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第１節 「常光院」の歴史と建造物の概要

第１項 中条氏と常光院の歴史

熊谷市上中条にある常光院は比叡山延暦寺直系の天台宗別格本山であり、龍智山毘慮遮那寺常光院と称されて

いる。長承元年（1132）、藤原鎌足を祖とする藤原系中条氏、武蔵国司判官の藤原常光公が当地に下向し、公文所
を建て、豪族白根氏との婚姻により「中條」（中条）の地名を姓として土着、館を構えて政務に精励した。保延３

年（1137）５月１日に死去し、館の東に葬られ近年まで「常光塚」（権現山古墳）としてその形状が残されていた。
常光の孫の中条出羽守藤次家長は、石橋山の合戦に際して源頼朝に従い、その後の信任が厚く、関東武士では

唯一「貞永式目」の制定に参画した。常光は評定衆として鎌倉に住んだため、自分の中条館を寺とし、五町余歩

の土地を維持費として付したとされる。建久３年（1192）、常光は祖父常光公及び殉死した愛童の菩提を弔うため、
比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、祖父の名を冠した常光院を開基したことが当寺の始原とされる。

開基以来、綿々と寺院の継承が続き現在では第４１世を数えている。この間、徳川家康は慶長９年（1604）に
朱印三十石、除地二十石、合計五十石の寺領を与え、文禄３年（1594）には忍城主松平忠吉（家康の四男）が成
田氏建立の下忍清水に所在した「聖天院」を廃して常光院へ合併し、聖天院跡地を家臣小笠原半右衛門に屋敷と

して与えた代替地として、上中条地内の田畑二町歩を常光院へ委譲したことが伝えられている。

常光院は、開基以来、延暦寺直系の天台宗に属し、特に梶井宮門跡（現・三千院門跡）の令旨と、その御紋章

「梶竪一葉紋」を与えられ寺紋とし、現在の建造物の各所にもその紋が施されている。徳川幕府からの寄進も多

く、寺格も関東県内では有数の高位にあり、比叡山関連の寺職も任じられ、広大な寺領を上中条地内を含め周辺

の地域に有していたとされるが、明治時代における農地解放により、現在の境内地を残して一切の所領地が解除

されるなどの影響を受けている。

常光院が所有する文化財も多く、重要文化財「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」は、浄土図と来迎図を組み合わせ

た特殊な構成を示す作品であり、両面上部から浄土図を描き、正面向きの阿弥陀如来と聖衆の来迎を表し、最下

段左右に同寺院の祖、中条氏と思われる男女の姿が描かれている。鎌倉時代後期の特殊な形式の浄土教絵画とし

て貴重であると評価されている。その他に、熊谷市指定文化財「家康像」や「天海像」、本堂の一部を構成してい

る熊谷市指定文化財「桐戸の絵」などを所有している。

本尊は「釈迦三尊」であり、熊谷厄除大師の名でも知られているが、霊場として「武蔵国十三仏霊場十三番」、

「関東百八地蔵尊霊場十六番」、「関東九十一薬師霊場三十八番」などに数えられている。

第２項 常光院境内の建造物に関する概要

常光院境内は中条氏の中世武士居館遺構となる土塁や堀も残存しており、貴重な歴史遺産として埼玉県指定記

念物（史跡）となっている。境内西側には墓地を有し、全体を含めて 18,000坪（約59,500㎡）の境内敷地があ
る。境内中央部には元禄４年（1691）に再建の木造平屋建書院造り茅葺き、150坪（約495㎡）の規模の本堂を
はじめ、寛文１２年（1672）改築の木造平屋根建破風造り瓦葺きの玄関、元禄１５年（1702）に書院として建立
された後に、明治２８年（1895）に庫裡を除去してその跡地へ改築した木造二階建瓦葺きの客殿兼庫裡の他、天
和３年（1683）に建立されたと伝わる鐘樓堂、上・下門、書院、茶室など大小１５棟の建物を保有している。
境内西側には歴代住職の墓が所在し、その奥に宝篋印塔３基が建ち並んでいる。これは徳川幕府草創期の譜代

武将として知られる天野氏の墓であり、近隣の忍城代を務めた天野忠重、忠詣、忠顕各代が葬られている。この

宝篋印塔を含む墓地については熊谷市指定史跡となっている。天野氏の墓地としてこの地を供している点からも

当時の政治権力による崇敬の状況を知ることができる。
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第３項 文化財指定に関する抄録

常光院本堂

①名称 常光院本堂（じょうこういんほんどう）

②種別・種類 有形文化財・建造物

③所在地 熊谷市上中条１１６０（常光院）

④所有者 宗教法人常光院 代表役員・小久保彰田

常光院本堂 茅葺屋根下の梁の状況

常光院本堂位置図
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概要（熊谷市教育委員会議案資料）

熊谷市上中条にある常光院は比叡山延暦寺直系の天台宗別格本山であり、龍智山毘慮遮那寺常光院と称されて

いる。長承元年（1132）、藤原鎌足を祖とする藤原系中条氏、武蔵国司判官の藤原常光公が当地に下向し、公文所
を建て、豪族白根氏との婚姻により「中條（中条）」の地名を姓として土着し、館を構えて政務に精励した。

常光院本堂は、元禄４年（1691）に木造平屋茅葺屋根の本堂が再建され、その前の寛文１２年（1672）に唐破
風の大玄関が再建されたと伝わる。熊谷市教育委員会の調査により、本堂より発見された棟札には「飯堂」と称

される建造物の新造の建立年が記されており、貞享４年（1687）との銘が残る。本堂との関係については不明で
あるが、これは同時期に本堂または新造された建造物の存在を示すものである。建築様式は、方丈建築の寄棟茅

葺、屋根構造は和小屋構造、大きさは正面22.5ｍ×側面17.9ｍである。屋根構造は竹または丸太の垂木の上に杉
皮で覆い、縄、針金の類を用いて茅を葺く方法が用いられている。

常光院本堂は中条氏及び古刹常光院の歴史的経過を今に伝える貴重な建造物として保存されており、内部意匠

や建築技術の水準など特筆すべき点も多い。また、調査によって判明した内部の梁構造の特色や、長年にわたっ

て茅葺の葺き替えを実施しながら現在まで壮観な屋根構造を維持している点などは、熊谷地域の社寺建築を考証

する上で歴史的意義を有するものである。

上中条地区のみならず熊谷地域における平安時代以降の歴史や文化を考える上で、常光院の存在価値を明らか

にする意味においても、常光院本堂は本市文化財にふさわしいと考えられる。

常光院境内門前に建立された中条氏館跡に関して説明する石碑の板面。

境内の池を前庭として複数の建造物が配置されていることが分かる。
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第２節 「常光院本堂」の概要と建築技法をめぐる考察

第１項 常光院本堂の建築概要

常光院本堂は、元禄４年（1691）に木造平屋茅葺屋根の本堂が再建され、寛文12年（1672）に唐破風の大玄
関が再建されたと伝わる。熊谷市教育委員会の調査により、本堂より発見された棟札には「飯堂」と称される建

造物の新造の建立年が記されており、貞享４年（1987）との銘が残る。本堂との建立関係については不明である
が、同時期に本堂または新造された建造物の存在を示すものである。建築様式は、方丈建築の寄棟茅葺、屋根構

造は和小屋構造、大きさは正面×側面、22.5ｍ×17.9ｍである。屋根構造は茅葺きで、竹または丸太の垂木の上に
杉皮で覆い、縄、針金の類を用いて茅を葺く方法が用いられている。本堂の茅葺において最も厚さがある部位は

軒先近くで約６０㎝あり、前方の入口付近が突出した形状となっている。本堂正面右側の唐破風造りの建造物は

かつて、大玄関として使われており、格式の高い武家や名主がここから本堂に出入りしていたと言われている。

本堂建築の特徴としては、本堂の中心は大師堂、内陣、中陣による６部屋で構成されている。北西部に当たる

大師堂は祈祷やお祓いを行う場所である。中央北側の内陣は御本尊を安置し、死者への供養を行う場所である。

御本尊には釈迦如来、脇侍には文殊菩薩と普賢菩薩が祀られている。中央の縁側沿いに位置する中陣は、中央の

壇で住職・僧侶達による宗教儀式が執り行われ、御本尊への祈祷などを行う場所である。本堂内の東側には熊谷

市指定文化財（有形文化財・絵画）「桐戸の絵」があり、本堂建築の一部を構成している。「桐戸の絵」は、桐板の

帯戸１８枚の両面に意匠を凝らした山水花鳥の絵が水墨で描かれている。この桐戸は寛政元年（1789）の大洪水
と文化９年（1812）の大震災で被害を受けた本堂の戸障子を新規に制作したと伝わることから、江戸時代後期に
おける増補物品であると推定される。

桁行・梁間断面図からの把握できる本堂の特色としては、屋根の組工法にある。一般的な茅葺屋根の小屋裏は、

２本の丸太を棟で交差させ、梁の両端に差し込む「又首（さす）構造」であり、「和風トラス構造」と呼ばれるが、

常光院には桁の部分に又首の形跡が無く、「和小屋構造」と呼ばれる小屋梁の上に木材を束状で組み入れる方法が

採られている。この方法による脆弱性が経年の構造変化の要因ともなり、一部構造上の補強を行うために、平成

２８年（2016）に貫の補整と筋交いを組み入れる補修工事が実施された。また、ものつくり大学横山研究室の調
査によると、小屋裏の組材には館であった時に使われていた古材が転用されていると推測され、柱古材の転用で

あると考えられる痕跡が発見されている。貫には手斧

（ちょうな）で加工された痕跡も見つかった。この加工

跡からの類推として「蛤刃」と呼ばれる削り器で加工さ

れた可能性が高く、当時の建築技術が反映されている。

これらの点を踏まえると、常光院本堂は小屋組み材にお

いて平安期の部材を一部転用していると考えられ、平面

空間も方丈建築の間取りとなっていることから、鎌倉期

建築の様相を一部に含み、江戸時代において部材を生か

して再建築されたと推定できる。また、旧来からの寺院

建築の資材入手法と同様に、境内地にあった欅、杉、竹

などの木材を改築の資材として用いて建立されたと考

えられる。

茅葺屋根下の梁の状況
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第２項 常光院本堂の調査研究及び測量図面

平成２７年（2015）６月から平成２８年（2016）３月に掛けて、ものつくり大学横山晋一研究室が実施した本
堂の現状調査及び図面製作調査によって、本堂の建築的な全体像だけでなく技法や細部の意匠などが明らかにな

った。本項では調査成果である建造物内外及び須弥壇等の測量図面を掲載し、常光院本堂の建築的意義と、信仰

の拠点としての建造物の地域性を認識したいと考えている。
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（測量調査・図面作成：ものつくり大学建設学科・横山晋一研究室）
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第３項 常光院本堂の復原考察と評価

ものつくり大学横山研究室では、本堂の現状図面調査・作図を行う一方、復原考察を行い、建物改変痕跡や類

例調査を元に、復原図面制作を実施した。その調査の中で、現住職からの聞き取りにより、常光院本堂は平成４

年（1993）に大規模な耐震補強工事が行われたことが分かった。この調査における検討内容を参照すると、西脇
陣大師堂が旧来箇所より移動し現在の脇陣空間となった点、北側背面下屋（倉庫・便所）及び西側側面下屋（倉

庫）は後補増築となっている点、前面縁板の高欄などが後補設置となっている点が挙げられる。これらを建築調

査の成果情報は本堂の増築の歴史に関する知見となり得る。この点に加えて、境内に所在する山門などの建造物

群との比較検討については今後の調査における要点となる。

図１ 常光院本堂平面図（ものつくり大学横山研究室）

図２ 常光図 桁行断面図（ものつくり大学横山研究室）
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画像：常光院屋根裏・梁状況

以上の調査による情報から分かるとおり、常光院本堂は中条氏及び古刹常光院の歴史的経過を今に伝える貴重

な建造物として保存されており、内部意匠や建築的技術の反映など特筆すべき点も多い。また、建築調査によっ

て判明した内部の梁構造の特色や、長年にわたって茅葺の葺き替えを実施しながら現在まで壮観な屋根構造を維

持している点などは、熊谷地域の社寺建築を考証する上での歴史的意義を含むものである。上中条地区における

平安時代以降の文化的、歴史的変遷の中で、常光院の存在価値を明らかにする建造物としても、常光院本堂は本

市文化財としての価値を有していると推測できる。

また、本建造物は建築的に意義深い構造であるという評価を有するとともに、常光院という寺院信仰の場所と

捉える中で地域との関わりを知ることができる歴史資料に位置付けられる。一例として建造物の部材に用いられ

た樹木や茅については、境内の樹木とともに地域住民が有していた巨木や湿地植生の提供があったとの伝承があ

り、建造物を通しての地域共同体の中で育まれてきた関係性の醸成という観点も着目する必要がある。これはま

さに建造物保存の変遷そのものであると形容できる。今後、関連資料も含めた調査の中で、常光院本堂が現在に

引き継がれてきた地域からの原動力という側面も重要な研究対象になると考えられる。本論がその下地となるこ

とを願いつつ、著者自身の課題として提起しておきたい。
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資料編１ 常光院本堂画像集

常光院本堂正面

常光院本堂正面入口
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唐破風大玄関

常光院本堂西方から斜めに望む
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茅葺屋根及び野地板

常光院本堂内部
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常光院本堂西面

常光院本堂東面
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常光院本堂北面と北池

常光院の所在する中条氏館跡を外周する堀
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中条氏館跡・常光院本堂での火災防御演習・初期消火訓練（2014年）

中条氏館跡・常光院本堂での火災防御演習・負傷者搬出訓練（2014年）
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資料編２ 常光院本堂に関する史料記載

資料１ 『新編武蔵風土記稿』での記載

出典：『新編武蔵風土記稿』

上中條村（上中条村）の項目

（上中條村）常光院

天台宗、東叡山末、龍池山廬舎那寺と號す、古へは何れに属せし寺なりや、永禄三年より梶井宮の末に属せし

由、今も其文書を蔵せり、その文中に寄栖郡龍智山と記せば、後に智を池の文字に改めしならん、寄栖は埼西

なるべし、其後東叡山御建立ありて、今の如くなれり、寺領三十石は慶長九年御朱印を附せらる、本尊釋迦の

三尊を安す、開山金海開基は中條判官常光といへり、よりて院號とせりと、されど中條のこと卒名も傳へざれ

ば、其事蹟を詳にせず、當寺元は下忍村清水と云所にありて、聖天院と號せしと云、既に天正十八年太閤より

與へし禁制の文中に、武蔵國忍の内清水正傳院とあり、この正傳は全く文字を假借して記せしなるべし、其後

文禄三年當所に移され、左中将忠吉卿より地を賜はりし時、家臣小笠原三郎左衛門より寺西藤五兵衛・小泉彌

三の兩人へ出せし證文に、下忍聖天院と記せり、其後今の院號に改めしなれば、中條判官常光の開基にして、

院號もそれによりて銘すと云は疑しきことなり、所蔵の文書左の如し、

武蔵國崎栖郡龍智山之事、可爲當門之末寺旨所定置如件

永禄三年正月三日 天台座主二品親王 花押

武蔵國忍之内清水 正傳院末寺共

禁制

一軍勢甲乙人等濫妨狼藉事、

一放火事、

一對寺家門之輩非分之儀申懸事、

右之條々堅令停止訖、若於違犯之族者、速可被處厳科者也、

天正十八年五月日 御朱印

下忍聖天院屋敷小笠原半右衛門御給之内に出し候、爲其替地於上中條之郷中に、野畑貮町彼御坊之方渡可被申

候者也、仍如件

年卯月朔日 小 三左衛門 花押

寺西藤五兵衛殿

小泉彌三殿

山王社、辨天社、稲荷社、千形社、櫻社。

三佛堂。三尊彌陀釋迦を安ず。

鐘楼。天和年中鋳造の鐘なり。

中條判官墓。境内にあり、碑銘あれど事實に益なければ取らず、尤石理も新しく、年代ものせず。
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資料２ 『常光院栞』での記載

出典：『常光院栞』「常光院縁起」（読解文）

（縦書き表記を一部横書きに適宜書き換えた。）

資料編３ 重要文化財「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」概要

常光院が所蔵する「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」は、浄土図と来迎図を組み合わせた特殊な構成を示す作品で

あり、両面上部から浄土図を描き、正面向きの阿弥陀如来と聖衆の来迎を表し、最下段には宝地段が描かれ、そ

の左右に同寺院の祖、中条氏と思われる男女の姿が描かれている。鎌倉時代後期の特殊な形式の浄土教絵画とし

て貴重であると評価され、平成２５年（2013）６月１９日の官報告示により、同日付で国の重要文化財に指定さ
れた。

本作品は、鎌倉幕府の御家人中条氏の館跡に建つ天台宗の古刹常光院に伝来するもので、寺伝によると「恵心

僧都真筆浄土来迎曼陀羅」と称す仏教画であるが、常光院開基の年代、作風及び構図から鎌倉時代後期の作品で

あると推測される。

両面中央に大きく阿弥陀三尊、地蔵・龍樹の二比丘形と、以下二十五菩薩が正面向きに乗雲来迎する様子を描

長承元年（1222）藤原鎌足十六代目の子孫である判官藤原常光公が、武蔵国司に任ぜられて下向し、当地に
公文所を建て、土地の豪族白根氏の娘を要り「中條」の地名を姓として土着、館を構えて政務に精励したが、

保延三年（1227）五月一日病没された。遺骸は館の東に葬られ近年まで常光塚（権現山古墳）として残ってい
た。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、十六歳にて石橋山の合戦には既に頼朝公に直従していて信任が厚

く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画し、評定衆（現在の閣僚）として鎌倉に住んだため、自分の中條

館を寺とし、五町余歩の土地を維持費として付し、祖父常光公及び殉死した愛童の菩提を弔うため、比叡山か

ら天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年（1192）開基したのが龍智山盧遮那寺常光院である。爾来法燈連綿
として第四十一世を数え、この間徳川家康公は慶長九年朱印三十石、除地二十石、合計五十石の寺領を賜り、

文禄三年（1594）には忍城主松平忠吉（家康の四男）が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併
し、聖天院跡地を家臣小笠原半右衛門に屋敷として下賜されたときに、その屋敷の替地として上中條地内の田

畑二町歩を常光院へ付せられた。合併の際の聖天院什物の一切が常光院へ搬入され、この中に太閤秀吉の禁制

礼等があったために、後の新編武蔵風土記では、聖天院を上中條へ移して常光院としたと誤って記されたもの

と思われる。このときの聖天院は、常光院第十世住職澄舜法印が兼務していたことに因るかも知れない。

常光院は、開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡（現三千院門跡）の令旨と、その御紋章「梶

堅一葉紋」を下賜されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇を与えられ、東

叡山の伴頭寺とされてきたが、明治維新及び農地解放により五〇〇〇坪の境内地を残して一切を失い、元禄十

五年（1692）再建の木造平屋建書院造り茅葺き一五〇坪の大本堂、寛文十二年（1672）改築の木造平屋根建
破風造り瓦葺き十万石格式十八・五坪の大玄関、元禄十五年（1702）書院として建立。明治二十八年前庫裡を
除去してその跡地へ改築した現客殿兼庫裡木造二階建瓦葺き六十坪の他、天和三年（1683）建立の鐘棲堂、上・
下門、書院、茶室など大小十五棟の建物を保有し、この維持管理に窮している。その反面水田地帯の真ん中に

古木の平地林、山王社の鳥居は本格的な山王鳥居として関東では珍しく朱塗りが映え、埼玉県指定の「ふるさ

との森」の中には全国で初めてという巴蕉翁三百忌を偲ぶ四基の連句碑、本格的な三十六歌仙句碑など大小の

句碑が建ち並び、最近では境内散策の俳句寺として親しまれている。
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き、背景には極楽浄土の宝楼閣を描いた光景がある。外陣の区切りがある他、左側に烏帽子・直垂姿の武人２名、

右側に剃髪姿の婦人２名が合掌念仏する姿が描かれている。

この図は、鎌倉時代に盛んに行われた阿弥陀二十五菩薩来

迎図の一例である。背景においては、極楽浄土の宝楼閣の光

景を大きく描き、画面下方に４人の人物を配している構図は

例がない。これらの図柄の原典は不明であるが、浄土変相図

（浄土の様子を描いたもの）と来迎図（阿弥陀仏が人々を浄

土に迎えるために人間世界に下降するようすを描いたもの）

を合成した特殊な画面構成となっている。主尊の阿弥陀は、

截金（きりかね・金箔の貼り付け）により金色に施され、他

の聖衆は一部截金を用いた極彩色が塗られている。宝楼閣の

光景も細部まで入念に描き込んだ格調の高い出来映えを見

せており、鎌倉時代後期仏画の代表例として貴重な作品であ

ると評価できる。

なお、画面下方の４人の人物は後世の補筆と認められるが、

寺伝によると、現在画面に見られる３人の人物のうち、下段

の２人を常光院開基中条家長（1236年没）の祖父常光夫妻、
上段の女人は養母近衛局であるとされている。

形状は絹地に描かれた絵であり、製作当時より掛軸に表具

をされた上で保管されている。一幅、縦178.0ｃｍ×横116.0
ｃｍのサイズであり、昭和４５年３月３０日に県指定の有形

文化財に指定された。現在は、埼玉県立歴史と民俗の博物館

にて保管されている。

（参考：埼玉県立博物館『さいたまの名宝 国宝・重要文化財』1991年）

市報くまがや「文化財連載記事」絹本著色阿弥陀聖衆来迎図（2013年7月号）
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資料編４ 文化財指定に関する掲載記事

熊谷市文化財指定記念

「常光院本堂」解説会

平成３０年（2018）６月９日開催
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て執筆・編集したものである。

・報告内容は平成２９年度熊谷市文化財保護審議会における文化財指定に関する審査資料を下地として加筆修正

を行い、その他、画像及び関連資料を追加したものである。

・報告書における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によって得た知見を暫定的に記した内

容も含まれている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。

・報告書の作成にあたり宗教法人常光院代表役員・小久保彰田住職からの御協力を頂戴した。調査に際しては、

ものつくり大学教授の横山晋一氏からの御教示を得た。感謝申し上げる次第である。
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― 埼玉県熊谷市「常光院本堂」の建築概要と建造物保存の変遷をめぐって ―
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