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第１節 「歓喜院仁王像」の概要と「歓喜院仁王門」の建築

第１項 文化財概要に関する抄録

歓喜院仁王像の文化財概要

名称 歓喜院仁王像（２体）

種別・種類 有形文化財・彫刻

所在地 熊谷市妻沼１６２７（妻沼聖天山）

所有者 宗教法人歓喜院

概要

歓喜院仁王門の左右に立つ阿形像と吽形像の２体である。阿形像は、像高３１３㎝、吽形像は、像高

３１５㎝であり、熊谷市内の仁王像としては最も大きい。平成２３年（２０１１）、東日本大震災の際に

像が傾いたため修復を行った。修復の時点で両像の体内から木製の体内札が発見された。その木札によ

り、万治元年（1658）に、鎌倉の仏師である「雲海」によって製作され、仁王門に安置されたことが判
明した。当両像は、造形上優れており、また、作成年代、仏師等が分かる貴重なものである。１７世紀

の妻沼聖天山を知る上でも重要な歴史資料となる。

両像は、その忿怒の形相で仏敵を払う守護神とされている。一般的には二神一対であり、一体は口を

開いた阿形、もう一体は口を閉じた吽形の形状となる。その筋骨隆々の姿から「金剛力士」と称され、

庶民信仰とも密接に関係を持っている。

平成２９年（2017）３月３１日、熊谷市文化財保護審議会から熊谷市教育委員会へ文化財指定に相応
しいとする答申が出され、同委員会で承認が得られたことにより、同日付けで熊谷市有形文化財（彫刻）

に指定された。

「歓喜院仁王像」の規模

【法 量】 阿形像

像高 313cm 頭幅 36cm 耳幅 38cm 面奥 44cm
面張 32cm 胸奥 65cm 像奥 85cm 像幅 183cm
台座 幅 169cm 奥行き 125cm 高さ 45cm

【法 量】 畔形像

像高 315cm 頭幅 37cm 耳幅 42cm 面奥 49cm
面張 34cm 胸奥 62cm 像奥 78cm 像幅 158cm
台座 幅 170cm 奥行き 121cm 高さ 47cm
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第２項 「歓喜院仁王像」及び体内棟札に関する画像記録

歓喜院仁王像

「阿形」 「吽形」

「阿形」 「吽形」
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歓喜院仁王像体内棟札

阿形体内札（表） 阿形体内札（裏）
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吽形体内札（表） 吽形体内札（裏）
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第３項 「歓喜院仁王像」の保存修理事業

平成２３年（2011）３月１１日の東日本大震災によって多くの文化財が毀損するなど影響は甚大であっ
た。歓喜院仁王像についても同じく、かねてからの老朽化によって像の立脚には幾分かの困難性が含まれて

いたことから、地震により像全体が傾く被害があった。このことによって、同年８月から熊谷市史編さん室

及び仏像研究者の林宏一氏によって仏像調査が実施され、内部解体を端緒とした像の保存修理への検討が進

められた。その後、東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻・辻賢三教授が保存修理を担当するこ

ととなり、同氏の神奈川県鎌倉市の工房で着手された。仁王像２体は各部位に解体され、工房に搬入された

後、平成２３年（2011）１２月１０日～平成２４年（2012）１１月２４日の工期で当事業が竣工した。仏
像本体と台座を含む総体的な保存措置が行われた。当初の体内札と合わせて、新たな記録札を封入し、現地

に還御した。保存修理事業内容については以下の工程において実施された。

【保存修理事業工程】

国登録有形文化財「歓喜院仁王門」

正面左右に仁王像が安置されている。

①修復前の状態を調査、写真撮影を行った。

②像・台座共に毛棒、水、エタノール、リグロイン、アセトン、アンモニア等により

クリーニング作業を実施した。

③像は寄木部の接ぎ目の接合が緩みを生じている為、部分的に解体修復を実施した。

④木部の強化をパラロイドＢ７２で実施した。

⑤接ぎ目の接合・頭部・本体亀裂部はエポキシ樹脂で接合し、補修した。

⑥小欠失（手・足・体の一部・裳・天衣の一部等）を櫓材で復元した。

⑦彩色部分はパラロイドＢ７２で剥落止めを行った。

⑧修復箇所は顔料で補彩し、古色仕上げとした。

⑨台座は側面の木彫部をパラロイドＢ７２で強化した。天板は裏側から檜材で補強

し、足元の強化を図った。また、小動物の侵入を防ぐため、左側面と後面を檜板で覆

った。

⑩修復後の写真撮影を行った。
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第４項 国登録有形文化財「歓喜院仁王門」の建築

歓喜院仁王門は、妻沼聖天山参道の終点、本殿への入口に建つ、五間三戸の十二脚門で、屋根は入母屋造、

瓦棒銅板葺である。構造は構造形式で木造平屋建、銅板葺、建築面積は、74.82㎡。五間三戸の十二脚門で
ある。明治２４年（1891）、強風によるイチョウの倒木の下敷きとなり、倒壊し、同２７年（1894）に再建
された。明治２５年（1892）の上棟式の名簿や明治２７年（1894）までの帳簿類等が残されており、昭和３
年（1928）の『妻沼町誌』によると、棟梁は林門作と記されている。中央に大勲位小松宮彰仁親王筆の額を
掲げ、仁王門の入口両脇には当初建立時の頃に制作された仁王像が安置されている。門裏側には八坂神社神

輿が収蔵されている。なお、仁王門再建の寄進者の石碑が貴惣門の前に建てられている。昭和５７年（1982）
に屋根の一部補修を実施した。

仁王門の東面及び西面の梁行桁行の形状は同様であり、東側に仁王像が安置されている他は均一感のある

柱及び頭貫の配置が見られる。中央の経路に接する上部の妻虹梁には軽微な彫刻が施されていると共に、そ

の左右内側には、籠彫りの技法が用いられた鳥と植物の彫刻が表現されている。頭貫の各部には蟇股が配置

されている。木鼻と手挟みが四方の角の上部に置かれ、簡潔な意匠となっている。左右前後の垂木と地垂木

は壮麗な屋根を下支えし、安定した構造を維持している。南北の唐破風内には懸魚が置かれ、その奥に笈形

などが付属している。

歓喜院仁王門は、重要文化財「歓喜院貴惣門」から始まり熊谷市指定有形文化財「四脚門」を経て国宝「歓

喜院聖天堂」に至るまでの参道の第三の門に位置し、他の文化財建造物に比べ、建立時期は新しいものの、

高度な建築技術が表出された風格を感じることができる。再建の建立に際して、多くの庶民からの寄付も集

められ、庶民信仰の表れとしての建築遺産としても評価できる。

（上左・上右画像）

本殿前の西側から歓喜院

仁王門を望む

（左図）

歓喜院仁王門立面図

- 7 -



第２節 妻沼地域における文化財仏像群の概要

第１項 熊谷市指定有形文化財（彫刻）「三十三体観音像」

名称：熊谷市指定有形文化財（彫刻）「三十三体観音像」

所在地：大龍寺（熊谷市葛和田 898）
概要：

大龍寺は、慶長１０年（1605）、熊谷次郎直実が開基した熊谷寺の再建に関わった幡随意上人が創建した
と伝えられる浄土宗の名刹である。三十三体観音像、製作年代が江戸時代初期と推定されている。当初、仏

像は境内の観音堂に安置されていた後、現在は本堂右側に安置されている。作者は不詳であるが、各仏像か

らは形態美が垣間見え、表情は穏和な印象を受ける。ともに光沢感があり、ほぼ完形で保存されている。

江戸時代において一般庶民の中で西国、秩父、坂東などの三十三観音霊場巡拝が流行していた。その参拝

が出来なかった人々のために三十三観音を祀ることで祈願の場を設けたことが発祥とされている。地域の観

音信仰の隆盛とともに、寺院における多くの仏像製作が進められていたことを示す資料であると評価できる。

第２項 熊谷市指定有形文化財（彫刻）「蔵王権現像」

名称：熊谷市指定有形文化財（彫刻）「蔵王権現像」

所在地：曽登神社（熊谷市妻沼台 1250-2）
概要：

妻沼地域の台に位置する曽登神社に安置されている「蔵王権現像」で、

桧材、寄木造り、高さ 40cm、胴まわり 16cm、岩座 22cmで、右手に三鈷
を握り、左手は広げて腰を押さえ、左手を上げた形をしている。室町初期

の運慶系仏師の作と推定される。明治４１年（1908）、白山神社に合祀さ
れたが、地元の人々の要請により現在地の蔵王殿に移された。蔵王権現の

発祥として理解される「役（えん）の行者」は、奈良時代の山岳呪術者で、

修験道の祖、本名を役小角（えんのおづの）と称されている。大和国葛城

山に住んで仏教（密教）を修行し、吉野の金峰山、大峰などを開いたとさ

れ、行者は魔障降伏の祈願を立てて、金峰山に一千日山籠りをし、遂に魔

忿怒の相をした「蔵王権現」を感得したと伝えられている。本像は躍動感

のある彫りが特徴で、彩色の保存も良好である。
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第３項 熊谷市指定有形文化財（彫刻）「風神・雷神」

名称：熊谷市指定有形文化財（彫刻）「風神・雷神」

所在地：玉洞院（熊谷市妻沼 2404）
概要：

妻沼聖天山の北側に位置する玉堂院は、臨済宗円覚寺派寺院で１５世紀中盤の室町時代中期に開基したと

伝わる。旧来は同院の観音堂山門に安置されていた二体の仏像彫刻が「風神・雷神」である。木造りで像高

1.78ｍ、眼光するどくして焰髪、風神は、風袋を背負い、雷神は、鬼の様な姿で褌をまとい、太鼓を輪形に
背負い手に「桴」（ばち）を持っている。木肌の彫り（刀法）が実に雄渾に仕上げられている作品で、彩色は

褪せているが迫力のある彫りは秀逸である。現在は本堂内に安置され、仏像全体の保存が行われている。寺

伝によれば正長年間（1428）室町時代の傑作といわれ、浅草雷門の風神・雷神はこの像を参考に制作された
という伝承が残されている。

風神 雷神

第４項 熊谷市指定有形民俗文化財「僧形庚申塔」

名称：熊谷市指定有形民俗文化財「僧形庚申塔」

所在地：長慶寺（熊谷市西城 93-1）
主尊は、僧形の庚申で、上部に二鶏（二羽り鶏）、腰部の左右に二匹の猿が配さ

れている。主尊は一身四臂（四体の腕）で、中央で合掌、他の二臂は剣と三鈷叉

を持っている。寛文元年（1661）、他地域の庚申講により建立されたものを現在
地に移したと伝えられている。庚申塔の造塔が広まったのは寛文初期からとされ

ており、僧形の庚申塔としての埼玉県内での類例は少ない。妻沼地方に庚申信仰

が庶民に広まったのは、石造物の残存状況などから寛文年間以後と考えられてお

り、それ以降において変化に富み応用された庚申塔が造立されるようになった。
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例言

・本報告書は熊谷市指定文化財「歓喜院仁王像」及び妻沼地域の文化財仏像群に係る関連資料に対する調査

研究の成果について執筆・編集したものである。

・報告内容は平成２８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、仏像の概要及び画像を含む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歓喜院代表役員の鈴木英全院主及び各寺院関係者からの御協力を頂戴した。

調査に際して熊谷市史編さん室、林宏一氏、新井端氏からの御教示を得た。感謝申し上げる次第である。

著者：山下祐樹（熊谷市立江南文化財センター）

（YAMASHITA YUKI KUMAGAYA City KONAN Cultural Properties Center）
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― 埼玉県熊谷市・妻沼聖天山「歓喜院仁王像」と妻沼地域の仏像文化財をめぐって ―

著者：山下祐樹（熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センター）
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