山市 2 奈良市 8 
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天理市 7 宇陀郡 2 

吉野郡 2 計 76 

このように，飛鳥時代の前・後期を合計してみても，飛鳥地域の高井郡・橿

原市と斑鳩地域の生駒郡を中心とする地域とその周辺部に多く分布している。

なお，この計76とし、う数字は官頭の奈良県の83に比べて小さい。これは少し慎

重に考えて取りあげていることから，少し内輸の数字になったものと思われ

る。

この時代の寺院を施主によって分類すると，造営者が国家である官寺，諸豪
うじでら

族の建立による氏寺（私寺），僧侶の結縁によって造られた知識寺に分けられ

る。官寺ははじめ天皇家が諸方に建立したもので，その維持のために封戸が施

入されていたが，これが多くなって，天武8年（679）に整理が行われ，大官

大寺・川原寺・飛鳥寺を官治の寺としたが，その後薬師寺の建立に伴って，こ

れを加えて藤原京の四大寺とされた5) （図 3）。

以上のことから，およそ次のように考えられる。

①飛鳥時代の寺院跡からみて，全国で730寺が建立され，近畿地方はそ

の過半の378寺を，大和国はその中の83寺を占めている。そのほとんど

が奈良盆地内で建立され，しかも飛鳥と斑鳩の両地域とその周辺に集中

している。

② 寺院の規模をみると，飛鳥地域には官の四大寺である大官大寺・飛鳥

寺・川原寺・薬師寺が造営されているし斑鳩地域では法隆寺のような

大寺が建立されている。この両地域は寺院の集中した地域て、あるととも

に，このような大寺が建てられている。

③ 奈良盆地内の大寺を含む多数の寺院の建立が，盆地内の森林の伐採を

促進したことは確かで、ある。とくに飛鳥地域は四大寺を含む多数の寺院

が建立されていることから，その周辺の森林への影響が大きかったので、

あろう。この地域ほどでないにしても，斑鳩地域とその周辺の森林も同

様だったので、あろう。

(2) 飛鳥寺

飛鳥寺はわが国最初の本格的な寺院である。古代の日本6）によると，建立の

過程は次のようになっている。

崇峻元年（588) 蘇我氏は大和国真神原に本格的な仏寺の造営をもくろ
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んだ。 百済王が技術者を送って，技術指導をしている。

崇峻 3年（590) 冬の山に入って用材の伐り出しをはじめ， 2年後に仏

殿や回廊の建築をはじめた。

推古元年（593) 塔に舎利を収め，心柱を建て， 4年を費してこの塔は

完成をみた。

推古13年（605) 一方，建築の進行に伴って，この年に本尊の造立をは

じめた。翌年完成した金堂の本尊は，あまり大きいので仏殿に入らなか

ったが， 作者鞍作鳥の工夫によ って，無事に扉を壊すことなく安置でき

たというエピソードは有名である。

推古17年（609) 飛鳥寺はここに完成した。

こうしてわが国最初の本格的寺院は，発願から完成まで前後20年の歳月を要

したので、あるが，これは異例のスピードぶりといえる。これと前後して建立さ

れた大阪の四天王寺は，塔・金堂は飛鳥時代に完成し，中門はその規模を縮小

して大化改新前後に，講堂は大化以後に完成したことが実証されており，伽藍

中枢部の完成に前後60年もの年月を要したことになる。伽藍配置は前述のよう

に塔を中心にその東西と奥に中金堂をもっー塔三金堂であり，塔の基壇の一辺

が12.1m，中金堂は間口が21.2m，奥行き17.6mで，法隆寺の塔・金堂とほ

とんど同じ寸法である。このことは両者がほとんど同じ規模だったと考えてよ

い。これに東西両金堂が加わるので，回廊で閉まれた面積は10,900m2もあり，

法隆寺の6,200m2，四天王寺の7,520m2より大きくなっている。外国技術者の

指導によって，こうした未曾有の大伽藍が着々とでき上っていったときに，塔

の舎利供養が行われた。この塔の心礎の周辺からの出土遺物は，新しい技術と

は対照的に務翠や璃磁のお宝など，古墳時代そのものであった。こうした新旧

二つの面がこの寺にみられることこそが，飛鳥寺が6世紀末から 7世紀のはじ

めにかけて造営されたことを示しているものであって，推古元年（593）の舎

利供養は，まさにこのような古墳時代に行われたものであった。この発掘によ

って，わが国の考古学は文献による歴史とはじめて手を握ったということがし、

えようと述べている。

この発掘結果と日本書紀の記事との結びつきは重要なことであったが，一方

でははじめての外国技術の導入としづ建築の分野に大きな関心がもたれる。木

工技術に大きなかかわりをもつからである。古代の日本7）によると，百済から

の援助による技術者（造仏工・造寺工 ・寺工・鐘盤工・瓦工・画工）によって，
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わが国最初の本格的な大陸式伽藍飛鳥寺の造営に着手された。新しく輸入され

た仏教建築は，同じ木造建築ではあっても，従来の掘立柱式茅葺建築とは全く

かけ離れたもので，版築できづいた高い石組みの基壇上に礎石を据えて柱はそ

の上に立ち，柱上には複雑な木組みの組み物が置かれて，組み物に支えられた

軒は軸部から遠く張り拡げていた。また屋根は瓦葺となって，茅葺よりずっと

ゆるい勾配とされた。赤青白の彩りや金色の飾り金具の装飾的部分を除いた建

物自体の構造・技法にも従来の技術と格段の差があった。しかし，こうした新

しい建築がわずかな指導的工人の渡来によって造営可能であった点は注目すべ

きで，これは木工・金工・石工・陶工などの基礎的な生産技術は，新技法を十

分消化吸収しうるまて7こ，わが国の技術が成熟していたことを示している。木

工でいえば大きな部材や削り仕上げの技術，柄や仕口の工作などは手なれた仕

事であり，ただそれらの組合わせが複雑化し，外観が異国風になっただけで，

その組み立ては百済工人の設計に忠実に従うことで造成されたはすーで、ある。同

時に金堂の本様（模型）を持参したと伝えるから，新技術の意図するところも，

かなり容易に理解しえたであろうとされている。

既述のように，縄文人は木材の樹種別の特徴や心材と辺材あるいは芯去り材

と芯持ち材の性質をよく理解しており，木の文化の成立といわれるほどの木材

に関する知識と技術の蓄積があった。弥生時代に鉄器が使えるようになって，

技術的にも進歩していることは，唐古・登目から出土の遺物からうかがわれ

る。こうした技術と知識の蓄積によって，掘立柱式の簡素な建物の建築の場合

でも，木材を切る・削る－柄を切るなどの木工技術の基本は，百済の技術に劣

らない水準に達していたことは確かと思われ，これが未経験の複雑な木組みを

要する建築を可能にしたとし、う指摘は重要である。

次に建築用材である。この造営事業に従事したわが国の工人の立場からみる

と，持参したといわれる模型をみただけで，これまで、にみたこともなかった建

物を造ることになる。しかも木組みは複雑で，金堂は後代のものに比べてそれ

ほど大規模とはいえないにしても，塔のような高層建築もある。このほかに，

従来の掘立柱式建築では考慮外の建物の耐周年数を考慮する必要があること

を，工人たちが見逃していたとは考えられない。こうしたことから，わが国の

主人たちが並々ならぬ決意をもって造営にのぞんだことは，容易に想像される

ことである。木材材料としては，耐久性をも考慮した最高の材料を使用したと

みて誤りはないであろう。樹種としてはヒノキであって，柱や桁などの部材に



丸山 奈良時代の奈良盆地とその周辺諸国の森林状態の変化（v) 109 

は芯去り材ということになるであろう。飛鳥寺ののちに建立された後述の法隆

寺の金堂や塔にはこのような材料が使用されており， 1,300年後の今日でも見

ることができる。飛鳥寺に使用された木材は，確かめることができないにして

も，法隆寺に用いられた材に比べて，少なくとも劣るものでなかったものと思

われる。

このほかに，用材をどこで調達したかという問題がある。日本書紀の崇峻天

皇3年10月の条に「山に入りて寺の材を取るJとあるだけで，場所はわからな

し、。この記事からは木材の調達に苦労したようには感じられない。のちの斉明

朝の時代に「深山広谷」に入るという ように，木材の調達に苦労していると思

われる記事がみられるようになって，森林資源の状況の変化が感じられるよう

になる。
あんご Lん

最後に飛鳥寺の現状であるが，現在の寺院は発掘開始当時は安居院の名で呼

ばれていた。飛鳥寺は鎌倉時代に落雷があって焼亡，そのころから急速に衰え

たらしい。中世にはすべての建物が失われて法灯も絶え，いま飛鳥大仏とよば

れている大きな金銅釈迦如来像のみが雨ざらしのまま残されていた。江戸時代

の初期には「形ばかりの草堂」に大仏を「すえたてまつ」っていたが，のちに

「おいたわしゃ」とある尼僧がお堂を建てお守りしたのが，いまの真言宗安居

院のはじまりとし、う 8）。寺の境内の心礎を発掘した場所に，「塔心礎位置（地

下 3m）」と題する建札があって，発掘と日本書紀による由緒が述べられてい

る。

文献

！）井上光貞－ 門脇禎二：古代を考える飛鳥吉川弘文館昭62

2）古代史発掘 9巻 講談社昭49

3）大阪府史 2巻大阪府平2

4) 前原実知雄・大和における飛鳥・奈良時代の寺院の分布について 橿原考古学研究

所論集第9 吉川弘文館昭63

5）古代の日本 5巻角川書店昭45

6) 前掲 5) 

7）古代の日本 2巻角川書店昭47

8) 坪井清足・飛鳥の寺と国分寺古代日本を発掘する 2 岩波書店昭62



110 

12. 法隆寺

(1）概要

奈良県史1）によると，法隆寺は聖徳太子建立といわれ，推古天皇15年（607)

に完成したようである。日本書紀天智天皇9年（670)4月の条に「夜半之後

に，法隆寺に災けり。一屋余ること無し。大雨ふり雷震る」とし寸法隆寺全焼

の記事がある。そのため現在の法隆寺について，明治以後半世紀にわたって，

今日まで再建非再建論争が続いている。しかし若草伽藍跡や東院内の斑鳩

宮跡の調査によって，創建時の伽藍が焼け，その後に再建されたとする説が決

定的となった。この焼失した伽藍こそ若草伽藍であるとし、う結論がだされてい

る。法隆寺が天智天皇9年に全焼した後，西院伽藍が再建されたことになる。

中門の仁王像は和銅4年（711）の造立とわかり，五重塔内塑像群もこの時の

造立，少なくとも和銅4年には主要建物は大体できていただろう。東院は聖徳

太子斑鳩宮の場所で，地下遺構も発見されてしる。太子はこの地で推古天皇30

年に投し，その跡に上宮王院すなわち東院伽藍が造立された。天平20年（748)

に完成している。中世には南都七大寺のーっとしての地位をもっていた。東院

は一時退廃したが再輿され， 11世紀から興福寺の支配下に入った。鎌倉時代に

は東院・西院とも多くの建造物が修理され，南北朝から室町にかけて，多くの

建造物が造営されている。近世には慶長年間（1596～1615）と元禄（1688～

1704）から宝永4年（1707）に及ぶ大修理があった。明治になると，古社寺宝

物調が行われ，夢殿救世観音が明治17年（1884）に調査され，秘仏が世に知ら

れることになった。昭和25年（1950）に法相宗を離れて聖徳宗を聞き，その総

本山となった。

以上が現在までの足跡であって，このほかに特筆すべきことは，飛鳥白鳳時

代の仏像とともに，わが国最古の建造物が残されていることである。国宝・重

要文化財の建築物が53棟あって，次のように各時代のものを網羅している2）。

白鳳時代 金堂・五重塔・中門回廊

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

夢殿 －食堂・東大門・経蔵・伝法堂

講堂・鐘棲・綱封蔵

上御堂・西円堂－聖霊院細殿－三経院・新堂・勧学院表門・

東院礼堂・同鐘棲・絵殿舎利殿

室町時代 南大門・大湯屋・妻室 ・薬師房・地蔵堂・宝珠院・持仏堂・
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東院南門・北方院本堂・同表門・同太子殿

桃山時代 本房表門・同客般

飛鳥時代の建物は全国に 6棟しかな く，その中の 4棟までが法隆寺の境内に

あって，残余の 2棟も法隆寺の近くにあるという（昭和11年現在） 3）。この 2

棟の中に法輪寺の三重塔も入っていたと思われるが，奈良県史4）によると，法

輪寺の三重塔は法隆寺の五重塔・法起寺の三重塔とともに斑鳩の三名塔の一つ

に数えられていたが，昭和19年の雷火によって焼失，現在の塔は昭和50年の再

興によるとし、う。

法隆寺は伽藍規模からみて，大官大寺 ・飛鳥寺などの大寺よりは小さいよう

であるが，現在保存されているのはこ こだけであり，しかも世界最古の木造建

築として，今日みることができるのは大きな驚きである。また，天智天皇9年

(670）の炎上後の再建であろうと，かけがえのない貴重な文化財であることに

変りはない。

(2) 木材

西岡常ーらのによると，創建当時の法隆寺の使用木材はほとんどヒノキ材で

あったが，金堂の野地板（屋根の下地材）にスギの板が少し使ってあった。こ

れはみたところしっかりしていたが， さわっただけで、ボロボロに崩れてしまっ

た。大むかしの人たちがヒノキと同様に，割って使えるスギをみても，あまり

使おうとしなかった理由が理解される。スギの寿命は赤味のし、し、ところで

700～800年，法隆寺1,300年を支えるには不十分である。鎌倉時代ごろからケ

ヤキが少しずつ使われだしており，秀頼による慶長の大修理ではマツとスギが

大量に使われているが，昭和大修理ではこれまでになかった解体修理をすると

ともに全部ヒノキに取りかえているので，部材のそれぞれの年代がはっきりし

ているという。

法隆寺には大径材が用いられている。古代の日本6）によると，金堂の扉板は

縦 3m強，幅約 lm，厚さ 9cmの一枚板であるし，方約60cmの大斗も芯去

り材であるから，これらをとるには径 3m近い大材を必要としまたその模

割りは成功度の低い方法だったとし、う。

法隆寺の太くて長い大きな柱は，樹齢2000年以上，直径2.5m以上の巨木

を真ん中から四つ割りにして使っているという 7）。中門のエンタシスの付いた

部分の直径は60cmほどである。金堂や塔の柱はこれよりし、くらか太いようで
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ある。こうした柱は芯去り材であるから，柱にしても一枚板の扉板にしても，

大径材を必要としたので、ある。

このように，法隆寺の堂塔の柱や扉板には大径材が用いられている。木材の

心材と辺材あるいは芯去り材と芯持ち材のちがし、については，既述のように縄

文人が理解していたし，弥生時代の唐古遺跡や登呂遺跡の出土木製品からも，

当時の人々にはっきり理解されていた。法隆寺でこのような芯去り材の柱が用

いられていることは，縄文時代以来の木材に関する知識の集積を継承していた

ためであることは確かである。柱だけでなく多くの部材にヒノキの芯去り材を

使用していたために，一部の部材の取り替えがあったとしても， 1,300年後の

今日に金堂や塔などの姿をみることができるのである。

次に金堂や塔の幅約 lmの一枚板の扉板である。芯去り材の柱は奈良時代

の平城京の大寺にも使用されているのに対して，管見の範囲内では一枚板の扉

板はみられなし、。たとえば薬師寺の東塔の扉板ははぎ板である。ただし東大

寺東西小塔院のために同じような戸板 （長さ 1丈，広さ 3尺）が14枚伐採され

ているという（後述）。法隆寺でも中門の扉板ははぎ板になっている。これは

この時代にあっても大径材は貴重品であり，寺院にと って最も神聖な場所であ

る金堂と塔には一枚板が使用されても，中門には使用されなかったので、はある

まいか。奈良時代にはヒノキの大径材資源が減少してきたことのほかに，柱は

金堂あるいは塔の構造材として最も重要な役目をもっているので，芯去り材を

使う必要があったのに対して，扉板はこうした役目をも っていないので，たと

え一枚板を使いたし、と思ったとしても，資源状況からみて不本意ながらという

ことで，はぎ板を使うようになったものと思われる。

このような使用部材の材質の変化を考えると，飛鳥寺が法隆寺よりも劣る材

料を使っていたとは考えられない。飛鳥寺がわが国最初の本格的寺院であるこ

とから，建築技術的にも，使用した木材にしても，当時のわが国の最高水準の

ものであったと考えられるからである。そして，森林資源が減少してゆくにつ

れて，やむなく使用木材の材質を低下させていったのであろう。

次に法隆寺の用材の産地をみる。西岡常ーらBJによると，法隆寺の用材はほ

かの寺社も同じであるが，ごく近くの運び出しやすいところから伐り出して使

ったようである。その材質が吉野のヒノキに似ていること，運搬のむずかしさ

などから，法隆寺の近辺には，ヒノキの原生林があり，そこから適材を選んで

建てたのではなかろうか。このほか，法隆寺の金堂と塔の用材を比べると，柱
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－桁 ・斗棋はそう変らないが，垂木まわりの材料は，金堂は塔よりうんと悪く

なる。塔は割り材を使っているのに，金堂では大小さまざま，しかも芯持ちの

まま使うこともしている。これだけでも金堂が塔よりさきにできたことがわか

る。これは法隆寺のまわりには，金堂の屋根をふさぐ段階になったら，大きな

木は生えていないしそういう木の取り置きも底をついていたということで，

手あたり次第に残っていた木の大小を問わす’に使って，間に合わせたという感

じがしてならない。塔になると，まわりに大木も使える木もなくなっていたの

で，こんどは遠いところから運ばなければならなくなったので、あろう。そのた

めに思う存分に大きくて使いやすい木を伐って，割って運んだと考えられ，そ

のために塔の材質が一様で，良材がそろっている。これは無理もないことと思

われる。法隆寺建立のころには，寺院建築が盛んで，推古天皇の32年当時で，

46寺も前後してできたといわれ，その大部分は大和にあったというから，大和

のヒノキはみるみるうちに伐りつくされていったのであろうとし寸。

江崎政宏、9）によると，当時にあっては宮殿といってもそれほどの木材を使用

したとは考えられず，ほぼ附近の山林で間にあったので、あろう。その後しだい

に広大な寺院建築がなされるようになってゆくのであるが，法隆寺の建築は，

まず葛城・生駒平群の連山で間にあったもののようで，主として最も近い比

較的平易な平群山より伐出されたものと思われ，不足した分は生駒・葛城に及

んだのであろう。木津から大和中央を貫通する大路は，聖徳太子の築造による

ものであるが，これは木材輸送には関係がなかったように思われ，かりにあっ

たとしても特別な木材だったと思われる。この道路の利用はやがて木津川の利

用になるものであって，仏堂宮殿の建築が頻繁になり，附近山林乱伐の結果，

他より木材の供給を仰がねばならなく なるのは， 数十年後のことと察せられる

とし、う。

以上の二つの論考から，金堂が塔よりさきに着工されて，採材も二段階で行

われていることのほか，採材地もはじめは比較的近いところから遠くに及んで

いったという。

奈良盆地は早い時期から開発が先行しており，その中でも東南部の三輪山麓

から飛鳥にかけての地域が先行しており， 7世紀には宮や寺が多く造営されて

しる。これに対して斑鳩地域は飛鳥地域に比べて，開発が遅れていたものとみ

られる。日本の古代10）によると，斑鳩の法隆寺について，大和国平群郡の法隆

寺の周辺には山部連一族が居住しかなり大きな勢力をもっていたことが知ら
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れる。山部連と法隆寺との関係が濃密であったことは，天平19年（747）に作

製された「法隆寺伽藍縁起弁流記資財帳」の記載からも知られる。そこには他
おおやまと

寺にはあまりみられない山林岳嶋の記載があり，法隆寺の所領として，大倭・

河内・模津・播磨の26ヵ所がかかげられているが，大倭国では平群郡屋部郷

（のちの和名類束抄の夜麻郷）と同郡坂戸郷，添下郡菅原郷の 3ヵ所がみえ，

この中の平群郡の 2郷はおよそ現斑鳩町をカバーする地域のようである。他の

河内・撰津・播磨の岳嶋は天平年代の法隆寺の修理用材の供給地だったのであ

ろうという。

この天平19年 （747）の流記資財帳からは，これを遡る推古15年 （607）の倉lj

建年代および天智天皇 9年（670）の炎上後の再建時の採材事情はわからない

が，創建時も再建時もこの大倭の 3郷内だけで採材したものと仮定すると，次

のようなことも考えられる。すなわち，創建時と再建時の金堂の用材は，現斑

鳩町をカパーする平群郡の 2郷で採材し，次の塔の造営の段階になって，用材

を添下郡菅原郷に求めたという一つの推測である。創建時と再建時の金堂の用

材が，現斑鳩町の森林で、間にあうのかとし、う疑問もあるが，この町の面積は

14.58 km2あり，これがヒノキの優勢な極相林であったならば，可能と思われ

る。寺院の建立時に，木材の調達を重要な条件のーっとしていたとみられ，ヒ

ノキ林の遠い常緑広葉樹林の地域に立地して，木材の伐採搬出に苦労するよう

なことは，とくにこの時代には考えにくいことであって，近くにヒノキ林があ

ったことは確かと思われる。 そして，この地域内だけで木材を調達したもので

ないにしても，主たる伐採地だったのであろう。

以上を要約すると，法隆寺は金堂や塔など芯去り材の柱や一枚板の扉板のた

めに多くの大径材を必要とした。おそらく法隆寺よりさきに建立された飛鳥寺

でも同じような材が使用されたものと思われる。また，法隆寺の用材は当時の

状勢からみて，斑鳩地域からそれほど遠い地域で伐採されたとは考えられな

し、。

(3）修理

浅野清11）によると，法隆寺の堂塔の修理は次のようになっている。まず江戸

時代までの記録は，

康和頃 1100頃 金堂修理

保元 3年 1158 塔造作，金物悉く鋳造
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元久元年 1202 金堂修理

寛喜元年 1229 金堂葺終る

嘉禎 3年 1237 塔下石壇始て造立し終る

弘安 6年 1283 金堂塔修理修造円塗

応安 7年 1374 金堂大破修理

応永11年 1404 塔屋根葺替

長禄 2年 1458 塔裳階屋根板葺替

明応4年 1495 塔相輪修理

慶長 8年 1603 金堂修理

同9年 1604 塔修理

元禄 8年 1695 金堂修理

同9年 1696 金堂及び塔修理

寛延 3年 1750 塔露盤修理

寛政 9年 1797 塔覆鉢修理

天保4年 1833 塔屋根葺替

江戸時代までの修理について，建物を詳細に検討すると，修理は屋根・軒・

勾欄・仏壇等の外皮や雑作の部分だけであって，軸部や斗秩等の大部分をはじ

め，金堂屋根骨組のような主体部分には全然手が入っていないで，建立以来一

度も解体されることなく伝承されてお り，その中のごく一部の部材の挿替えが

あったほか，すべて当初材が今日まで残されていた。これまでの修理の中で最

も根本的だったのは，豊臣秀頼による慶長修理であって，そのねらいは，①軒

および屋根の修理，②構造的欠陥の根本的是正にあって，どうしても周期的手

入れが必要な①は，慶長以前にもしばしば行われているが，②の欠陥が新しい

建築技術によって，根本的な是正が試みられたのはこの時が最初である。欠陥

是正の第 lは軒の垂下，とくに隅の斗棋の荷重による垂下で，これはおそらく

かなり早くから現われていた現象で、あって，これまでにも一時的処理はとられ

ていたが，慶長修理では金堂・塔ともに隅木補強処置がとられている。第 2の

欠陥は軸部の弛緩であって，その対策として各所に貫を挿入して，模締めと

し，貫を挿入できない塔の初層では筋違を加えるなどしている。慶長修理に次

いで，元禄年間にもかなりの修造を行っている。

昭和に入ってはじめて解体修理がなされ，破損した部材が取り替えられた。

五重塔の破損腐朽状況を示す写真図版12）の写真でみると，次の部分の被害がみ
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られる。

雨洩による腐朽

土居葺，野地，出桁，雲形肘木

湿気及び白蟻による腐損傷

裳階地覆下端（慶長材），戸口部地覆下端，四天柱脚部

心柱の腐朽破損

底部の腐朽，三重井桁枠附近の落雷による損傷

震動による亀裂

須弥山南側

これを原因別に整理すると，雨水－湿気と白蟻の食害による外部からの被害

のほかに，荷重による部材の損傷と落雷・震動による被害がある。大きな部材

の心柱をみると，中心部の腐朽が進行して空洞になっており，周辺部も中心部

ほどではないにしても，腐朽が進行して底部が欠けている部分もみられる。

鈴木嘉吉川によると，木造の文化財建造物はほぼ100年ごとに屋根替えなど

の小修理を必要としその 3～4回目にあたる300～350年ごとに軒の垂木や柱

の根元などを取りほどいて，腐朽部を取り替える大修理が行われている。こう

した大修理を経て現在の建物はどのくらい創建当時の木を残しているであろう

か。法隆寺の金堂は壁画模写の途中で火災事故にあって，初重の柱などを新材

に取り替えているので例外とし，五重塔では裳階を除く塔身部の構成材は

1,280石，そのうち昭和修理では324.3石を取り替えまたははぎ木した。総材積

の25.3%である。しかしこのうち245.3石は軒下や高欄廻りなどで，すでに

過去の大修理で取り替えられた部分の再度の取り替えであり，実質的な当初材

の取り替えは残りの約80石， 6.3%である。おおよその見当でいえば， l回の

大修理で約6.3%ずつ当初材が減少し 4回を経た現在の五重塔には約75%の

当初材が残っていることになる。それはまた今後1000年を経ても，全体の約

50%は当初材が残ることを約束しているわけで，そのときにもヒノキ材は十分

に役目を果しているものと思われる。木造建築は意外なほど生命が永いもので

あるという。

以上を通覧すると，木造建築には大小の修理が必要で、あり，古代から行われ

ている。しかし初期の修理は軒・屋根・勾欄・仏壇のような外皮や雑作だけ

に止まっていたが，秀頼の慶長修理では構造的な欠陥，すなわち隅の斗棋の垂

下と軸部の弛緩に対する対策が構じられている。昭和年代にはじめての解体修
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理が行われ，腐朽あるいは破損した部材が全面的に取り替えられた。五重塔の

例でみると，これまでに取り替えられた部材は全体の約25%，これから1,000年

後でも約50%の当初材が残るものと予測されている。このように，必要な修理

を怠らない場合には，木造建築の寿命はまことに永いのである。

(4) ヒノキ材の特性

法隆寺の堂塔のような古建築の維持保存のためには，前述の雨水－湿気など

による外部からの腐朽も大きな問題であるが，それよりも重要と思われるの

は，木材の年月の経過に伴う強度の低下，すなわち木材の老化といわれる現象

である。

鈴木嘉吉川によると， 1,300年前に組み立てた部材を，解体修理でとり外し

てゆくと，たとえば柱と梁のように荷重で密着していた部分は，削りたてのよ

うなみずみずしい木肌が現われる。ヤリガンナや手斧の刃跡が鮮やかに残さ

れ，かすかに香りも漂う。表面が風化して黒くザ、ラついた部分も数 mm削っ

てみると，光沢をもっ木肌が現われ， ヒノキの香りが強く匂ってきて，その肌

や香りは新材とさほど変らない。これがヒノキの強さの秘密であり， 1,000年

の古木が伐採後1,000年を経ても，なお若々しさを保っている。また，木の堅

さ強さではヒノキに勝る材はいくらでもあり，たとえばケヤキは法隆寺につぐ

古建築である薬師寺東塔ですでに用いられている。東塔は720年ごろの建立で，

用材はほとんどヒノキであるが，組物の基台部に当る大斗と隅行きの最下段肘

木だけはケヤキである。これらはとくに大きな荷重を受ける部材であり，その

ために堅くて強いケヤキを意識的に用いた。こうした配慮は以後少しずつ拡大

し，隅柱や隅の組物にケヤキを用いる例が増加して，宇治の平等院鳳且堂

(1053）も隅肘木にケヤキを使っている。ところが先年解体修理してみると，

成が24cm もあるこの肘木は四隅とも折損していた。ヒノキが折れる場合は，

縦にさけてその細い部分がちぎれる形をとり，全体としてかなりの粘りを残す

のが普通であるが，鳳風堂のケヤキは杢目に直角に割れが入って，完全に分断

されていたとし、う。

小原二郎15）はヒノキの強度の経年変化について，ケヤキと対比して次のよう

に述べている。ヒノキの強度（曲げ強度・圧縮強度・木口における硬度）はし、

ずれも200年くらいまでは漸次増大しそののち徐々に低下して1,000余年を経
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写真3 当麻寺東塔の柱

てようやく新材と閉じ強さにもどる。た

だし衝撃値は300年くらいまでの聞に

30%ほど低下しその後はほとんど変化

しない。つまりヒノキの古材は硬く，強

く，かつ剛くなるが，一方では脆く割れ

やすくなっている。したがって法隆寺の

建築材は，一部の強さを除いては，倉lj建

当時とほとんど変っていないとみてよ

い。次に広葉樹の代表であるケヤキの強

度の経年変化をみると，いずれの強さも

新材のときはヒノキの約2倍であるが，

劣化の速度が早いために，数百年を経な

いでヒノキより弱くなってしまう。菌に

対する腐朽の抵抗力についても，同じよ

うな傾向が認められる。ちなみにヒノキ

とケヤキを比較すると，崩壊の速度の比は l対5であって，ヒノキの500年間

の老化は，ケヤキの100年間の老化に相当するとし、う意味でもあるとし、う。

供試材が1,300年前の飛鳥時代以後のものであることから，ヒノキ材の1,300

年以上，すなわち法隆寺の堂塔の材の今後の強度の変化傾向は，実験範囲外の

ことになるので，推測するほかはない。ヒノキ材の強度は一度上昇してからゆ

るやかに下降しており，この図の曲線を1,200年以上に延長しても，大きく変

化しないように思われる。今後も相当の年数の聞は，強度を維持してゆくであ

ろう。

ケヤキは奈良時代の薬師寺や平安時代の宇治の平等院鳳且堂の肘木などに使

用したことはすでに述べている。ケヤキは堅いので荷重のかかる部材には，ヒ

ノキより適していると考えたようであって，当然のことであろう。このような

ケヤキの使用の拡大は，少なくとも造営時の新材に関しては，まことに合理的

だったことになる。ここにも 8世紀（薬師寺の大斗や肘木の一部）や11世紀（鳳

風堂の隅柱や隅の組物）の技術者のよりよい建築をとしづ積極性が感ぜられ

る。しかしここに当時の人々が見通せないことが一つあった。それは数百年

後に現われてくるヒノキとケヤキの老化現象の進行速度の差である。当時の人

たちが現在堅くて強ければ，将来もそうであろうと考えたのは当然のことだっ
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たろう。

このほかに，ケヤキの用いられた例として，当麻寺の塔の柱がみられる。写

真 3は東塔を示している。当麻寺は天平宝字 7年（763）に現在地に建立され

たもののようで，治承4年（1180）の平重衡の南都焼打ちがこの寺にも及ん

で，主要伽藍が焼失したが，塔はこれと離れた位置にあったので，難を免れて

いる。この時代の寺で東・西両塔がそろっているのは当麻寺だけである凶）。全

体でも同様と思われるが，管見の範囲内て、も柱はほとんどヒノキとみられるの

に対して，ここでケヤキがみられたので，印象に残ったので、ある。しかもケヤ

キはヒノキより老化が速やかとされているが，ここでは1,200年の歳月を経て

健在なのである。したがって，これより老化速度の小さいヒノキは，どのくら

いの寿命をも っているのであろうかと考えさせられたのである。

他の樹種については，既述のように法隆寺の金堂の野地板の一部にスギが混

入しており，みたところはしっかりしていたが，さわるとボロボロに崩れたと

いわれ，スギの寿命は心材のし、し、ところで700～800年といわれている。

姫路城の大天守（表面5層，内部6階）の大柱の例をみると，慶長6年

(1601）から同 8年かけて造営，明治的年（1910）に大修理，昭和31年 （1956)

から 8年にかけて解体修理をしている。東西の 2本の大柱は全長24.6m，根元

径は lm近い長大材である。昭和の大修理のときに，東大柱はモ ミの 1本柱

であったものを，根元が腐朽していたのでヒノキ材で根継ぎをしており，西大

柱は 3階から上部はツガ，下部はモ ミの継ぎ柱の芯が腐っていたので， 2本の

ヒノキ材を用いてやはり 3階で継いでいる。 17世紀はじめの造営後350年にし

て解体修理され，モ ミ・ツガの大柱が取り替えられている。その原因として

は，一つは大柱の根元の腐朽によるもので，これは寺院の塔の心柱の根元のそ

れと共通している。二つは柱材の芯の部分の腐朽によるものである。いずれに

してもヒノキ材に比べて，寿命は短かし、ものとみられる。

このよう に，新材の強度という点からみて，ケヤキのようにヒノキに劣らな

いものもあるが，木材の老化による強度の減退をも考慮して総合的にみるなら

ば，ヒノキ材が最良である。
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