
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<解説・資料>京都府与謝野町にお
ける神像ならびに獅子・狛犬の樹
種識別調査の事例紹介

田鶴, 寿弥子; 杉山, 淳司

田鶴, 寿弥子 ...[et al]. <解説・資料>京都府与謝野町における神像ならび
に獅子・狛犬の樹種識別調査の事例紹介. 生存圏研究 2016, 12: 55-61

2016-11-15

http://hdl.handle.net/2433/225789



京都府与謝野町における神像ならびに 

獅子・狛犬の樹種識別調査の事例紹介 
 

田鶴 寿弥子1*, 杉山 淳司 1  

 

Wood identification of wooden Shinto sculptures and Shishi-Komainu 

in Yosano city, Kyoto Prefecture. 
 

Suyako Tazuru1* and Junji Sugiyama1  

 
概要  

古くより日本人は適所適材の木材利用を行ってきた。その中でも日本人の精神世界を支えてきた宗

教や神の概念を象徴する木彫像の製作には、より意味をもたせた木材選択がなされたことが想定でき

る。本研究では京都府与謝野町に伝わる神像および獅子・狛犬の樹種調査結果について、事例を紹介

する。 
 

1. はじめに  

日本では多種多様な文化財に木材が使用されており、多くの樹種識別調査によって日本人は適所適

材の木材利用を行ってきたことが明らかにされてきている 1)。文化財に使用された樹種を知ることは

当時の木材観、木材流通、文化などを知るうえで非常に重要である。全世界共通に、人類の生存には、

物質的な充足とともに精神世界の充実が不可欠であり、日本では主に神道と仏教の観念が混在する宗

教観を支えたものが木であったと考えられる。拝む対象として日本人の精神を支えてきた木彫像すな

わち仏像や神像をはじめとした対象には、特に意味をもつ樹種選択がなされたことが推察される。 
平成 28 年 6 月現在、国宝および重要文化財に指定されている美術工芸品の中で、彫刻は国宝 130

件、重要文化財 2,692 件にも及ぶ（文化庁 HP より）。その中でも仏像関連品は非常に多く、日本の彫

刻品は主に仏像を中心として調査・研究されてきたとも言えるだろう。 
近年、仏像の樹種については、東京国立博物館などの調査によって、平安時代に造像された一木造

りの仏像がおおよそカヤで造られていることが明らかとなり、学界で長年課題とされてきた栢木の概

念をはじめとして様々な文化的背景が再考されてきている 2-4)。 

一方、木彫像の中でも神道美術の神像や獅子・狛犬を始めとした関連品に目を向けると、それらの

研究は仏像と比べて遅れているのが現状である。神像やそれらを守護する役割をもつ獅子・狛犬は、

基本的には仏教芸術により発生し発達したものとされている 5)。しかしながら、例えば神像において

は、儀軌がない、男女が区別されている、神人同格の表現に則っており人間を写実している 6)、その

多くが貴族などの官人や俗体を表現している、気候的に寒い地域の文化圏の生活を思わせるような服

装の偶像にしあげられている 7)というように、仏像とは対照的な様相を見せることが多く、複雑を極
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める。さらに、神仏分離や廃仏毀釈といった様々な歴史的背景により、神像や獅子・狛犬の研究その

ものが困難であったという問題点も挙げられる。また、公開を前提としていないことから、長年神殿

などの閉ざされた空間に安置される例も多く、経年劣化が進んでいることも多い。これまでその歴史

的背景や造作といった美術史的観点からの考察が多くなされてきた神像や獅子・狛犬の材質について

の調査・研究は昨今ようやく進みだした段階である。特に神像彫刻では神が木に憑いて顕現したとい

う伝えも多いことから、木の信仰が特に示唆され、その樹種選択は注目されている。 
 神像彫刻は、奈良・京都を中心に広く輪を広げて分布したとされるが 8)、帰化人との関連などとの

兼ね合いも考慮するべき問題とされる。山陰、北陸地域をはじめとして日本海に面する地域は、直接

に三韓からの氏族が住んだ地域であると推察される。そこに神社がつくられ神像が製作されるにあた

り、どのような木が選択され、どのような像が制作されたのか、非常に興味深い点である。神像彫刻

における樹種選択の調査・研究はまだ発展途中である。本稿では、京都府の中でも北部に位置し、日

本海に面する与謝野町に伝わる神像ならびに獅子・狛犬の樹種調査を行った事例を報告する。 
 

2. 方法 

 本研究では、京都府与謝野町の須代神社、天満神社、（四辻）八幡神社の神像および獅子・狛犬の

樹種調査を行った。本調査は、所蔵者の理解と許諾を得て書面でのやりとりの他、地元の教育委員会

に諮った上行ったものである。樹種識別データの公表についても書面にて承諾をいただいている。試

料の詳細については、表１にまとめた通りである。これらの像は、長年にわたる劣化によって、像底

部や干割れ部分に剥落や遊離片が認められた。像本体を傷つけることなく、それぞれの像由来の非常

に小さな遊離片（1 mm × 1 mm × 2 mm 程度）を筆者が担当者とともに確認して採取し、樹種調査

に用いた。木片は、極めて劣化が激しいものが多くを占めていた。須代神社および天満神社の木彫像

については光学顕微鏡観察のための切片の作成が可能であったことから徒手で切片を作成し、スライ

ドガラスにのせてグリセリン：エタノール＝1：1 と共にホットプレートで加熱して薄片内の気泡を除

去し、光学顕微鏡での観察に供した。光学顕微鏡で観察される解剖学的特徴により、木材の属レベル

（時には種まで）の識別が可能で、そのためのリストが公表されている。一方、（四辻）八幡神社の

獅子・狛犬の一体については試料が非常に脆弱であったことから、兵庫県播磨の大型放射光施設

（SPring-8）の医用ビームライン BL20XU を用い、シンクロトロン放射光 X 線トモグラフィー9)（課

題番号：2007B1544, 2008B1563, 2009B1093, 2009B1981, 2010A1932, 2011B1239）での樹種調査に供し

た。一般的に木材の樹種識別には、マイクロメーターオーダーの分解能が必要であるが、市販の CT
装置ではそれに足る分解能をもっていない。SPring-8 のトモグラフィーのセッティング BL20XU では

極めて平行に近いＸ線ビームが利用可能で、高分解能が得られる。得られた透過像から断層像を作成

し、3 次元データを得たのち、Slice、ImageJ、VGStudio といったソフトを用いて解剖学的特徴の観察

のための任意の断面観察などを行った。 

 

3. 結果 

光学顕微鏡とシンクロトロン放射光 X 線トモグラフィーによる樹種調査を行った結果、須代神社の

神像 3 体と獅子・狛犬 1 体および天満神社の獅子・狛犬 2 体にはヒノキが、八幡神社の獅子・狛犬に

はカヤが使用されていたことが判明した。例として図 1 に須代神社の左大臣像の光学顕微鏡写真を、

図 2 に（四辻）八幡神社獅子・狛犬吽像についてシンクロトロン放射光 X 線トモグラフィーを用いて

撮影した縦断面像から構築した 3D 像トモグラフィー画像を示した。 図 1a-c ではヒノキの解剖学的特

徴が観察でき、また図 2 右では仮道管内壁に 2 本ずつのらせん肥厚が明確に観察でき、カヤであるこ

とが判明した。 
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図 1：須代神社左大臣像（左）と、木口面（a）、板目面（b）、柾目面（c）の光学顕微鏡写真  

 

 

図 2：（四辻）八幡神社獅子・狛犬吽像（左）とシンクロトロン放射光 X 線トモグラフィーを用いて撮

影した縦断面像から構築した 3D 像トモグラフィー画像（中央）とその拡大図（右） 

同定された樹種についての識別根拠は以下のとおりである。 

ヒノキ：Chamaecyparis obtusa 
針葉樹。仮道管と放射柔細胞、および樹脂細胞からなる。水平・垂直樹脂道とも存在しない。早材か

ら晩材への移行は緩やかであり晩材部は少ない。分野壁孔はヒノキ型で一分野におよそ 2 個ずつ存在

する。 

カヤ：Torreya nucifera  
針葉樹。垂直・水平樹脂道および樹脂細胞を持たない。早材から晩材への移行は緩やかであり、晩材

部は少ない。仮道管の内壁には 2 本ずつペアで走るらせん肥厚が確認できる。分野壁孔はトウヒ型で

小さく、一分野に 2‐4 個ずつ存在する。 
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4. 考察と展望 

本調査で用いた資料の詳細は表１に示した通りである。以下、各神社について列挙し、若干の考察

を行う。  

4.1 須代神社 

須代神社は、詳細が不明な点もあるが、平安時代中頃（10 世紀頃）に成立した延喜式神名帳に社名

が記載されている歴史の古い神社である。須代神社には、神像 4 躯、獅子・狛犬 1 躯が伝わっており、

本調査では、遊離片が認められず調査が不可能であった女神像を除き、男神像、随神である左大臣と

右大臣、獅子・狛犬 1 躯の計 4 躯について樹種識別を行った。男神像は虫害が著しく、面相も定かで

はないが、手に笏をもつ姿に彫られている。また左大臣・右大臣は衣冠束帯姿であり、これらの像は

同時期に製作されたものと推定される。獅子・狛犬の一体は、像中心部が劣化で空洞化しているほか、

顔も劣化により面相をつかみづらい。これらについて樹種識別を行った結果、すべてヒノキであるこ

とが判明した。 
これらのうち神像の年代を考える上で男神像の笏に注目した。劣化が激しいために明確ではないが、

男神像は別材ではなく本体と同材から彫り出した笏を持っている。一般的に鎌倉時代には神像の手指

の造作が巧であり、南北朝時代頃から持物をとるのみに変化するとされている。上記のような男神像

の笏の特徴をふまえると、南北朝時代（室町時代）以降の作の可能性が考えられよう。また当神社の

看板には、これらの神像の年代について鎌倉時代との記載がある。本品は、昭和 40 年代の調査所見の

年代観に基づき、昭和 57 年に旧加悦町指定文化財とされたものである。しかし、近年の研究では、殊

に獅子・狛犬については室町時代の制作が妥当であろうと想定されている。 

4.2 天満神社 

天満神社には 1733 年に再建された本殿が残っており、豊富な絵様や彫刻の飾り付けで建物を豪壮

にみせるという当時の丹後地域における神社建築の特徴をよく残している。天満神社に伝わる獅子・

狛犬 2 体は、高さ 18 cm 強と比較的小さく、造形もシンプルである。これらは両者ともヒノキである

ことが判明した。阿吽ともに劣化が激しく面相ははっきりせず頭部の角の有無も不明瞭である。たて

がみも比較的控え目である。これらの特徴から室町時代頃の作と推定される。 

4.3(四辻)八幡神社 

（四辻）八幡神社には、比較的小型の男神像、観音像、獅子・狛犬一対の計 4 躯の神像群が伝わっ

ている。｢与謝郡誌｣10)によると、｢市場村字四辻小字上谷鎭座、指定村社、祭神誉田別命創立年代由緒

詳ならず古老の伝によれば神像は嵯峨帝の御作にて応神帝、神功皇后、武内宿禰の三体なりしを何時

しか其一を失して寛文八年八月京都佛師黒羽正邦再営せしといふ｣と記されている。また、四辻郷土史
11)によると、神社に現存している木彫像について、 

1. 嵯峨天皇（8－9 世紀頃か）御自作と称せらる旧御身体木像（座像 7 寸 7 分高サ） 
2. 外に立像にて膝下朽ち且つ焼失の痕跡あるもの（高サ約 1 尺 2 寸位）元神功皇后御像といふ、仏

像形の如し 
3. 同時代作と思はれる狛犬木彫のもの一対 

との記載があり、形状や大きさなどから、上記の小型の男神像が上記の 1 に、観音像が 2 に相当する

ものと考えられる。 
本調査では遊離片が採取可能である像が限られていたため、獅子・狛犬のうち一躯についてのみ樹

種調査を適用することができた。その結果カヤであることが判明した。樹種調査は適用していないが、

同八幡神社の小型の男神像は、近年滋賀県塩津港遺跡から出土した神像群などにある程度類似した形

態を示すなど、平安時代後期（末期）ともとれる特徴もみられる。男神像の特徴や獅子・狛犬にカヤ

が使用されている点などを考えると、他の 2 つの神社に比べて比較的古い時代に神像群が製作された
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ことも考えられるが、今回の調査は限定的であり推測の域をでない。 
 
 

表 1 : 各神社の木彫像における特徴と樹種識別結果のまとめ 

  

  
 

 

生存圏研究 第12号 p.59 2016年

−59−



ここで与謝野町に位置する他の神社に伝わる主な神像についていくつかまとめてみたい。与謝郡岩

滝町の板列八幡神社には 2 躯（かつては、さらに男神像 1 躯があったと伝えられている）の女神像が

ある。目鼻だちを顔いっぱいに広げて置いている様相から藤原時代の造像の仏像と類似しており、造

立の時代が暗示されている。この板列社は、延喜式の丹波国与謝郡二十座の中に板列神社の名前がみ

え、古くからこの地にあった神社であることがうかがえる。これらの女神像は平安時代後期（保元 3
年）を中心とした時代の造立が考えられている 12)。この女神像に関しては、由緒も国府八幡宮に繋が

る可能性も想定され、地方国府の造像水準の指標となると示唆されている 13)。 
中郡周枳村の大宮売神社では女神像 2 体が伝わっており、これらの 2 体のうち、大きいものは唐装

のものであり、小さいものは和装である。造作的にも相違がみられ、年代については造形形式によっ

て考えるしかない 14)。 
与謝郡養老村の日吉神社の神像 4 躯については、これらは造形形式によって時代が異なることが指

摘されている 15)。そのうち男神像 2 躯については、鎌倉時代の末葉から南北朝時代、室町時代にかけ

ての造立が推察されている。残りの男神像 2 躯については、神像の神性を表す造形的な手法などが閑

却されてしまって人形的な表現に終わっていることから、神像彫刻における末期的な現象の一つと考

えられている。これら 4 躯の造像時期については、その神社の背景や氏族の関係を考慮したうえで、

鎌倉時代かと考えられている 15)（これについては不明点が多い）。 
上記のように、限定的な知見ではあるものの、与謝野町一帯において現在に伝わる神像群からは、

平安時代から室町時代にかけて様々な形態の神像が造られたことがわかる。ただしその材質について

は不明なままである。今回の樹種調査により、一例ではあるものの（四辻）八幡神社の獅子・狛犬 1
躯がカヤで造像されていたことが判明したことは、当該地域における神像造像にカヤが少なからず何

らかの意味を持っていたということであり、重要な知見であることは間違いないだろう。 
近年、神道彫刻における調査が進むにつれてその材質への関心はますます高まってきている。本研

究は、与謝野町という一地域に伝わる神像や獅子・狛犬の樹種識別調査に過ぎないが、今後科学的手

法に基づいた樹種識別手法による樹種情報のデータを蓄積することにより、仏教と神道における木彫

像制作に関連する知見の獲得のみならず、樹種選択の地域性や時代的差異へのアプローチも期待され

る。近年、樹種識別においては非破壊手法の開拓が進んでいる 16-18)。年代測定なども組み合わせるこ

とにより、これまで見えてこなかった神道彫刻の歴史解明に役立てたい。 
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