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の形式に広く社会全体に認知されている名称が付けられているのは、

こうした門の持つ特性が反映しているからである。

　ここで門の名称を確認してみると、主に架構形式に由来しているこ

とに気付く。そして門の架構の中で最も重要な意味を持つのは、通

行の制御を行うための「扉」が取り付く2本の柱（「鏡柱」、「親柱」・「主

柱」とも呼ばれる）であり、これをどのように支えるかで門の形式や名

称が決定されている。

　最も原初的な門の形式は「木戸」である。現在でも庭園内や裏口
回りなどで使用される木戸は、鏡柱を地面に固定して扉を吊るもの

で、鏡柱2本の上方を「冠木」で繋ぐ場合が多い。木戸は容易につ
くることができるが、水に濡れる頂部と基部は腐りやすいため耐久性

には欠ける。

　木戸を基本として、上方からの浸水による腐朽を防ぐために屋根

を設けたものが「木戸門」あるいは「腕木門」である。これは、鏡柱
2本のそれぞれの上部に冠木と垂直方向になるように前後に突き出

た部材（＝「腕木」）を貫き通し、その両端に桁、柱の直上に棟を設

けて屋根を架ける形式である。簡便な構法で、ある程度の耐久性が

得られる木戸門は、一般的な民家などに普及している。

この連載では、これまで規模が大きく複雑な内部空間を有する仏堂

建築を中心にして架構の変遷をみてきた。最終回の今回は少し対象

を変えて、門という特定の形式を中心にして架構の考え方について

検討してみたい。

　一見しただけでは、門の形式は時代による変化が小さいように思

える。しかし、概形を維持しつつ時代に応じた技術革新を続けており、

じつは構法の進化の過程を顕著に読み取れる存在なのである。

門の架構形式の基本形

領域を区切るためには、その全体を塀や生垣などで囲う必要がある。

しかし、それだけでは不十分で、領域への出入りを制御するための

建築的な装置も必要となる。その装置が門であり、通行と閉鎖の両

方を可能とすることが求められる。

　また、道路に面する門は、常にその姿を見ることができるため、所

有者の社会的な地位を示すアイコンとしての意味もあり、江戸時代

には、門の規模や形式には身分に応じた制限が設けられていた。門
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図１　棟門・四脚門・薬医門 略アクソメ架構図（著者作成）
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　一方、木戸門に類似する「棟門」は［図1左］、柱上に長い「男梁」
と短い「女梁」を上下2段に重ね、男梁の両端に桁、中央部に板状

の蟇股を据えて棟を据えるものである。架構の考え方は木戸門と同

じであるが、装飾的な細部を持つために木戸門よりも上位に位置付

けられ、寺社や貴族住宅の門として使用されてきた。本来の棟門は

塀等に寄りかかるように鏡柱2本のみで構成されるが、男梁の両端

部の下方に仮設的な柱（「控柱」・「袖柱」）を立てて補強している場合

も多い。

　この補強された棟門を発展させた架構方法が「四脚門」で［図1中

央］、棟門よりも上位の寺社などの正門として用いられる。四脚門は、

鏡柱2本の前後にそれぞれ控柱を立てて鏡柱と繋ぎ、計6本の柱

で全体として自立する架構を構成し、その上部に小屋組を設けて屋

根を架けるものである。柱の総本数は6本でありながら「四脚」と呼
ばれているのは、控柱の本数のみをカウントしているからである。

　木戸門や棟門は、あくまでも2本の鏡柱とその上部に乗る腕木や

男梁に依存する架構であるため、屋根形式は切妻に限定される。一

方、6本柱で構成される架構の四脚門では、上部に乗る小屋組の自

由度が高く、切妻以外にも入母屋や千鳥破風を付けた複雑な屋根

形も可能で、さらには青森県弘前市の誓願寺山門（江戸時代中期）

のように二重屋根で正面に破風を見せる形式も可能となる［写真1］。

　2本の鏡柱の前後に控柱を置く四脚門に対して、前後のどちらか

一方のみに控柱を据える形式が「薬医門」である。薬医門は鏡柱と
控柱を貫等で緊結して自立する架構をつくり、その上に乗せた梁上

の左右に桁、梁上の中間に束を乗せて棟を支持している［図1右］。薬

医門は四脚門よりもランクは低いが、武家屋敷などに多く採用され、

近代の郊外住宅地でも散見される形式である。

　棟門や四脚門では、2本の鏡柱の直上に屋根の棟が設けられる

ため扉は建築の中心に位置するが、薬医門では棟と鏡柱の位置は

ずれてしまう。薬医門の多くは、敷地の外部側に鏡柱と扉、内部側

に控柱を据えて、扉を通過した後に門の大屋根内部に入ったような

印象を受けるように演出している。

　「高麗門」は棟門ないしは薬医門の派生形と考えられるもので、
控柱上に門の本屋根と直交するように小屋根を設けるため、3つの

屋根から構成される点に特徴がある。高麗門は外から強い力で押さ

れても倒れにくいので、主に城郭で用いられる形式である［写真2］。

八脚門の形式

以上のように門には架構形式に基づいた名称が付けられて使い分

けられているが、単層の門の中で最も上位に位置付けられているの

が「八脚門」で、大規模な寺社の正門や宮殿などに用いられてきた。
また、より上位の「楼門」や「二重門」の多くも、八脚門をベースとし
たものである。

　八脚門の架構は、2本の鏡柱の左右を柱間1間づつ延長し、そ

の計4本の柱を中心として、その前後に控柱を配置したもので、四

脚門を左右に柱間1間づつ延長したものともみなせる架構形式で

ある。正面柱間は3間で、橿原神宮南神門（奈良県橿原市）のように

3間すべてに扉を設ける場合もあるが、中央柱間1間のみに扉を設

け、両側の柱間には仏像などを安置する場合が多い。

　八脚門は最上位の門の形式として早い時期から確立しており、奈

良時代から近代までのあらゆる時代の遺構が連続して現存している。

これらロングスパンの遺構を見ると、架構の基本的な考え方を維持

しつつも、時代による変化が確認できる。

　床のない門の架構では、下方に水平剛面がないことが構造的な

マイナス要因となる。これは門全体に当てはまる課題であるが、小規

模な四脚門では大きな問題とはならない。しかし八脚門のように大

型化すると、この構造的な弱点をいかにして克服するかが変化の要

因となっている。

　まず、古い時代の遺構からみてみよう。奈良市の東大寺転害門は

奈良時代の8世紀中期に建設され、12世紀末期に大改修が施され

ている。図2は転害門の架構アクソメ図で、白抜きが当初部材、青

く着色したのは12世紀末期に挿入された部材である［図2］。なお、

図2は、屋根架構を理解しやすいように右半分で部材を段階的に

省略して描いている。

　詳細を見ていくと、中央通の中央柱間1間に扉を構え、この2本

の鏡柱を前後から挟み込むように長押を打ち付けて冠木としている。

鏡柱2本を含む中央通の柱4本と控柱8本は、すべて太い円柱で

柱高も揃っている。建築当初には、中央および前後の柱筋と両側面

の柱筋に対して、柱頂部に頭貫を落とし込み、中央通柱間3間のう

ち両側の2柱間のみ土壁としている（グレーで表記）。屋根は、中央

柱筋から前後の柱筋に向けて組物を介して梁を架けて前後に二つ

の屋根をM字状に設け、さらにその上部全体を覆うように大屋根を

設けている。

　このように転外門の架構は、切妻屋根の二つの架構を前後に並

べ、さらに両者を大屋根で覆うという方法でつくられている。同じく8

世紀の法隆寺東大門でも同様の架構方法を確認できるので、この

方法は初期の八脚門の架構方法とみなせるだろう。

　建設当初の転害門では、水平方向の応力に対抗する要素は、太

写真1　誓願寺山門（著者撮影） 写真2　高麗門（旧江戸城外桜田門、著者撮影）
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設けている（グレーで表記）。この両側からＴ字型に入る土壁は架構を

両側から固めるもので、この時代以降の八脚門では定石となる。

　蓮花門では、軸組の架構上に組物を介して格天井が貼られてい

るので、屋根を支える小屋組は隠されている。その小屋組は、軸組

中央柱筋の直上に束立てで棟を置き、前後の柱筋の直上に桁を置

くため、出入口となる中央柱間では、格天井の天井桁（橙色で表記）

が梁の役割を兼務して梁間方向の大梁を省略している。ここでは天

井桁は立派な構造材なのである。さらに前後の柱上の組物をみると、

内部側では天井を支持するように斗を設けているが、外側には本来

は梁端部の形状である「鯖尾尻」を見せている。このように梁を省略

い柱自体の転倒復元力と中央柱通の土壁のみで、梁間方向（前後方

向）にはほとんど構造的な要素がみられない。12世紀末期に行わ

れた改造で、柱下方で梁間方向に貫を挿入し、後方側の両脇部分

には一周するように貫を挿入しているのは、当初の弱点を補うため

である（青色で表記した部材は改造時のもの）。

　続いて、鎌倉時代初期の教王護国寺蓮花門をみてみよう［図3］。

　蓮花門は、まだ貫を用いていないが、当初の東大寺転害門よりも

構造的に強化されている。まず、すべての隣接する柱の頂部には頭

貫が入り、さらに中央柱筋と両側面の柱基部に「地覆」が入れられ、
その地覆と頭貫を用いて、中央柱筋の両側柱間と両側面に土壁を

図2　東大寺転害門 アクソメ架構図（出
典…『国宝東大寺転害門調査報告書』、奈良
文化財研究所、2003年、より著者作成）

図3　教王護国寺蓮花門 アクソメ架構図
（出典…『国宝重要文化財教王護国寺蓮花門・
北大門・慶賀門・北総門修理工事報告書』、
京都府教育庁、1995年、より著者作成）
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しながら、その端部の表現のみを外側に見せているのは興味深い現

象である。

　蓮花門の架構は、その後の八脚門架構の原型であり、その後は

これを基本にしながら、貫を用いて構造強化を図ることになる。

　室町時代の1407年に建設された滋賀県甲良町の西明寺二天門

では［図4］、Ｔ字型の壁（グレーで表記）の配置など基本的な部分は

蓮花門を踏襲しているが、貫（赤色で表記）を用いて両脇部分の構

造強化を図っている。ここは仏像を安置する場所であるから、貫は

仏像を囲う柵の役割も合わせて担っていることになる。

　室町時代後期に建設された山梨県甲州市の雲峰寺仁王門は［図

5］、通路となる中央部分を除いた両側の柱6本で構成されるブロック

を頭貫と2段の貫（赤色で表記）および地覆で固めている。このよう

に貫を多用して両側に強固な構造ブロックを配置して、中央の出入口

部分を開放する架構の考え方こそ、八脚門の最終完成形なのである。

　雲峰寺仁王門では、もう一つ注目される箇所がある。それは出入

口となる中央柱間3カ所の上方に入る貫である（図5で橙表記）。こ

の3カ所の貫は他とは異なる大断面の部材で、しかも両端部には繰

形が施されて虹梁型になっている。ここは門を潜る人間の頭上であ

り、意匠上の効果が大きい場所であることは間違いない。構造材と

して導入された貫であるが、室町時代には意匠上の効果も考慮され

ている。
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設問1 

門の柱本数に関して 
正しいものはどれか。

a. 四脚門の柱本数は６本である。
b. 薬医門の柱本数は６本である。
c. 八脚門の柱本数は８本である。

※不正解の場合は、単位に登録できない場合が
あります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』
選択項目は、平成28年1月より建築士会会員
のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

教王護国寺蓮花門に関して 
正しくないものはどれか。

a. 両側からＴ字型に設けられた壁面が 
存在している。
b. 梁間方向に太い大梁が架かっている。
c. 造作材である天井桁が構造的な役割を
担っている。

図4　西明寺二天門 アクソメ架構図（出典…『国宝西明寺本堂他一棟修理工事
報告書』、滋賀県教育委員会、1982年、より著者作成）

図5　雲峰寺仁王門 アクソメ架構図（出典…『重要文化財雲峰寺仁王門・書院
修理工事報告書』、重要文化財雲峰寺修理委員会、1958年、より著者作成）
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