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3. 意匠内容の構成様態とその変遷

4. 筆写本彫物書系絵様雛形の変遷

結

序

江戸時代から明治時代にかけて著された日本建築の細部意匠に関する建築書「絵様雛形」

は，その記載内容から，木苦手］書系絵様雛形と彫物書系絵様雛形の二種類IL大別される。

乙のうち，木割書系絵様雛形は， 絵様のプロポーションが木割によって裏付けられており，

流派意識による特徴的系譜が認められるととろにその特質がある。

一方，彫物書系絵様おm形においては，木割書系絵様縦形にみられたような特徴的系譜を見出

すととはできず，逆lζ木割や流派意識にとらわれる ζ となく自由lと展開する変遷過程にその特

質がある。

* 1990年4月17日受理，建築細部意匠，絵様雛形，年代判定，絵様分類，構成様態
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技術と文明 6巻 2号（94)

表 1 史料名および所蔵 ・成立年代

番号｜ 史料 名

① ｜『家作彫物図』

② ｜『絵様（長谷川本） 』

③ ｜『絵様 （政治本）』

④｜『番匠秘事木端江容』

⑤ ｜『番匠志導教』

①｜『匠家鱗形上之巻』

⑦ ｜『（甲良家伝来）絵様』

③｜『番匠秘事絵本知』

＠ ｜『透彫絵様』

⑮ ｜『絵様集（甲良本）』

⑪｜『万ひいな 1~11亘｜ 全』

⑫ ｜『大工雛形』

⑬ ｜『絵様其外』

⑬ ｜『 （門外十七種）』

⑬ ｜『（破魔矢絵様）』

⑬｜『番匠秘事彫もの集』

｜所
了一一一一一一一一一一一
国会図書館

東京大学

東京大学

国会図書館

国会図書館

東京都立中央図書館

東京都立中央図書館

国会図書館

蔵

静嘉堂文庫池上家文書

東京都立中央図書館

金沢市立図書館清水家文庫

国会図書館

東京都立中央図書館

東京国立博物館

秋田県立図書館

国会図書館

⑪｜『（竹中大工道具館蔵本絵様集）』｜竹中大工道具館

⑬｜『（戸崎知重伝来絵様集）』

⑬ ｜『絵様之巻』

＠ ｜『謂王室股』

＠｜『彫物絵数品』

＠ ｜『拾枝掛猿端』

＠ ｜『木端絵様』

⑧｜『（続絵様）』

⑧｜『彫絵集』

＠ ｜『彫絵』

＠ ｜『彫物絵様』

⑧ l『番匠秘事彫もの』

＠｜『番匠秘事左官図式』

秋田県立図書館

中川家

中川家

東京大学

石川県立歴史博物館荒木家文書

金沢市立図書館清水家文庫

東京都立中央図書館

秋田県立図書館

秋田県立図書館

東京国立博物館

国会図書館

国会図書館

＠｜『百窓集』 ｜東京国立鞠館

備考 Ic年代確定史自 0年代考定史料（書誌的考察はる）
｜女年代推定史料（本稿 l，部材別変遷による）

［ 成立年代

。寛永元（1624）年

。元禄14(1701）年

O宝永（1704)
～正徳（1715）頃

0享保9 (1724）年

。享保15(1730）年

。延享 4 (1747）年

決寛延 (1750）頃

。寛延3 (1750）年

O寛延3 (1750) 
～寛政元（1789）頃

食宝暦末（1760）頃

0宝暦末（1760）頃

。明和8 (1771）年

。安永7 (1778）年

。文化11(1814）年

O文化11(1814）頃

。文政11(1828）年

O文化元 (1804)
～安政3 (1856）頃

女天保初 (1830）頃

大天保 (1830)
～嘉永 (1850）頃

会グ

会グ

＊グ
食グ

。天保9 (1838）年

。嘉永4 (1851）年。グ
。グ
τな嘉永 (1850）頃

O安政5 (1858) 
～明治中（1890）頃

。明治21(1888）年

そして，彫物書系絵様雛形のうち，まず，悉皆調査が可能で，刊行年時が確定できる木版本

においては，その意匠内容を三考察するととによって，変遷過程を明らかにするとともに，代表

的建築部材どとに年代判定の指標となるべき特徴的変化を抽出するととができた（表ー 2）。

(3）麓和善 ・鈴木規夫 ・岡本真理子 ・河田克l専・内藤昌「木版本彫物書系絵様雛形の内容的特質」（前掲）
参照。
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建築装飾パターンブックの変遷 その 2（館・鈴木 ・河田 ・小川 ・内藤）

表 2 年代判定の指標となるべき建築部材の特徴的変化

年代判定の指標となるべき特徴的変化

木鼻
①渦文主体 ②渦文の一部lζ若葉が付く ③渦全体が植物または天象，部材全体が植物または

天象 ①天象 ・植物 ・動物の複合

持送り 木鼻と同様

虹梁 ①渦と若葉が分離 ②渦と若葉が一体化， i司と若~τ全体が天象または植物 ③具象模様写実化

墓股
①肩と脚元lζ渦付突起付加． 肩二段②脚元が長大化し，内側の突起が接する，部材全体が天

象または植物 ①具象模様左右非対祢

大瓶束
①肩と脚元lζ渦付突起付加②脚元が長大化し，内側の突起が接する，部材全体が天象または

植物

手挟 ①渦文主体②部材全体が天象または植物

懸魚 ①鰭が具象模様 ②本体が複雑化，部材全体が天象または植物 ③具象模様左右非対称

鬼板 ①鰭が具象模様②本体が複雑化③肩と脚元lζ渦｛てj突起付加 ④具象模様左右非弁拘L

また，筆写本彫物書系絵様雛形については，その書誌的考察によって，年代不詳の史料が少

なくないものの，時期的lζ分散して成立しており，主として平内家 ・甲良家をはじめとする上

級大工職の家柄にあるものによって，模索的lζ著されたものである乙とをすでに明らかにして

いる。

そ乙で，本稿では，前稿で扱った筆写本彫物書系絵様雛形30本（表ー 1）について，まず木版

本彫物書系絵様雛形において抽出した特徴的変化に注目して， 細部意匠の部材別変遷を考察

し，年代不詳史料の成立年代を推定したうえで，絵様分類別変遷および各絵様努!fr形の構成様態

とその変遷について考察する。そして，それらの総括として， 筆写本彫物書系絵様雛形の変遷

過程とその特質を明らかにしたし〉。

1. 部材別変遷

木版本彫物書系絵様雛形において明らかにした年代判定の指標となるべき各部材の特徴的変

化は，表－ 2のとおりである。乙れらの点に注目して，まず年代確定史料および著者の活躍し

た時期などからおよその成立年代を考定できる史料について，部材別変遷を明らかにし，その

うえで，残りの年代不詳史料についても，その意匠内容をもとに成立年代を推定したい。

なお，考察にあたっては，前稿までと同様lζ，絵様のモチーフを次のとおり区分している。

渦文 天象 ・植物以外の抽象的渦巻文。なお， 渦の巻き方によって，次の 4種類に細分され

る

(4）麓和善 ・鈴木規夫 ・河因究博 ・小川英明 ・内藤昌「建築装飾ノfターンブックの変遷一一筆写本彫物書

系絵様雛形の書誌的考察一一」 （前掲）参照。
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上巻型上巻状の渦巻文

下巻型下巻状の渦巻文

技術と文明 6巻2号（96)

二渦型 ひとつの部材において渦巻文が2つあるもの

混合型 ひとつの部材において渦巻文が 3つ以上ある もの

繰形渦文以外の抽象的繰形等

天象雲 ・波の具象的渦巻文

植物 菊 ・牡丹など具体的草木および若葉 ・唐草など

動物植物 ・人物以外の生物

人物人間および神仏など

器物生活器具

文様 幾可学模様や花菱 ・唐花などの抽象模様，および遠州模様 ・有職文様

景物 名所図絵や物語の一場面など空間とドラマ性（故事 ・由来）を持つもの

複合 上記のモチーフが複数組み合わさったもので，景物と異なり空間を感じさせないもの

や， ドラマ性のないもの

1) 年代確定史料および年代考定史料ICよる部材別変遷

＠木鼻

『家作彫物図』〔寛永元（1624）年〕から『匠家雛形上之巻』〔延享4(1747）年〕までは，獅子鼻

・象鼻などの獣函の木鼻を除くと，渦文が主体である（図ー I-I)。次いで， 『番匠秘事絵本

拍』〔寛延3(1750）年〕や『万ひいな1~11~ 全』〔宝暦末（1760）頃〕では，やはり渦文が主体ではある

ものの，渦の一部に若葉が付き始め，具象模様化へのきざしが見えはじめる（図ー 1-II）。そ

して， 『大工雛形』 〔明和8(1771）年〕からは， 木鼻全体が波や雲と なったものが見え，また

『（門外十七種）』〔文化11(1814）年〉からは，渦全体が植物や雲のものも多くなる（図ー 1-lli）。さ

らに， 『彫絵集』〔嘉永4(1851）年〕では， 菊水や波lζ鯉など， 天象 ・動物 ・植物の複合もあら

われる （図ーl N）。

＠持送り

木鼻Iζ くらべると記載数は少なく，初期の史料には見えないが， 『万ひいな｜司回全』 〔宝暦末

頃〕では， 早くも部材全体が天象や植物，さらには植物と 動物の複合まで見える。そして，

『彫絵集』〔嘉永4年〕では，波lと兎や波lと亀など，天象あるいは植物と動物の複合が多数記さ

れている。

。虹梁

『家作彫物図』〔寛永元年〕から『番匠志導教』〔享保15(1730）年〕までは，すべての虹梁におい

(5）小堀遠州、｜好みの模様で，具体的には瓢 ・丁子 ・銀杏などを遠州独得の典雅にして単純化された曲線で
格調高く図案化したもの。
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I 渦文主体。

『家作彫物図』 '.ll永元（1624）年 『匠家鍬形上之巻』 延事 4(1747）年

IT 渦文の一部iζ若葉がつく。

「容匠秘事絵本初』 究延3(1750）年 『万ひいな ｜副 l~I 全』 宝暦末（1760）頃

ill 渦全体あるいは木鼻全体が植物または天象。

『大工雛形』 明和8(1771）年 『（門外十七種）』 文化11(1814）年

N 天象 ・植物 ・動物の複合。

r彫絵集』 嘉永4(1851）年 同左
図－ 1 部材別変遷（木鼻）



技術と文明 6巻 2号（98)

I 渦と若葉が分離。

｜ ＼、一、
'.__ －一 一斗＿＿＿，－－－一ー ー

『家作彫物図』 寛永元（1624）年 『番匠志導教』 享保15(1730）年

JI 渦と若葉が一体化。また渦と若葉全体が天象または植物。

『匠家雛形上之巻』 延享4(1747）年 同左

ill 天象 ・植物の複合。具象模様が写実的で精鰍なものとなる。

『万ひいな陸｜｜左｜全』 宝麿末（1760）頃

『彫物絵様』 嘉永 4(1851）年

図－ 2 部材別変遷（虹梁）
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建築装飾ノマターンブックの変遷 その 2（麓 ・鈴木・ 河問・小川 ・内藤）

て渦と若葉が分かれており， 若葉もそれほど具象的ではない （図－ 2-I)。 と乙ろが， 『匠家

縦形 上之巻』〔延享4年〕では， 6図のうち 3図までが渦と若葉が一体となったものになり，

また渦と若葉全体が波のものもあらわれる（図 2 IT）。 そして， 『万ひいな1~11主｜ 全』 〔宝

暦末頃〕では， 早くも菊水の複合や， 虹梁全体lζ雲を配したものも見え，以後ますます具象模

様が写実的で精徹なものとなる（図－2 ill）。

＠墓股

絵様jilt形lζ記された萎股は，①脚部のみが装飾化されたもの， ②内部lζ具象模様の彫刻をも

つもの，③もはや脚部と内部彫刻の区別がなく ，全体が具象模様のもの，以上3種類に分けら

れる。

まず，脚部のみの墓股では，「家作彫物区｜』〔寛永元年〕から 『匠家雛形上之巻』〔延享4年〕

までは，渦文 ・繰形が主体であるが，すでに肩と脚元内側に渦付きの突起が付いたものや，さ

らに複雑に装飾化されたもの もある （図－ 3-I)。次いで， 『番匠秘事絵本拍』〔寛延3年〕か

らは，脚部全体が波や雲あるいは植物のものがあらわれる。また，渦文 ・繰形のものもさらに

複雑で装飾的なものとなり， 『万ひいな困匡｜ 全』〔宝暦末頃〕からは，脚元内側の突起がさら

に延びて中央で接し，内部の透かし部分が格狭間状になり，また外側に延びた脚元も異常なほ

どに長く なったものがあらわれる（図－ 3 IT）。

次iζ，内部lζ具象模様の彫刻をもっ 墓股では， 『絵様〔政治本）』〔宝永（1704）～正徳(1715）頃〉

に，古典的な脚部の内側に比較的単純な植物の彫刻をもつものが見える（図－ 3-I’）。次い

で， 『万ひいなl~I回 全』〔宝暦末頃〕では，脚部は渦付突起で装飾化され，内部彫刻は動物や

人物，あるいは波に鯉の複合のものなどが記されている（図－ 3-Il’）。

そして，脚部と内部彫刻の区別がなく全体が具象模様のものは，上記 2種類が発展 ・融合し

たものとみなすととができ， 『（門外十七種）』〔文化11年〕以後の史料から見えはじめる。 その意

匠内容は，動物と天象 ・植物の複合で，左右非対称となり，もはや基股本来の形を全く没却し

たものとなる（図－3-ill）。

＠大瓶束（笈形 ・結綿）

笈形の変遷は，墓股脚部の変遷と同様で，渦文 ・繰形の複雑化から具象模様へと移行する。

しかし，その時期は基股よりむしろ早く， 『家作彫物図』〔寛永元年〕から『番匠秘事 木端江

容』 〔享保9(1724）年〕までは，渦文 ・繰形が主流であるが，早くも「番匠志導教』〔享保15年〕か

ら，全体が天象あるいは植物のものがあらわれる。

また，結綿もすでに 『匠家雛形 上之巻』〔延享4年〕に天象のものが記されているが，笈形

ほど重視怠れなかったのか，時代が降るにつれて結綿部分を省略した図が多くなる。

なお， 『万ひいなIEllkl 全J〔宝暦末頃〕 lζは，大瓶東部分lと文様を施したものや， 墓股状の

ものの上K大瓶束をのせたもの（図－4）などが記されており，他史料にはない新たな試みとし

て注目される。
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技術と文明 6巻 2号（100)

I 肩と脚元内側に渦付突起が付く。

『家作彫物図』 寛永元（1624）年 『匠家雛形上之巻』 延享 4(1747）年

II 脚元が長大化し内側lζ延びた突起が中央で接する。また全体が天象または植物。

『番匠夜、事絵本初』 寛延 3(1750）年

III 天象 ・植物 ・動物の複合。具象模様で左右非対称。

『（門外十じ種）』 文化11年（1814)

『万ひいな｜亙｜｜互｜全』 宝暦末（1760）頃

『（竹中大工道具館蔵本絵様築）』

文化元（1804）年～安政 3(1856）年頃

図－ 3 部材別変遷（墓股）
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建築装飾パターンブッ クの変遷 その 2（滋 ・鈴木 ・河田 ・小川 ・内藤）

I’ 古典的脚部l乙単純な植物の内部彫刻。

~j'-1, .. , 

r絵機（政治本）』 宝永（1704）～正徳（1715）頃

E’ 渦付突起が付いた脚部IC:複合の内部彫刻。
図－ 4 『万ひいな｜亙llE:I全』 宝暦末(1760）頃

図－ 5 『絵様（政治本）』

宝永（1704）～正徳（1715）頃

r彫物絵様」 嘉永 4(1851）年

図－ 6 『絵様其外』 安永 7(1778）年
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I 本体は比較的単純。鰭が具象模様。

『家作彫物図』 寛永元(1624）年

II 本体が複雑化。

4・．

〆

『絵様（政治本）』 宝永（1704）～正徳（1715）頃

ill 本体がさらに装飾化。また，全体が具象模様化。

／ 

『万ひいな l~I回全』 宝暦末（1760）頃

N 天象 ・動物の複合。具象模様で左右非対称。

同左

『番匠~、事A.:木端江容』 享保9(1724）年

同左

「彫物絵犠』 嘉永 5(1851）年 同友

図－ 7 部材別変遷（懸魚）
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建築装飾パターンブックの変遷 その 2（滋 ・鈴木 ・河悶 ・小川・内膝）

。手挟

『家作彫物図』 〔寛永元年〕には渦文および渦文と若葉の複合が l図ずつ記Eされている。 『絵様
すさのうのみζと やまたのおろち

（政治本）J〔宝永～正徳頃〕では，景物一一素養鳴尊が八岐大蛇を退治する伝説（図－ 5）ーーが見

えるが，乙の時期iζ乙のような具象模様が存在するととは，他の部材と比較しでも著 しく早い

といえる。その後， 『万ひいな1~1回全』 〔宝暦末頃］までは，渦文 ・ 天象 ・ 植物が併存してい

る。次いで，変遷のうえからは例外的な存在であるが， 『絵様其外」〔安永7年〕 K，渦文と文

様の複合（図－ 6）が記されており注目される。そして， 『（竹中大工道具館蔵本絵様集）』〔文化

元（1804）年～安政3(1856）年頃〕以降の史料では，すべて具象模様となる。

⑤懸魚

『家イ乍彫物図』〔寛永元年〕では，やや斬新な意匠の貝頭懸魚も見えるが，その他の懸魚本体

は，梅鉢懸魚 ・猪の目懸魚 ・燕懸魚 ・三花懸魚などの古典的なものである。しかし，鰭は繰形

のみならず，すでに天象 ・植物の具象模様も見える（図 7 I)。 次いで， 『絵様（政治本〉』

〔宝永～正徳頃〕 では，繰形による新奇な意匠の懸魚本体が見え，また『番匠秘事 木端江容J

〔享保9年〕では，蕪懸魚状のものが二段速なった二重懸魚も見える（図ー 7-Il)。その後，

懸魚本体が複雑な繰形や渦の組合せによる新奇なものが多くなるとともに， 『万ひいな｜至11~1

全』〔宝暦末頃〕では，全体が植物あるいは動物のものもあらわれる（図 7 IlI）。 以後， 具．

象模様化がさらに進み， 『彫物絵様』〔嘉永4年〕では，天象と動物の複合も見 え る（図ー7-

N）。

＠鬼板

『家作彫物図』〔寛永元年〕 Kは，j底魚と同じく鰭に天象あるいは植物の具象模様が見える

（図－8-I)。次いで， 『絵様（政治本）』〔宝永～正徳頃〕では， 鰭の部分が二段lζ重なった新奇

なものや，鬼板本体の肩や脚元内側に， 墓股lζ見られたような突起の付いたものが記されてい

る（図－8-II）。 その後の変遷については，木版本彫物書系絵様雛形では，文政以降の史料に

おいて，鬼板全体が具象模様で左右非対称となったものが見えたが， 筆写本においては，前記

以後，大きな変化は見られない。

2) 部材別変遷による年代不詳史料の年代判定

①『（甲良家伝来）絵様J

巻頭tζ運筆が記されているが，運筆は，筆写本彫物書系絵様雛形では，『匠家雛形 上之巻』

〔延享4(1747）年〕 lζ，また木版本では，『大和絵様集』〔宝暦13(1763）年〕において初見される。

木鼻は，ほとんど単純な渦巻文で，一部に簡単な若葉が付くものもある。また，やや抽象模様

化された象鼻も見える（図－ 9）。虹梁は，すべて渦と若葉が離れているが，渦と若葉全体が雲

のものもある。懸魚は，本体が二重懸魚で，唐花の鰭が付いている。

以上の記載内容は， 『匠家縦形上之巻』〔延享4年〕と間程度で， 『番匠秘事絵本相』〔寛

11 



技術と文明 6巻 2号（104)

延 3(1750）年〕よりやや古い内容といえる。 した

I 鰭が具象模様。 がって，本書はその間， すなわち寛延 (1750)

『家作彫物図』 J.£永元（1624）年

IT 本体の扇や脚元iζ渦付突起がつく。

・－，一 一一ー『局、～～～、，

r絵様（政治本）』 宝永（1704）～正徳（1715)

， 
／ 

r＜門外十七種）』 文化11(1814）年

図 8 昔日材別変遷（鬼板）

頃lζ成立したものと思われる。

＠『絵様集（甲良本）』

39図中35図が， 『絵様（政治本）』〔宝永(1704)

～正徳（1715）頃〕と一致している。残りの 4図

は，木鼻2図と懸魚 2図で，木鼻はいずれも渦

文（下巻型 ・混合型）である。また，懸魚のうち

1図は，燕懸；織に抽象模様の鰭が付いた単純な

ものである。 しかし，他の 1図は，複雑な抽象

模様の本体に植物の鰭が付いたものである（図

10）。 乙のような懸魚は， 『番匠秘事木端江

容』〔享保9(1724）年〕から見えはじめる二重懸魚

が発展したもので， 『万ひいな｜呂田 全』〔宝暦

末（1760）頃〕に類似のものが多数記されている。

したがって，本書は享保以降，特lζ宝暦末頃lζ

記された史料と考えられる。

③『（戸l崎知重伝来絵様集）」

木鼻は， i渦全体および部材全体が天象や植物

のものが見える。虹梁は，すべて渦と若葉が一

体となったもので，それら全体が天象や植物で

ある。墓股には， 波lζ亀の複合で左右非対称の

ものが見える（図一11）。笈形 ・手挟は，すべて

具象模様である。懸魚は，二重懸煮の本体 1図

を除くと，すべて具象模様である。

以上の記載内容は， 『番匠秘事 彫もの集』

〔文政11(1828）年〕以後に一般的となるが，著者

戸崎知重は，文化 ・文政頃K江戸で学び，多く

の写本を残している乙とも考えあわせて，一応

天保初 (1830）頃に成立したものと推定してお

く。

＠『絵様之巻』

木鼻は， 獣面（狭）の木鼻 1図のみである。

墓股は，脚部を省略して， 内部彫刻 （景物）の

12 



建築装飾パターンブックの変巡 その 2（麓 ・鈴木・初回 ・小川・内藤）

図－9 「（甲良家伝来）絵様』 覚延（1750）頃 図 10 『絵様集（甲良本）』 宝暦末(1760）頃

図 11 『（戸l崎知重伝来絵様集）』天保初（1830）頃 図ー12 『絵様之巻』天保（1830）～嘉永(1850）頃

みが捕かれている（図ー12）。手挟は，すべて植物である。懸魚は，すべて蕪懸魚で，鰭は植物

および波である。そのほか，図案が多く記されており， なかには「番匠秘事 彫もの集』〔文

政11年〕や『（竹中大工道具館蔵本絵様集）』 〔文化元（1804）年～安政3(1856）年頃〕および木版本彫

物書系絵様鍬形の『彫工雛形』〔文政10(1827）年〕と同じ図が多数ある。

以上，記載内容はすべて具象模様であるが，『彫絵集』 ・『彫物絵様』〔いずれも嘉永4(1851）年〕

のような天象 ・植物 ・動物の複合は見えない。 したがって，本書は天保 (1830）から嘉永 (1850)

頃に成立 したと考えられる。

⑤「謂墓股』

木鼻が 3図，大瓶束が 2図記されているが，いずれも『（戸崎知重伝来絵様集）』〔天保初頃〕

と一致している。虹梁は，すべて渦と若葉が一体とな っており，それら全体が植物や雲となっ

ている。そして，虹梁に も『（戸l崎知重伝来絵様集）』と同 じ図が l図あるが， さらに具象模様

化が進み，写実的になっ たものも見える（図ー13）。

以上，記載内容はすべて具象模様であるが，まだ天象 ・植物 ・動物の複合は見えない乙とか

ら， 『絵様之巻』と同じく ，本書も天保から嘉永頃に成立したと考えられる。

＠「彫物絵数品』

木鼻は，動物（獣面）および植物である。手挟 ・懸魚鰭も植物で， ζのうち，木鼻 ・手挟は
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技術と文明 6巻 2号（106)

／三尋常続可怨繍彦三V；燃と~tF--~
v 、宅ヂ活設計）

によミ

図－13 『謂墓股』 天保（1830）～嘉永(1850）頃

篭彫と思われる（図ー14）。

以上の意匠内容は，「絵様之巻』 ・「謂 墓股』

と『彫絵集』 ・『彫物絵様』の中間lと位置する

が，その成立年代は，一応天保から嘉永頃とし

ておく。

⑦『拾枝掛袋端』

獣面の木鼻と，それに付随して天象 ・植物の

持送りが記されている。木鼻は，側面図 ・見上

げ図を併記して立体的lζ説明し，また竿納まで

図 14 『彫物絵数品』

天保(1830）～嘉永(1850）頃

記してひとつの部材としてあ らわすなど，新たな表現となっている。

本書もすべて具象模様であるが，まだ天象 ・動物 ・植物の複合は記されていないととから，

一応天保から嘉永頃に成立したものと考えられる。

③『木端絵様』

本書も獣面の木鼻を主体とする史料で， 『拾校掛猿端』 と同じ図がある。 『拾枝掛摸端』と

ほぼ同時期の史料と考えられる。

＠『番匠秘事彫もの』

墓l没は，すべて動物と天象 ・植物の複合で，もはや本来の形はとどめていない。また， 手挟

は植物 ・天象および花鳥 ・雲lζ飛天などの複合である。乙れらの具象模様は， 『彫絵集』 ・『彫

物絵様』と同程度である乙とから，本書は嘉永 (1850）頃に成立 したと考えられる。

以上，年代推定史料もあわせて，各絵様雛形IL記された細部意匠の部材別変遷を模式化する

と，表－ 3のとおりとなる。

2. 絵様分類別変遷

前節において，全史料の成立年代がほぼ明らかとなったので，次lζ，最初に分類した各モチ

ーフが，いつ頃からどの建築部材lζ使われはじめたかというとと，すなわち絵様分類別変遷に

ついて考察する。
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建築装飾パターンブックの変遷 その2（滋 ・鈴木 ・河田 ・小川・ 内藤）

④渦文

絵様jBJE形としては最も古い『家作彫物図』〔寛永元(1624）年〕では，木鼻lと多く用いられ，そ

の大半が単純な下巻型渦文である。また， 墓股 ・大瓶束の肩や脚元に渦文付の突起が付いたも

のも見える。その後，『番匠志導教』〔享保15(1730）年〕では，渦文の付く部材に変化はないが，

上巻型と下巻型が大差なく ，また『匠家郵IE形 上之巻J〔延享4(1747）年〕では， 下巻型と二渦

型が大差なく記されている。そして，『番匠秘事絵本拍」 〔寛延3(1750）年〕では，下巻型 ・ニ

渦型に加え，さらに複雑な混合型も多くなる。渦文の複雑化はその後 も進み， 『絵様其外』

〔安永7(1778）年〕では，木鼻のほか，虹梁 ・大瓶束 ・手挟 ・懸魚など多くの部材lζ，独創的な

混合型渦巻文が見える。しかし，渦文の発展はとれで、終わり，以後の史料からはほとんど見え

なくなる。

＠繰形

『家イ乍彫物図』〔寛永元年〕から『絵様其外J〔安永7年〕までは懸魚lと多く見え，渦文と同様

に，単純なものから複雑なものへと変化している。しかし，その後は，『百窓集』 〔明治21(1888) 

年〕のような特殊な内容のものを除くと，渦文と同様にほとんど見えなくなる。

。天象

『家作彫物図』〔寛永元年〕から『番匠秘事 木端江容』〔享保9(1724）年］までは，懸魚 ・鬼板

の鰭にしか見えない。しかし， 「番匠志導教』〔享保15年〕からは笈形 ・結綿， 『匠家雛形 上

之巻』〔延享4年〕からは虹梁， 「番匠秘事絵本拍J〔究延3年〕からは嚢股 ・手挟にも見える

ようになり ，以後の史料ではほとんどすべての部材に見えるようになる。

＠植物

変遷は天象とほとんど同じである。まず， 『家作彫物図』〔寛永元年〕から『番匠秘事 木端

江容』〔享保9年〕までは，大半が図案で，建築部材では懸魚 ・鬼板の鰭lζ比較的単純なものが

見える程度である。しかし， 『番匠志導教』〔享保15年〕からは笈形， 『番匠秘事絵本拍』

〔寛延3年〕からは手挟にも見えるようになる。以後の史料ではほとんどの部材に見え，より

複雑 ・精徹なものに変化していく。

＠動物

江戸時代初期から中期にかけての史料では， 『家｛乍彫物図』〔寛永元年〕 lζ象の木鼻， 『絵様

（政治本）J〔宝永～正徳頃〕 lと藷の図案， 「番匠志導教』 〔享保15年〕 lζ象 ・獅子の木鼻と鶴の懸魚

鰭および図案， 「匠家雛形 上之巻』〔延享4年〕に象 ・獅子 ・臥麟の木鼻と図案， 『（甲良家伝

来）絵様』〔寛延頃〕にやや図案化された象の木鼻， 以上がある程度で， 『番匠志導教』の懸魚

鰭を除くと，すべて獣面の木品もしくは図案である。

江戸時代後期では， 『万ひいなl~I回全』〔宝暦末(1760）頃〕において，獣面の木鼻 ・ 墓股内彫

刻 ・兎毛通などのほか，向拝柱および水引虹梁』ζ巻き付く龍 （図ー15）や，水引虹梁の上にのる

龍の彫物が描かれている。しかし， ζれはむしろ例外ともいえる先駆的な史料で，その後は
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『彫物絵様』〔嘉永4(1851）年〕におい

て， 『万ひいなl副玉｜全』と同様に

木鼻 ・基股 ・見毛通および、向拝水引

虹架上にのる龍の彫物が描かれてい

る程度で，その他の史料では依然と

して獣面の木鼻と図案のみである。

G人物

記載数は少なく，建築部材では

「万ひいな ｜副主｜全』〔宝麿末頃〕 lζ

墓股が 1例，『（竹中大工道具館蔵本絵

様集）』〔文化元（1804）年～安政3(1856) 

技術と文明 6巻2号（108)

図 15 『万ひいな｜亙｜｜呂全』 宝暦末（1760）頃

年頃〕 lζ翠股が 2例， 『彫物絵様』〔嘉永4年〕 lζ欄聞が 2例見える程度である。また，図案と

しては， 『番匠秘事 彫もの集』〔文政11(1828）年〕 ・『（竹中大工道具館蔵本絵様集）』 ・『絵様之

巻』〔天保（1830）～嘉永(1850）頃〕 ・『彫絵Jc嘉永4年〕 p:::' 唐子 ・｛｜｜｜人 ・飛天等が記されている。

特に変遷は認められない。

の器物

後述のとおり，繰形と扇子あるいは波と聾 ・木槌というような繰形や天象との複合はある

が，器物単独のものは全く見られない。

＠文様

記載数は少なく ， 『家作彫物図』〔寛永元年〕 I[＿ 飾金具と図案， 『番匠志導教』〔享保15年〕 K

唐戸，『透彫絵様』〔寛延3(1750）年～寛政元(1789）年頃〕に図案，『万ひいな｜丞｜回 全』〔宝麿末頃〕

に虹渠 ・墓股 ・大瓶束 ・懸魚 ・鬼板 ・図案， 『絵様其タトJ〔安永7年〕』ζ墨壷 ・図案， 『番匠秘

事左官図式』〔安政5(1858）年～明治中（1890）頃〕lζ妻壁 ・格狭間，『百窓集』〔明治21年〕に窓，

以上が見える程度である。特に変遷は認められない。

⑦景物

記載数は少なく，『絵様（政治本）』〔宝永（1704）～正徳(1715）頃〕に手挟，『番匠秘事 彫もの集』

〔文政11年〕に図案， 『（竹中大工道具館蔵本絵様集）』 〔文化元年～安政3年〕に図案，『絵様之巻』

〔天保～嘉永頃〕 lζ墓股 ・図案， 『彫物絵様』〔嘉永4年〕 lζ脇陣子， 以上が記されている程度で

ある。特iと変選は認められない。

＠複合

『家イ乍彫物図』〔寛永元年〕から『番匠秘事絵本拍』〔寛延3年〕までは， 虹架や木鼻なとに

渦と若葉の複合が見える。『万ひいな匪医｜ 全』〔宝暦末頃〕では， さらに持送り ・墓股（内部彫

刻） ・笈形 ・虹渠lζ， 動物と植物，天象と植物，天象と動物など具象模様の複合が見える。ま

た， 『絵様其外」〔安永7年〕には，渦と文様の複合の手挟 ・墨壷や，天象と器物の複合の墨壷
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が記されている。そして， 「番匠秘事彫もの集』〔文政11年〕以後の史料では，天象 ・植物 ・

動物の具象模様の流行にともなって，基股・手挟・欄間 ・木鼻 ・持送り ・懸魚など各種部材

lζ，上記具象模様の複合による写実的で精級な絵様が用いられるようになる。

以上，各絵様雛形lζ記された細部意匠の絵様分類別変遷を模式化すると，表－ 4のとおりと

なる。

3. 意匠内容の構成様態とその変遷

前節までの考察によって，部材別変遷 ・意匠別変遷が具体的に明らかとなったが，さらに各

絵様雛形における意匠内容の構成様態を比較する ζ とによって，雛形としての構成上の性格を

見極め，その変遷過程を明 らかにしたしコ。

まず，第 l節において区分した絵様分類にしたがって，各絵様調IE形ごとに絵様を分類 ・集計

し，絵様雛形相互の意匠内容を比較すると，表－ 5のとおりとなる。また，それを江戸時代前

期〔元和(1615）～万治（1660）〕 ・問中期〔寛文(1661)～寛延（1750）〕 ・向後期〔宝暦（1751）～慶応（1867）〕 ・

明治時代 (1868～1911）・全時代の時代別にまとめると，表－ 6のとおりとなる。

ただし，虹架 ・木鼻のように，抽象模様の渦文と具象模様の若葉が組み合わさってひとつの

模様をあらわす場合は， 「複合」に集計し，一方，いわゆる渦と若葉全体が，具象模様の波 ・

雲や植物などひとつの統一されたモチーフによってあらわされた場合は， 「天象」あるいは

「植物」に集計した。また，墓股において，脚部と内部彫刻が別のモチーフとなっている場

合，および懸魚 ・鬼板において本体部分と鰭が別のモチーフとなっている場合は，それぞれ別

々に集計した。一方，獣面の木鼻などにおいて，明らかに同一対象を正面と側面など 2図以上

lζ分けて描いている場合は，それらをあわせてひとつのものとして集計した。

以下，乙れ らの表をもとに考察する。

＠ まず，全時代的構成様態を見ると，「渦文」（27.8%）が最も多く，次いで「植物」（15.7勿），

「動物」（13.0%)' 「複合」（12.5%)' 「繰形」（10.4%)' 「天象」（9.1%）とつづき，乙れらで

全体の88.5%と主要な骨格を作っている（表－ 6）。 ζ の全時代の平均的構成像に近い史料とし

ては，『番匠志導教』〔享保15(1730）年〕 ， 「匠家雛形上之巻』〔延享 4(1747）年〕 ， 「万ひいな！~I回

全』〔宝暦末(1760）頃〕があげられる（表－ 5）。

＠ ＠の全時代の平均像iζ対し，江戸時代前期を見ると， 史料はわずかに『家作彫物図』〔寛

永元(1624）年〕 1本のみであるが， 「渦文」（38.Hぢ）と「繰形」（26.3~引が多く， ζ れらと 「文

様」（8.5~引を合わせた抽象模様の割合は72. 9%にもおよぶ。一方，「植物」 (12.7%）・「複合」

(8. 5%）は，全時代的構成様態とそれほど 変わらないが， 「天象J(3. 4%）・「動物」（0.8%) 

は極めて少ない（表的。

。次lζ，江戸時代中期の平均的構成様態を見ると， 「渦文」（46.8~ぢ） ！がさらに増えており，
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「繰形」（14.0%）・「文様」（2Hぢ）が減少している ものの，とれらを合わせた抽象模様の割合

は62.9%におよび，依然として過半を占めている。 一方，具象模様では， 「植物」（9.5%）が若

干減少している ものの， 「天象」（6.996） ・「動物」（6.796）および「複合」（11.696）が増加し

ており，具象模様化のきざしが見えている （表－ 6）。なお，江戸時代中期の平均的構成像に近

い史料としては， 『絵様（政治本）』〔宝永（1704）～正徳(1715）頃〕および『番匠秘事 絵本相』〔寛

延3(1750）年〕があげられる（表ー5）。

＠ 次lζ，江戸時代後期の平均的構成様態を見ると，依然として 「渦文」（21.0%）が最も多い

が，その割合は半減しており ，かわって， 「植物」（18.896） と「動物」（16.7~ぢ）が倍増してい

る。 また， 「天象」 (9. 9%）・「人物」（4.7%）および「複合J(13. 396）も若干増加しており，

「天象」 ・「植物」 ・「動物」 ・「人物」 ・「複合」 の具象模様を合わせると63.49仰となり，抽象模様

にかわって， 具象模様が過半を占めている（表－6）。との江戸時代後期の平均的構成像に近い

史料としては， 『彫物絵様』〔嘉永4(1851）年〕があげられる（表－ 5）。

＠ しかしながら，江戸時代後期をさらK詳 しく見ていくと，その内容に時代的変化があると

とがわかる。まず，宝暦から安永にかけての史料では， 『大工雛形』 〔明和8(1771）年〕を除く

と，いず、れも「渦文」 ・「繰形」・「文様」の抽象模様が過半を占めている。 なかでも『絵様其

外』 〔安永7(1778）年〕は，「渦文」（52.8%）だけで過半を占め，またその意匠内容も複数の渦に

よる独創的なものが大半で，抽象模様による装飾化の頂点を極めたものとして評価でき る（表

-5）。

6l その後，40年間近く新たな史料のない空白の時期を経て， 『（門外十七種）』 〔文化11(1814）年〕

以後は，抽象模様が激減し，かわって具象模様が圧倒的に多くなるが，さらに具象模様の内容

にも時代的変化がある。すなわち， 『（門外十七種）』および『（破魔矢絵様）』〔文化11年頃〕では，

「天象」 と 「植物」が多く ，両者を合わせる と過半を占めている。と 乙ろが， 『番匠秘事 彫

もの集』〔文政11(1828）年〕では，「動物」（51.196）が圧倒的に多く ，また 「人物」（23.996）も多

い。その後，天保（1830）から嘉永（1850）頃は， 『拾校掛漠端』 ・『木端絵様』・『（銑絵様）Jにお

いて， その特殊な内容から「動物」が極めて多くなっているが，おしなべて 「天象」 ・「植物」

・「動物」の具象模様が多い といえる。そ して， 具象模様化の最終段階として， 『彫絵集J〔嘉永

4 (1851）年〕 では， 「天象」 ・「植物」 ・「動物」などの具象模様が複数組み合わさっ た 「複合」

(48. 4必）が多くなり，さらに『番匠秘事 彫もの』〔嘉永頃〕では「複合Jが86.89ぢにまでなっ

ている（表一5）。

の 次lと，明治時代の平均的構成様態を見る と， 「繰形」（37.69引が圧倒的に多くなっている

が，乙れは明治時代の史料がわずかに 2本しかなく ，そのうちの l本『百窓集』〔明治21(1888) 

年〕が窓のみを扱っ た特殊な内容のものであるためである。

⑤ 以上のよ うな変遷過程にあって， 『透彫絵様』〔究延3(1750）年～寛政元（1789）年〕 ・『（破魔矢

絵様）J c文化11年頃〕 ・『拾校掛摸端』〔天保（1830）～嘉永(1850）頃〕 ・「木端絵様』〔天保～嘉永頃〕・
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『（続絵様）』〔天保9(1838）年〕 ・『百窓集』〔明治21年〕は，特定部材を専門的fC::扱ったものであ

り，また『番匠秘事左官図式』〔安政5(1858）年～明治中(1890）頃〕は，特定職種を対象とした

もので，いずれも特殊な内容となっている。そして，とれらの史料K加え， 「番匠秘事 彫も

の集』〔文政11年〕 ・『絵様之巻』〔天保～嘉永頃〕も， 「動物」 ・「人物」が極端に多い例外的な存

在である。以上のように，江戸時代後期および明治時代の平均的構成様態と比較すると，むし

ろ例外的ともいえる内容のものが，乙の時期とりわけ文化以降fC::多くなる。乙れは，それ以前

が， 「万ひいな困回全』という表題にも端的にあらわれているように，万能大工を必要とし

た時代であったのに対し，文化以降は，一般の大工から彫物大工 ・指物大工などの分業 ・独立

の時代へと移り変わる，との職方の多様化を如実K反映したものと理解できる。

そして，ζ のような例外的な絵様雛形の存在が，木割書系絵様釧i形にみられたような流派意

識にとらわれる乙となく ，時代の晴好を求めながら自由に展開する彫物書系絵様雛形の性格を

象徴しており，かっ系譜がない乙とをおのずから証明しているといえる。

4. 筆写本彫物書系絵様雛形の変遷

表－ 3・4からもわかるように，特定史料に多くの新たな要素が集中してあらわれている

が，その反面，表ー 5のとおり，新たな要素を内在しながらも構成様態のうえでは古い要素を

継承している史料も少なくなし〉。そ ζで次に，前項までの各変遷を総括したものとして，筆写

本彫物書系絵様雛形の変遷を要約しておく。

① まず，『家作彫物図」〔寛永元（1624）年〕は，絵様雛形としては初出ながら，すでに木鼻 ・虹

架 ・墓股 ・大瓶束 ・手挟 ・懸魚 ・鬼板など，細部意匠として重要な建築部材のほとんどを収録

しており，絵様雛形としての体載を一応整えている点が注目される。その意匠内容は，獣面の

木鼻や懸魚 ・鬼板の鰭に具象模様が見えるほかは，ほとんど渦文 ・繰形の抽象模様である。な

お，墓股 ・大瓶束においては，すでに肩と脚元lと渦付突起の付いたものも見える。

② その後， 『絵様（政治本）」〔宝永（1704）～正徳(1715）頃〕から懸魚本体が複雑化するのをはじ

め，多くの部材で抽象模様の複雑化が進み，『絵様其外』〔安永7(1778）年〕においてその頂点を

極める と同時に終駕を迎える。

③ その間，抽象模様が主体ではあるが， 「絵様（政治本）j〔宝永～正徳頃〕では，いちはやく手

挟に部材全体が具象模様のものがあらわれる。次いで，『番匠志導教』〔享保15(1730〕年〕では，

大瓶束lと部材全体が具象模様のものがあらわれ， また『匠家雛形 上之巻」〔延享4(1747）年〕

では，虹架の渦と若葉が一体化し，それら全体が天象 ・植物のものもあらわれる。加えて，

『番匠秘事絵本拘』〔寛延3(1750）年〕では，墓股においても部材全体が天象または植物のも

のが見えると同時に，木鼻においてようやく渦文の一部に若葉が付いたものがあらわれる。さ

(6) 内藤昌「日本におけるクラフト 7 ンシップの伝統」， 『建築雑誌』第976号，昭和42年1月参照。
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らに，『万ひいな1~11~1 全』〔宝暦末（1760）頃〕では，持送り ・ 懸魚においても部材全体が具象模

i様のものがあらわれ，また虹梁においては，いちはやく天象と植物の複合も見える。そして，

『大工雛形』〔明和8(1771）年〕では，ようやく 木鼻において部材全体が具象模様のものがあら

われる。

④ かくして， 文化以降は具象模様が主体となり，とりわけ『番匠秘事 彫もの集』〔文政11

(1828）年〕からは，動物が多くなる。

⑤ そして，具象模様化の最終段階として， 『（門外十七種）』〔文化11(1814）年〕からは墓股に，

『彫絵集』〔嘉永4(1851）年〕からは木鼻 ・持送りに，『彫物絵様』〔嘉永4年〕からは懸魚lと，天

象 ・植物 ・動物の複合があらわれる。

⑥ 以上のとおり，江戸時代中期から後期にかけては，絶えず新たな意匠へとタイナ ミックな

展開を見るが，明治時代になると幕遼体制の崩壊と建築生産機構の近代化により， 江戸時代の

上級大工職の秘伝書的性格を持つ筆写本彫物書系絵様雛形はほとんど著されなくなる。

結

各絵様雛形の記載内容を，多角的lζ分析するととによ って，その変遷過程を具体的lと明らか

にするととができた。以下にその要点を列記し， 結論とする。

① 江戸時代前期は，『家作彫物図』 〔寛永元(1624）年〕 1本 しかないが，すでに細部意匠として

重要な建築部材のほとんどを収録 している。したがって，乙の時期を筆写本彫物書系絵様雛形

の成立期とみなす乙とができる。なお，意匠内容は， 「渦文」・「繰形」・「文様」を合わせた抽

象模様が大半を占めている。

②江戸時代中期は， 「繰形」・「文様」は減少するが， 「渦文」とり わ け「二渦型」 ・「混合

型」が増え，依然として抽象模様が過半を占めている。しかし，同時に各種部材において，部

材全体が具象模様となったものも確認でき，具象模様化のきぎしが見え始める。

③江戸時代後期は，まず中期にひき続いて抽象模様の複雑化が進み， 『絵様其外』〔安永7

(1778）年〕においてその頂点を極める。そして，安永以前はやはり抽象模様が過半を占めてい

る。 しかし，一方では具象模様化も確実に進み，乙の頃までにすべての部材において具象模様

のものが確認できる。そして，文化以降は，抽象模様が激減し，かわってまず具象模様の 「天

象」 ・「植物」が多くな り， 文政以降は 「動物」も多くなる。さらに，嘉永頃は具象模様化の最

終段階として， 「天象」 ・「植物」 ・「動物」の「複合」が多くなる。

④ 以上のとおり，江戸時代中期から後期Kかけては，抽象模様の複雑化と同時K，各種部材

の具象模様化が進み，最終的には写実的で彫物の精歓を競うものへと，時代の晴好を模索しな

がら間断なく展開する。したがって，乙の時期を筆写本彫物書系絵様雛形の発展期lζ位置づけ

るζ とができる。

⑤ 明治時代は，幕吉主体制の崩壊と建築生産機構の近代化により，秘伝書的性格を持つ筆写本
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彫物書系絵様雛形はほとんど著されなくなる。したがって，乙の時期を筆写本彫物書系絵様雛

形の衰亡期とみなすととができる。

＠ 以上のような変遷過程にあって， 文化以降は特定部材 ・特定職種を専門的に扱った特殊な

史料が多い。乙れは彫物大工 ・指物大工の独立など，職方の多様化を反映したものと理解でき

る。そして，とのような史料の存在が，時代の稽好を求めながら自由に展開する彫物書系絵様

雛形の性格を象徴 しており，木割審系絵様Ult形にみられたような特徴的系譜がない乙とを現実

的に示す要因となっている。

The Transition of Pattern Books for Architectural Decoration, 

Part 2: A Substantial Study on the Transcripts of Architectural 

Pattern Books “Horimonosho-type Eyo-Hinagata" 

by 

Kazuyoshi FUMOTO 

(Japanese Association for Conservation of Architectural Monuments) 

Norio SUZUKI 

(Institute of Cultural Environment and Design) 

Katsuhiro KA羽TATA

(Shusei Technical College) 

Hideaki OGAWA 

(Gifu National College of Technology) 

Akira NAITO 

(Nagoya Institute of Technology) 

The purpose of this paper is to analyze the changing character of thirty 

Transcripts of th巴 Horimonosho-typ巴 EyヶHinagata,the architectural pattern books of 

detail design which wer巴 writtenin th巴 Edoand Meiji eras. 

The paper firstly discussed th巴 chang巴Sind巴taildesign of ar℃hitectural components 

in comparison to the charact巴risticchanges of wood-block prints of th巴 Horirnonosho-

type Eyo-Hinagata. This analysis enables us to establish the date of every Transcript. 

Secondly, substantial changes were studi巴dwith resp巴ctto classification and composition 

of th巴 Eyo-Hinagata. Finally, conclusions were drawn on the transitional process of 

the Transcripts as follows. 

1) Th巴巴arly Edo era was the forrnativ巴 stage of the Transcripts of the 

Horimonosho-type Eyo-Hinagata, 

2) Th巴 middle and late Edo eras were the dev巴loping stage in which the 

decorative patterns of the components were develop巴d and became more cornplicat巴d
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with abstract patterns and minute realistic carvings, and there was a continuous 

pursuit to dev巴lopthe style of th巴巴ra,

3) Th巴 M巴ijiera was the declining stage in which the Transcripts, books of 

trade secrets, were hardly ever written because of the collapse of the shogunate 

regime and the mod巴rnizationof the architectural production system. 
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〈史料名〉

「家作彫物図』 100.0% 
寛永元（1624)if 〔118〕

『絵様（長谷川本）』 100.0% 
元禄14(1701）年 〔51〕

『絵様（政治本）』 100.0% 
宝永（1704）～正徳(1715）頃 〔96〕

『番匠秘事木端江容』 100.0% 
享保 9(1724）年 (97〕

『番匠志導教』 100. 0% 
享保15(1730）年 〔77〕

『匠家雛形上之巻』 100.0% 
延享4(1747）年 〔56)

『（甲良家伝来）絵様』 100. 0% 
究延（1750）頃 〔13)

『番匠秘事絵本相』
寛延 3(1750）年

100.0% 
〔146〕

表－ 5 筆写本彫物書系絵様雛形意匠内容比較表（史料別）

〈百 分比〉 〈実数〉

渦 文 繰形ヲモ象植物動物人 ？物器物文様景物複合 その他 渦文繰形天象縞物動物人物器物文様景 物複合その他

影勿勿勿余ミミ~1111111111111111g三三主主蕊蕊~111111111111111111 雇三三三彰後傷後饗蕊ぶぷ~II川11111 1 1 111111 1 11111川｜｜｜｜ 防勿勿勿会ミミぶヨ1111111111111111巨三三三宝蕊蕊、、1111111111111111111 匡三三三協後務後蕊ぶ総蕊~1 1111 11 111 11 11111 11 111 11 11111 111 11 1
MAX 
〔459〕

〔146〕



r透彫絵様』 100.0% 
寛延 3(1750）年～寛政元（1789）年頃 〔51〕

『絵様集（甲良本）』
宝暦末（1760）頃

『万ひいな困回全』
宝暦末(1760）頃

r大工雛形』
明和8(1771）年

句会様其外』
安永 7(1778）年

『（門外十七種）』
文化11(1814）年

100.0% 
〔39〕

100.0% 
〔459〕

100.0% 
〔33〕

100.0% 
〔72〕

100.0% 
〔43〕

「（破魔矢絵様）』 100.0% 
文化11(1814）年頃 〔13〕

『番匠秘事 彫もの集』 100.0% 
文政11(1828）年 〔88〕

『（竹中大工道具館蔵本 絵様集）』 100.0% 
文政元（1804）年～安政 3(1856）年頃 〔78〕

『（戸崎支日重伝来 絵様集）』 100.0% 
天保初（1830）頃 〔73〕

『絵本長之巻』 100.0% 
天保(1830）～嘉永（1850）頃 〔106〕

『謂 纂股』 100.0% 
天保(1830）～嘉永（1850）頃 〔14〕

主三三三100:0%
三三三三 〔51〕

〔459〕



『彫物絵 数品』 100.0% 
天保（1830）～嘉永(1850）頃 〔20〕

『拾校掛狭端』 100.0% 
天保（1830）～嘉永(1850）頃 (20〕

『木端絵様』 100.0% 
天保（1830）～嘉永（1850）頃 〔26〕

『（級車会様）』 100.0% 
天保 9(1838）年 〔11〕

『彫絵集』 100.0% 
嘉永4(1851）年 〔31〕

『周~＊＇会』 1 00 . 0%
嘉永4(1851）年 〔4〕

『彫物絵様』
嘉永4(1851）年

100.0% 
〔167]

『番匠秘事 彫もの』 100.0% 
嘉永(1850）頃 〔38〕

『番匠秘事 左官図式』 100.0% 
安政 5(1858）年～明治中（1890）頃 〔35〕

『百窓集』 100.0% 
明治21(1888）年 〔50〕

2.0% 
〔1〕

〔167〕



〈時代区分〉

江戸時代前期 100.0% 
『家作彫物図』 〔118〕

江戸時代中期 100.0% 
「絵様（長谷川本）』～『番匠秘事絵本拘』 〔536〕

江戸時代後期 100.0% 
『透彫絵様』～『番匠秘事彫もの』 〔1386〕

明治時代 100.0% 
『番匠秘事左官図式』～『百窓集』 〔85〕

全 時代 100.0% 
『家作彫物図』～『百窓集』 (2125) 

表 6 筆写本彫物書系絵様雛形意匠内容比較表（時代別）

〈百分比〉

渦文繰形天象植物動物人物器物文様景物複合その他

阪タ勿勿然ミミミヨ1111111111111111~三三宝蕊蕊蕊~rn111111111111111 匡三三三彰後務後級感蕊ぶ~111111111111111 1 11111聞11111111 1

3.1% 5.9%0.9% 
〔65〕〔125〕〔20〕

1.6% 
〔35〕

〈実数〉

渦 文 繰 形 天 象 植 物 動 物 人 物 器 物文様景物複合その他

~ミミ~11 11 1111 1 111 1 111巨三三越~111111111111111111 一一一………~＇＇＇＇＇＇"1111111111川
MAX 
〔2125〕

〔2125〕



表－ 3 き！；材別変遷様式

史 料 巴 図間四国固団四回四町四回目巴図回国国図四四国図固図図圏圏直

時 代 ー↓lr

一同

地
江戸 Hキ代中期 江戸時代後期 ｜， 明治l時代

（衰亡期）（発展期）

木 ぬ

持送り

虹 梁
音E

慕 IJ生

大 j仮束

キオ
手挟

懸魚

鬼板

可F渦文主体
渦文の一部に 部材全flが

v若葉がNく V天象ま には植物

百ヒ二二二ごご：二 国巨＝三三三三三三i
企i両全体が天象または植物j

天象 ー植物 －
V動物の複合

:: : ：：：壇E三~~~~~~三三

v全体が天象または植物 V天象 ・地物 ［~J1勿の綾合

直 三：：：：：：：：：：：三三三三：：：：：：： ：： E三三三三三：：：：：：三三三三三＝三三三：壇匡 ：：：三三三三三三三三

"f'i/!!1と若葉が分自ft "f'i｛；品と若葉が一体化 v天象 ・植物の括合、具象様線写実化

喧 二二二二二＝＝哩 三三：：：：：：：：：：：：：：：：：：
企渦と若葉全体が

天象または植物

可F肩と！同l元に渦付突起付力｜｜
全体がう更象 Jj_~J えが長大イヒ L 、

vまたは組物 ，内i!l!J突起が接す る

一－[Q)== ：：ニ：二＝＝手二ご二二二二二二二ヰ~三三：：：： ：：
... ，村官II彫刻j 企全体がうたー象 植物 1J!)J物の稜合て。左右非対称

カ複合

］ 

肩と脚元に
"f'i向付突起付加 v全体が天象または植物j

古ヒ二二二二二二二こ＝＝二二二二二二＝二：＝＝＝二二二二二二二二二

"f'il!/1文ヱf本 'Y'全体が具象絞機

仁ト一一 →口t

鰭が具
v象模械 v本体が抽象t英機複雑化

石下

天象植物 －
V全体が動物.iii物または天象 里l置すj物の稜合

二二二二~三：：：：：：：：：：三三三三三：：；：三三三三：：：：：： ：：三三三三三三三三三三：：：：：：：： ：：：：：：：： ：：三三三三三三三i盟§~~ ~~：三三

鰭が具
v象模微 可F本体の肩とIJl<llJl:に突起付加

ひ一一一一一E ＝＝＝二ご二二二二二二二二＝＝＝＝＝＝＝＝二二二二二二＝＝＝二二二＝＝＝二二二二二二二三二二二二二二二二二二二二＝＝＝二二

i蔵 考 口，回， 固 圃 は絵様の発展段階を示す。また 一 一 一， 三三三三 はその発展段階が継続していることを示す。


