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１．北野天満宮 H30.4.23 

  右大臣菅原道真が左大臣藤原時平の讒言にあって左遷され、延喜３年(903)に太宰府で 

 没した後、都では落雷などの災害が相次いだ。これが道真の祟りだとする噂が広まり、御 

 霊信仰と結びついて恐れられた。そこで没後 20 年目、朝廷は道真の左遷を撤回して官位 

 を復し、正二位を贈った。 

 

  永延元年(987)に初めて勅祭が行われ、一条天皇から「北野天満宮天神」の称が贈られ 

 た。正暦 4 年(993)には正一位・右大臣・太政大臣が追贈された。以降も朝廷から厚い崇 

 敬を受け、二十二社の一社となった。以来、北野天満宮は幕末の神仏分離令まで三陰家 

 （松梅院など）の社僧が、代々神官を務めた。 

 

  中世になっても菅原氏・藤原氏のみならず足利将軍家などからも崇敬を受けた。だが、 

 当時北野天満宮を本所としていた麹座の麹製造の独占権を巡るトラブルから文安元年( 

  1444)に室町幕府の攻撃を受けて天満宮が焼け落ちてしまい、一時衰退する（文安の麹 

 騒動）。 

 

  天正 15 年(1587)10 月 1 日、境内において豊臣秀吉による北野大茶会が催行された。 

  江戸時代の頃には道真の御霊としての性格は薄れ、学問の神として広く信仰されるよ 

 うになり、寺子屋などで当社の分霊が祀られた。 

 

  明治 4 年(1871)に官幣中社に列するとともに「北野神社」と改名する。「宮」を名乗る 

 ためには祭神が基本的には皇族であり、かつ勅許が必要であったためである。天満宮の 

 呼称が復活したのは、戦後の神道国家管理（国家神道）を脱した後である。 

 

   

北野天満宮 拝殿（国宝）         北野天満宮 中門（重文） 
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２．妙心寺  H30.4.23 

  京都の禅寺は、五山十刹（ござんじっさつ）に代表される、室町幕府の庇護と統制下 

 にあった一派と、それとは一線を課す在野の寺院があった。前者を「禅林」または「叢林」 

 （そうりん）、後者を「林下」（りんか）といった。妙心寺は、大徳寺とともに、修業を 

 重んじる厳しい禅風を特色とする「林下」の代表的寺院である。 

 

  妙心寺は応仁の乱（1467 年、1477 年）で伽藍を焼失したが、六祖雪江宗深の尽力に 

 より復興する。住持の期間を 3 年と定め、その 4 人の法嗣、景川宗隆、悟渓宗頓、徳芳禅 

 傑および東陽英朝は亡きあと、交代で妙心寺の住持を務めてそれぞれ妙心寺四派の龍泉 

 派、東海派、霊運派および聖澤派の祖となった。各々の派は現在まで続いており、妙心寺 

 派の寺院はすべて四派のいずれかに属している。 

  永正 6 年(1509)、後柏原天皇から紫衣勅許の論旨を得る。この勅許状には大徳寺と位 

 が等しい旨が記されており、これをもって妙心寺は大徳寺から独立したとみなされてい 

 る。悟渓宗頓に帰依していた利貞尼が仁和寺領の土地を購入して妙心寺に寄進し、境内が 

拡張された。 

 

  その後の妙心寺は戦国武将などの有力者の援護を得て、近世には大いに栄えた。 

 

   

妙心寺 三門（重文）          妙心寺 仏殿（左）と法堂（右） 

 

 

３．仁和寺  H30.4.23 

  仁和寺（にんなじ）は、平安時代初期、光孝天皇の勅願で仁和 2 年(886)に建て始めら 

 れた。光孝天皇は寺の完成を見ずに翌年崩御し、遺志を引き継いだ宇多天皇によって仁和 

 4 年(888)に落成した。当初「西山御願寺」と称され、やがて年号をとって仁和寺と号し 

 た。 
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  宇多天皇は出家後、仁和寺伽藍の西南に「御室」（おむろ）と呼ばれる僧坊を建てて住 

 んだため、「御室（仁和寺）御所」の別称がある。仁和寺の初代別当は天台宗の幽仙であ 

 ったが、宇多天皇が真言宗の益信を戒師として出家したのを機に、別当を同じ真言宗の 

 観賢に交替させて真言宗の寺院として定着。その後は宇多天皇の子孫が別当を務めてき 

 た。11 世紀に三条天皇の皇子である性信が別当の上に新設された検校に任じられて以後 

 は、皇族の子弟が入る寺院とみなされるようになった。 

 

  仁和寺はその後も皇族や貴族の保護を受け、明治時代に至るまで、覚法親王など皇子 

 や皇族が歴代の門跡（住職）を務め、門跡寺院の筆頭として仏教各宗を統括していた。 

  室町時代にはやや衰退し、応仁の乱（1467 年―1477 年）で伽藍は全焼した。応仁の乱 

 の最中、本尊の阿弥陀三尊像は持ち出され、焼失を免れた。仁和寺が本尊と共に、双ケ丘 

 の西麓へ移された時期があった。 

 

  近世になって、寛永年間（1624 年―1644 年）、徳川幕府により伽藍が整備された。ま 

 た、寛永年間の皇居（京都御所）建て替えに伴い、旧皇居の紫宸殿、清涼殿、常御殿など 

 が仁和寺に下賜され、境内に移築されている（現在の金堂は旧紫宸殿）。 

   

仁和寺 金堂（国宝）           仁和寺 宸殿一の間 

 

仁和寺 五重塔（重文） 
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４．金閣寺（鹿苑寺）  H30.4.23 

  鹿苑寺（ろくおんじ）は、京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺。建物の内外に金箔を 

 貼った 3 層の楼閣建築である舎利殿は金閣、舎利殿を含めた寺院全体は金閣寺として知 

 られる。舎利殿は室町時代前期の北山文化を代表する建築であったが、昭和 25 年(1950) 

 に放火により焼失し、昭和 30 年(1955)に再建された。 

 

  応永 4 年(1397)、室町幕府第 3 代将軍足利義満が河内の領地と交換に西園寺を譲り受 

け、改築と新築によって一新した。この義満の北山山荘は、当時「北山殿」または「北山 

第」と呼ばれた。応永 15 年(1408)に義満が死亡すると、子の義持は北山第に住んでいた 

異母弟義嗣を追放して自らここに入ったが、翌 16 年(1409)には北山第の一部を破却して 

三条坊門第に移った。 

  

  その後、義満の妻である北山院日野康子の御所となっていたが、応永 26 年(1419)に北 

山院が死亡すると、舎利殿以外の寝殿等は解体され、南禅寺や建仁寺に寄贈された。 

  応永 27 年(1420)に北山第は義満の遺言により禅寺とされ、義満の法号「鹿苑院殿」か 

 ら鹿苑寺と名付けられた。 

 

  応仁の乱では、西軍の陣となり建築物の多くが焼失したが、江戸時代に主要な建物が 

 再建され、舎利殿も慶安 2 年(1649)に大修理された。明治維新の廃仏棄釈により、寺領の 

 多くが返上されて経済的基盤を失ったが、当時の 12世住職宗承一により明治 27年(1894) 

 から庭園および金閣を一般に公開すると共に拝観料を徴収して寺収入を確保した。 

 

   

金閣寺 舎利殿             金閣寺 舎利殿 
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５．大徳寺  H30.4.23 

  京都東山で修業を続けていた大徳寺の開祖である禅僧・宗峰妙超は、正和 4 年（1315） 

  ～元応元年(1319)に同郷の赤松円心の帰依を受け、洛北紫野の地に小堂を建立した。こ 

 れが大徳寺の起源という。花園上皇は宗峰に帰依し、正中 2 年(1325)に大徳寺を祈願所 

 とする院宣を発している。寺院としての形態が整うのはこの頃からと考えられる。 

 

  後醍醐天皇も当寺を保護し、建武元年(1334)には大徳寺を京都五山のさらに上位に位 

 置づけるとする論旨を発している。 

  しかし建武の新政が瓦解して足利政権が成立すると、後醍醐天皇と関係の深かった大 

 徳寺は足利将軍家から軽んじられ、五山から除かれてしまった。至徳 3 年(1386)には、十 

 刹の最下位に近い第 9 位となっている。このため第 26 世養傁宗頣は、永享 3 年(1432) 

  足利政権の庇護と統制下にあって世俗化しつつあった五山十刹から離脱し、座禅修行に 

 専心するという独自の道をとった。五山十刹の寺院を「叢林」（そうりん）と称するのに 

 対し、同じ臨済宗寺院でも大徳寺や妙心寺のような在野的立場にある寺院を「林下」（り 

 んか）という。 

 

  その後の大徳寺は、貴族・大名・商人・文化人など幅広い層の保護や指示を受けて栄 

 え、室町時代以降は一休宗純をはじめとする名僧を輩出した。侘び茶を創始した村田殊光 

 などの東山文化を担う者たちが一休に参禅して以来、大徳寺は茶の湯の世界とも縁が深 

 く、竹野紹鴎・千利休・小堀遠州をはじめ多くの茶人が大徳の寺と関係をもっている。 

 

  享徳 2 年(1453)の火災と応仁の乱(1467-77)で当初の伽藍を焼失したが、一休宗純が堺 

 の豪商らの協力を得て復興。近世以降も豊臣秀吉や諸大名の帰依を受けた。 

  江戸時代初期に幕府の統制を受け、元住持の高僧・沢庵宗彭が紫衣事件で流罪の圧迫を 

 受けたが、三代将軍家光が沢庵に帰依したこともあって幕府との関係も後に回復した。 

 

   
大徳寺 三門金比閣（国宝）       大徳寺 法堂（重文） 
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６．下鴨神社（加茂御祖神社） H30.4.23、 

  加茂御祖神社（かもみやまじんじゃ）は、京都市左京区にある神社。通称は下鴨神社。 

 式内社（名神大社）、山城国一宮、二十二社（上七社）の一社。 

  加茂別雷神社（上賀茂神社）とともに加茂氏の氏神を祀る神社であり、両社は加茂神社 

 （加茂社）と総称される。両社で催す賀茂祭（通称葵祭）で有名。 

 

  本殿には、右に加茂別雷命（上賀茂神社祭伸）の母の玉依姫命、左に玉依姫命の父の 

 加茂建角身命を祀るため「加茂御祖神社」と呼ばれる。 

 

  神社は二つの川の合流点から一直線に伸びた参道と、その正面に神殿、という直線的 

 な配置になっている。 

   

  京都の社寺では最も古い部類に入る。社伝では、神武天皇の御代に御蔭山に祭神が降臨 

 したという。また、崇神天皇 7 年に神社の瑞垣の修造の記録があるため、この頃の創建と 

 する説がある。一説には、天平の頃に上賀茂神社から分離されたともされる。 

 

  上賀茂神社とともに奈良時代以前から朝廷の崇敬を受けた。平安遷都の後はより一層 

 の崇敬を受けるようになり、大同 2 年(807)には最高位の正一位の神階を受け、賀茂祭は 

 勅祭とされた。弘仁元年(810)以降約 400 年にわたり、斎院が置かれ、皇女が斎王として 

 賀茂社に奉仕した。 

 

  平安時代中期以降、21 年毎にご神体を除く全ての建物を新しくする式年遷宮を行って 

 いたが、本殿 2 棟が国宝に指定されたため、現在は一部を修復するのみである。 

 

   

下鴨神社 楼門（重文）         下鴨神社 舞殿（重文） 
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７．銀閣寺（慈照寺） H30.4.23 

  慈照寺（じしょうじ）は、京都市左京区にある、臨済宗相国寺派の寺院。相国寺の境外 

 （けいがい）塔頭である。室町時代後期に栄えた東山文化を代表する建築と庭園を有する。 

  室町幕府 8 代将軍足利義政が鹿苑寺の舎利殿を模して造営した楼閣建築である観音殿 

 は銀閣、観音殿を含めた寺院全体は銀閣寺として知られる。銀閣は金閣、飛雲閣（西本 

 願寺境内）とあわせて京の三閣と呼ばれる。 

  開基は足利義政、開山は夢窓疎石とされている。夢窓疎石は実際には当寺創建より 1 世 

 紀ほど前の人物であり、このような例を勧請開山という。 

 

  室町幕府 8 代将軍足利義政は文明 5 年(1473)に子の足利義尚に将軍職を譲り、文明 14 

 年(1482)から東山の月待山麓に東山山荘（東山殿）の造営を始めた。当時は応仁の乱が 

 終了した直後であり、京都の経済は疲弊していたが、義政は庶民に段銭（臨時の税）や 

 夫役（労役）を課して東山殿の造営を進め、書画や茶の湯に親しむ風流な隠栖生活を送っ 

 ていた。造営工事は義政の死の直前まで 8 年にわたって続けられた。 

  東山殿には大規模な建物が建ち、義政の祖父 3 代将軍足利義満が建てた北山殿（後の 

 鹿苑寺）ほどではないが、ある程度政治的機能ももっていた。ただし、現存する当時の 

 建物は銀閣と東求堂（とうぐどう）のみである。 

 

  延徳 2 年(1490)2 月、同年 1 月に死去した義政の菩提を弔うため東山殿を寺に改め、 

 相国寺の末寺として創始されたのが慈照寺である。寺号は義政の法号である慈照院にち 

 なむ。戦国時代中期の天文 19 年(1550)には 12 代将軍足利義晴・義輝父子により慈照寺 

 の裏山に中尾城が築かれた（短期間で廃城）、末期には前関白近衛前久の別荘にもなった 

 が、前久の死後は再び相国寺の末寺として再興された。 

  

   

銀閣寺 観音殿（国宝）         銀閣寺 銀沙灘（ぎんしゃだん）と向月台 

                   （こうげつだい） 
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８．二条城  H30.4.23 

  慶長 6 年(1601)5 月、関ケ原の戦いで勝利した徳川家康は上洛時の宿所として築城を決 

 め、12 月に西国諸大名に造営費用および労務の割り当てを行った。慶長 7 年(1602)5 月、 

 御殿・天守の造営に着工し、翌年 3 月に御殿が落成、天守は慶長 11 年(1606)に完成。 

 

  慶長 16 年(1611)、二条城の御殿において家康と豊臣秀頼の会見が行われ、この時家康 

 は秀頼の成長ぶりに驚き徳川氏の天下が覆されるかもしれないとの危機感を抱き、豊臣 

 氏を滅ぼすことを決意したともいわれている。 

 

  慶長 19 年(1614)大阪冬の陣が勃発。元和元年(1615)大阪夏の陣。元和 5 年(1619)秀忠 

 は娘・和子の後水尾天皇への入内に備え、二条城の改修を行う。この時の縄張は秀忠自ら 

 が藤堂高虎と共に行った。元和 6 年(1620)6 月 18 日、徳川和子は二条城から盛大な行列 

 を作り、後水尾天皇のもとへ入内した。 

 

  寛永元年(1624)徳川家光が将軍、秀忠が大御所となった寛永元年から、二条城は後水尾 

 天皇の行幸を迎えるため大改築が始まった。城域は西に拡張され、天守も拡張された西側 

 に位置を変え、廃城となった伏見城の天守を移築した。寛永 11 年(1634)7 月秀忠死後、 

 家光が 30 万 7 千の兵を引き連れて上洛し、二条城に入城したのを最後に二条城が将軍を 

 迎えることは途絶え、幕末の動乱期までの 230 年間、二条城は歴史の表舞台から姿を消 

 す。 

寛延 3 年(1750)には落雷により天守を焼失。さらに京の町を焼き払った天明 8 年(17 

88)の大火の際には、飛び火が原因で本丸御殿、隅櫓などが焼失した。失した建物につい 

ては再築されることなく幕末を迎える。 

 

 万延元年(1860)京都地震が発生し、御殿や各御門、櫓などが傾くなど大きな被害を受け 

た。文久 2 年(1862)14 代将軍徳川家茂の上洛にそなえ、荒れ果てていた二条城の改修が 

行われる。二の丸御殿は全面的に修復し、本丸には仮御殿が建てられた。 

 

 慶応元年(1865)家茂は再度上洛し二条城に入るが、すぐに第二次長州征伐の指揮を執 

るため大阪城へ移る。しかしここで病に倒れ、慶応 2 年(1866)夏に死去する。幕閣によっ 

て次の将軍は一橋慶喜と決定されるが、慶喜は就任を拒絶。幕府関係者のみならず朝廷 

からの度重なる説得の末、ようやく 12 月に二条城にて 15 代将軍拝命の宣旨を受ける。 

 

 慶応 3 年(1867)10 月、大政奉還、将軍職返上。12 月には朝廷より辞官納地命令が二条 

城に伝達される。この時二条城には旗本を中心とする徳川氏直属の兵約 5 千、会津藩士 
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約 3 千、桑名藩士約 1 千 5 百が終結しており、朝廷を操る薩摩藩の挑発に対し激昂して 

いた。軍事衝突を避けるため、慶喜は二条城からこれらの兵を連れて大阪城へ向かう。 

二条城は若年寄永井尚志と水戸藩士約 200 名が守護のため残った。しかし命令系統の混 

乱から別に二条城守備の命令を受けた新撰組が到着し、水戸藩士との間で押し問答にな 

る。この件は永井の機転で、新撰組が伏見奉行の守備に回ることで解決した。 

 

 慶応 4 年(1868)1 月鳥羽伏見の戦い。 

 明治 4 年(1871)二の丸御殿は京都府庁舎となる。 

 明治 18 年(1885)京都府の新庁舎が完成し移転した後、二の丸御殿の修理が明治 25 年 

(1892)まで行われる。 

 昭和 14 年(1939)宮内省より京都市に下賜。それ以来「元離宮二条城」という名称とな 

る。 

 

   

二条城 東大手門（重文）         二条城 唐門（重文） 

 

 
二条城 二の丸御殿（国宝）の車寄せ（右） 

と遠侍（左奥） 
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９．三十三間堂  H30.4.24 

  京都市東山区三十三間堂廻町にある寺院の仏堂。建物の正式名称は蓮華王院本堂。同じ 

 京都市東山区にある天台宗妙法院の境外仏堂であり同院が所有・管理している。元は後白 

 河上皇が自身の離宮内に創建した仏堂。本尊は千手観音で蓮華王院は千手観音の別称蓮 

 華王に由来する。 

 

  後白河上皇が平清盛に建立の資材協力を命じて長官 2 年(1165)に完成した。創建当時 

 は五重塔などももつ本格的な寺院であったが、建長元年(1249)の火災で焼失した。文永 

 3 年(1266)に本堂のみが再建されている。現在「三十三間堂」と称される堂がそれであり、 

 当時は朱塗りの外装で、内装も極彩色で飾られていた。室町・桃山・江戸・昭和と 4 度の 

 大修理により 700 余年間保存されている。 

 

  正面の柱間が 33 あるところから「三十三間堂」と通称され、道内には 1001 体の観音 

 像がまつられる。中央の巨像（中尊）を中心に左右に各 500 体（重文）、合計 1001 体が 

 本尊。正しくは「十一面千手千眼観世音」といい、当時の像は檜材の「寄木造り」で、 

 頭上の 11 の顔と 40 種の手に表現される。中尊（国宝）は、大仏師湛慶（たんけい、運慶 

 の長男）の 82 歳の時の造像で鎌倉期（建長 6 年）の名作と評価される。等身立像の中、 

 124 体は堂創建時の平安期のもので、他の 800 余体は鎌倉期の再建の折に約 16 年かけて 

 復興された。 

 

  堂内両端のひときわ高い雲座にのった風神と雷神像は力強く躍動的。古代人の自然や 

 天候に対する畏れや感謝の心が、空想的な二神を創造し、風雨をつかさどり、五穀豊穣 

 をもたらす神々として信仰された。太鼓を打つ雷さまと風の袋をかかえた風の神という 

 イメージを決定づけた鎌倉彫刻の名品（国宝）である。 

 

  観音像の前列と中尊の四方に位置する変化に富んだ 28 体の仏像（国宝）は千手観音 

 とその信者をまもるという神々でインド起源のものが多く、その神話的な姿が迫真的に 

 表現されている。技法的には檜材の「寄木造り」で、仏像の手や顔を別々に刻んで接着 

 し、漆を塗って彩色仕上げをしたものである。目にはより写実性を高めるため、水晶を 

 はめこむ玉眼という技法が用いられている。 

 

  「楊枝のお加持（やなぎのおかじ）」は毎年 1 月中旬に行われる縁日で「頭痛封じ」に 

 ご利益があるといわれる。堂の西庭では、古儀・通し矢（江戸時代に外縁で行われた弓の 

 競技で、堂内に残る多数の絵馬はその記録）にちなむ弓道大会が催され、特に成人を迎え 

 た女性たちの晴れ着での競技は、いまや正月の風物詩となっている。 
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三十三間堂 本堂（国宝）        三十三間堂 本堂（国宝） 

 

 

 

１０．知恩院  H30.4.24 

  知恩院は京都市東山区にある浄土宗総本山の寺院。詳名は華頂山知恩院大谷寺。 

 本尊は法然上人像（本堂）および阿弥陀如来（阿弥陀堂）、開基は法然である。法然が 

 後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が 

 建立されたのは、江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も 

 京都の人々からは親しみを込めて「ちょいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれている。 

 

  法然は、承安 5 年(1175)43 歳の時、「専修念仏」の思想に開眼し、浄土宗の開宗を決意 

 して比叡山を下りた。「専修念仏」とは、いかなる者も一心に弥陀（阿弥陀如来）の名を 

 唱え続ければ極楽往生できるとする思想である。この思想は旧仏教側から激しくきょう 

 弾され、攻撃の的となった。法然は兼営 2 年(1207)には讃岐国に流罪となり、4 年後の 

 建暦元年(1211)には許されて都に戻るが、翌年 1 月、80 歳で没した。 

 

  現在の知恩院勢至堂付近に法然の廟が造られるが、嘉禄 3 年(1227)、延暦寺の衆徒に 

 よって破壊されてしまう。文暦元年(1234)、法然の弟子にあたる勢観房源智が再興し、四 

 条天皇から「華頂山知恩院大谷寺」の寺号を下賜された。その後も永享 3 年(1431)の火災 

 や応仁の乱などで焼失するが、その都度再興されている。 

 

  現存の三門、本堂（御影堂）をはじめとする壮大な伽藍が建設されるのは江戸時代に 

 入ってからである。徳川家が知恩院の造営に力を入れたのは、徳川家が浄土宗徒であるこ 

 とや知恩院 25 世超誉存牛（ちょうよぞんぎゅう）が松平氏第 5 代長親の弟であること、 

 二条城とともに京都における徳川家の拠点とすること、徳川家の威勢を誇示し、御所を 

 見下ろし朝廷を牽制するといった政治的な背景もあったといわれている。 
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知恩院 三門（国宝）          

 

 

１１．平安神宮  H30.4.24 

  平安神宮は京都市左京区にある神社である。旧社格は官幣大社、勅祭社。明治 28 年(189 

  5)に平安遷都1100年を記念して京都で開催された内国勧業博覧会の目玉として平安京遷 

 都当時の大内裏の一部復元が計画された。用地買収に失敗し、明治 26 年(1893)に地鎮祭 

が執り行われ、当時は郊外であった岡崎に実物の 8 分の 3 の規模で復元された。 

  平安遷都を行った天皇であった第 50 代桓武天皇を祀る神社として創祀された。皇紀 

 2600 年にあたる昭和 15 年(1940)に、平安京で過ごした最後の天皇である第 121 代孝明 

 天皇が祭神に加えられた。 

 

  社殿は平安京の大内裏の政庁である朝堂院を縮小（長さ比で約 8 分の 5）して復元した 

 ものである。大きく赤く光る朱色が特徴的な正面の門は、朝堂院の応天門を模している。 

 その内側の左右の殿舎は朝集堂の再現である。外拝殿は朝堂院の正殿である太極殿（左右 

 には蒼龍楼と白虎楼が付属する）を模している。明治 28 年(1895)に完成、本殿は昭和 51 

  年(1976)未明に出火した火災により焼失。1980 年に再建。 

 

   
平安神宮 応天門（重文）         平安神宮 外拝殿（重文） 
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平安神宮 白虎楼（重文）        

 

 

１２．清水寺  H20.4.3、H30.4.24 

  清水寺は、京都市東山区清水にある寺院。本尊は千手観音、開基は延鎮である。もとは 

 法相宗に属したが、現在は独立して北法相宗大本山を名乗る。延暦 17 年(798)、坂上田村 

麻呂は延鎮と協力して本堂を大規模に改築し、観音像の脇侍として地蔵菩薩と毘沙門天 

の像を作り、ともに祀った。清水寺では行叡を元祖、延鎮を開山、田村麻呂を本願と位置 

づけている。 

 

 清水寺の伽藍は康平 6 年(1063)の火災以来、近世の寛永 6 年(1629)の焼失まで、記録 

に残るだけで 9 回の焼失を繰り返している。平安時代以来長らく興福寺の支配下にあっ 

たことから、興福寺と延暦寺のいわゆる「南都北嶺」の争いにもたびたび巻き込まれ、永 

万元年(1165)には延暦寺の僧兵の乱入によって焼失している。文明元年(1469)には応仁 

の乱の兵火によって焼失した。現在の本堂は寛永 6 年の火災の後、寛永 10 年(1633)、徳 

川家光の寄進により再建されたものである。 

 

   

清水寺 三重塔と経堂（重文）       清水寺 本堂（国宝） 
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１３．東寺  H20.4.3、H30.4.24 

  東寺（とうじ）は、京都市南区九条町にある東寺真言宗の仏教寺院。東寺は真言宗の根 

本道場であり、東寺・東寺真言宗の見解では、真言宗全体の総本山としている。「教王護 

国寺」（きょうおうごこくじ）とも呼ばれる。本尊は薬師如来。 

 

  東寺は平安京鎮護のための官寺として建立が始められた後、嵯峨天皇より空海（弘法大 

 師）に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。中世以降の東寺は弘法大師に対する 

 信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として庶民の信仰を集めるようになり、21 世紀 

 今日も京都の代表的な名所として存続している。 

  

  8 世紀末、平安京の正門にあたる羅城門の東西に「東寺」と「西寺」という 2 つの寺院 

 の建立が計画された。これら２つの寺院は、それぞれ平安京の左京と右京を守る王城鎮護 

 の寺、さらには東国と西国とを守る国家鎮護の寺という意味合いを持った官立寺院であ 

 った。 

  南北朝時代に成立した、東寺の記録書「東宝記」によれば、東寺は平安京遷都後まもな 

 い延暦 15 年(796)、藤原伊瀬人が造寺長官となって建立したという。東寺では古くから 

 この 796 年を創建の年としている。それから 20 数年後の光仁 14 年(823)、真言宗の宗祖 

 である空海（弘法大師）は、嵯峨天皇から東寺を給預された。この時から東寺は国家鎮護 

 の寺院であるとともに、真言密教の根本道場となった。 

 

  空海が今も生きているがごとく朝食を捧げる「生身供」（しょうじんく）の儀式は、21 

 世紀の今日も毎日の早朝 6 時から東寺の西院御影堂で行われており、善男善女が参列し 

 ている。また、毎月 21 日の御影供の日には東寺境内に骨董市が立ち「弘法市」「弘法さん 

 」として親しまれている。 

 

  中世以後の東寺は後宇多天皇、後醍醐天皇、足利尊氏など、多くの貴顕や為政者の援助 

 を受けて栄えた。文明 18 年(1486)の火災で主要堂塔のほとんどを失うが、豊臣家、徳川 

 家などの援助により、金堂・五重塔などが再建されている。何度かの火災を経て、東寺に 

 は創建当時の建物は残っていないが、南大門・金堂・講堂・食堂が南から北へ一直線に 

 整然と並ぶ伽藍配置や、各建物の規模は平安時代のままである。 
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東寺 南大門               東寺 金堂（国宝） 

 

 
東寺 五重塔（国宝） 

 

 

１４．西本願寺  H30.4.24 

  本願寺は浄土真宗本願寺派の本山で、その所在する位置から西本願寺といわれている。 

 浄土真宗は、鎌倉時代の中頃に親鸞によって開かれたが、その後室町時代に出た蓮如に 

よって民衆の間に広く深く浸透して発展し、現在では、わが国における仏教諸宗の中でも 

代表的な教団の一つとなっている。 

 

  もともと、本願寺は、親鸞の廟堂から発展した。親鸞が弘長 2 年(1263)に 90 歳で往生 

すると、京都東山の鳥辺野の北、大谷に石塔を建て、遺骨を納めた。しかし、親鸞の墓所 

はきわめて簡素なものであったため、晩年の親鸞の身辺の世話をした末娘の覚信尼（かく 

しんに）や、親鸞の遺徳を慕う東国の門弟達は寂寞（せきばく）の感を深めた。そこで、 

10 年後の文永 9 年(1272)に、大谷の西、吉水の北にある地に関東の門弟の協力をえて六 

角の廟堂を建て、ここに親鸞の影像を安置し遺骨を移した。これが大谷廟堂である。この 

大谷廟堂は、覚信尼が敷地を寄進したものであったので、覚信尼が廟堂の守護をする留守 

識（るすしき）につき、以後覚信尼の子孫が門弟の了承をえて就任することになった。 
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  室町時代の中頃に出た第 8 代蓮如は、長禄元年(1457)は 43 歳の時法灯を父の存如から 

 継承すると、親鸞の御同朋（おんどうぼう）・御同行（おんどうぎょう）の精神にのっと 

 り平座で仏法を談合し、親鸞の教えを誰にでもわかるようにやさしく説いた。また本尊 

 を統一したり、「御文章」を著して積極的な伝道を展開したので、教えは急速に近江をは 

 じめとする近畿地方や東海、北陸に広まり、本願寺の興隆をみることになった。しかし、 

 蓮如の教化は比叡山を刺激し、寛正 6 年(1465)蓮如 51 歳の時、大谷本願寺は比叡山衆徒 

 によって破却された。難を避けて近江を転々とした蓮如は、親鸞像を大津の近松坊舎に 

 安置して、文明 3 年(1471)に越前吉崎で盛んに「御文章」や墨書の名号を授与、文明 5 年 

 (1473)には「正信偈（しょうしんげ）・和讃（わさん）」を開版し、朝夕の勤めに制定した。 

 

  蓮如の説く平等の教えは、古い支配体制からの解放を求める声となり、門徒たちはつい 

 に武装して一揆を起こすに至った。文明 7 年(1475)、蓮如は争いを鎮めようと吉崎を離 

 れ河内出口を中心に近畿を教化。文明 10 年(1478)には京都山科に行き本願寺の造営に 

 着手、文明 12 年に念願の御影堂の再建を果たし、ついで阿弥陀堂などの諸堂を整えた。 

 蓮如の教化によって、本願寺の教線は北海道から九州に至る全国に広まり多くの人に慕 

 われたが、明応 8 年(1499)85 歳で山科本願寺にて没した。 

 

  この後、山科本願寺は次第に発展したが、天文元年(1532)六角定頼や日蓮宗徒によって 

 焼き払われた。そこで蓮如が創建した大坂石山御坊に寺基を移し、両堂など寺内町を整備 

 して発展の一途をたどった。しかし、天下統一を目指す織田信長が現れ、大きな社会勢力 

 となっていた本願寺の勢力がその障害となったので、ついに元亀元年(1570)両者の間に 

 戦端が開かれた。本願寺は、雑賀衆（さいかしゅう）をはじめとする門徒宗とともに以来 

 11 年にわたる、いわゆる石山戦争を戦い抜いたが、各地の一揆勢も破れたため、仏法存 

 続を旨として天正 8 年(1580)信長と和議を結んだ。顕如は、大阪石山本願寺を退去して 

 紀伊鷺ノ森に移り、さらに和泉貝塚の願泉寺を経て、豊臣秀吉の寺地寄進を受けて大阪 

 天満へ移った。 

 

  天正 19年(1591)秀吉の京都市街計画にもとづいて本願寺は再び京都に帰ることになり 

 顕如は六条堀川の現在地を選び、ここに寺基を移すことを決めた。阿弥陀堂・御影堂の 

 両堂が完成した文禄元年(1592)顕如は積年の疲労で倒れ、50 歳で没した。長男・教如 

 が跡を継いだが、三男の准如にあてた譲状があったので、教如は隠退して裏方と呼ばれた。 

 これには大阪本願寺の退去に際して、講和を受け入れた顕如の退去派と信長との徹底抗 

 戦をとなえた教如の籠城派との対立が背景にあった。その後、教如は徳川家康に接近し 

 慶長 7 年(1602)家康から烏丸七条に寺地を寄進され、翌年ここに御堂を建立した。これ 

 が大谷派本願寺の起源で、この時から本願寺が西と東に分立したのである。 
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西本願寺 唐門（国宝）          西本願寺 渡り廊下（国宝の附指定） 

 

 

 

１５．醍醐寺 H21.3.29、H30.4.25 

  醍醐寺（だいごじ）は京都市伏見区醍醐東大路町にある仏教寺院、真言宗醍醐派総本山 

である。本尊は薬師如来、開基は理源大師聖宝である。京都市街の南東に広がる醍醐山（笠 

取山）に 200 万坪以上の広大な境内を持つ。豊臣秀吉による「醍醐の花見」の行われた地 

としても知られている。 

 

  延喜 7 年(907)には醍醐天皇の御願による薬師堂が建立され、五大堂も落成するに至っ 

 て上醍醐の伽藍が完成した。それに引き続くように下醍醐の地に伽藍の建立が計画され、 

 延長 4 年(926)に釈迦堂が建立。ついで天暦 5 年(951)に五重塔が落成し、下伽藍の完成 

 をみた。 

 

  隆盛を極めた醍醐寺も長い年月の間に幾度かの火災と特に応仁・文明の大乱の余波と 

 によって下伽藍堂はことごとく灰燼に帰してしまったが、幸いにも五重塔だけが難を逃 

 れ、天暦盛時の姿を今に留めている。 

  藤原末期から鎌倉時代にかけては政治的変動から遠ざかり小野法流・教学の充実がは 

 かられた時期となった。 

 

  南北朝時代には醍醐寺内部において、御醍醐天皇と弘真、足利尊氏と賢俊の交渉などが 

 あって、二派に分かれて対立した状態が続いた。 

 

  江戸末期の混乱と明治維新以後の変革の波は大きく、仏教各宗派全般の傾向にしたが 

 ったように、大小幾多の子院は廃亡し伽藍と中心的子院だけが残った。 
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醍醐寺 唐門（国宝）           醍醐寺 西大門（仁王門） 

 

 

醍醐寺 五重塔（国宝） 

 

 

 

１６．宇治平等院 H30.4.25 

  平等院は、京都府宇治市にある藤原氏ゆかりの寺院。平安時代後期 11 世紀の建築、仏 

 像、絵画、庭園等を今日に伝える。宗派は 17 世紀以来天台宗と浄土宗を兼ね、現在は特 

 定の宗派に属さない単位の仏教寺院となっている。本尊は阿弥陀如来、開基は藤原頼通、 

 開山は明尊である。 

 

  現在の平等院の地は、9 世紀末頃、光源氏のモデルともいわれる左大臣で嵯峨源氏の源 

 融が営んだ別荘だったものが宇多天皇に渡り、天皇の孫である源重信を経て長徳 4年(998 

 )、摂政藤原道長の別荘「宇治殿」となったものである。道長は万寿 4 年(1027)に没し、 

 その子の関白・藤原頼通は永承 7 年(1052)、宇治殿を寺院に改めた。これが平等院の始ま 

 りである。創建時の本堂は、鳳凰堂の北方、宇治川の岸辺近くにあり大日如来を本尊と 

 していた。翌天喜元年(1053)には、西方極楽浄土をこの世に出現させたかのような阿弥陀 

 堂（現・鳳凰堂）が建立された。 
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 平安時代後期の京都では、平等院以外にも皇族・貴族による大規模寺院の建設が相次いで 

 いた。道長は寛仁 4 年(1020)、無量寺院（のちの法成寺）を建立、また 11 世紀後半から 

12 世紀にかけては白河天皇勧願の法勝寺を筆頭に、尊勝寺、景勝寺、円勝寺、成勝寺、 

延勝寺のいわゆる「六勝寺」が今の京都市左京区岡崎あたりに相次いで建立された。 

 しかし、これらの伽藍は現存せず、平安時代の貴族が建立した寺院が建物、仏像、壁画、 

 庭園まで含めて残存するという点で、平等院は唯一の史跡である。ただ、平等院も建武 

3 年(1336)の楠木正成と足利氏の軍勢の戦いの兵火をはじめ、度重なる災害により堂塔は 

廃絶し、鳳凰堂のみが奇跡的に災害をまぬがれて存続している。 

 

  鳳凰堂は、建造物としては中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊の 4 棟からなる。阿宇池の中島 

 に東を正面として阿弥陀如来坐像を安置する中堂が建ち、その北と南にそれぞれ北翼廊、 

 南翼廊が接続して建ち、中道の西（背後）に接続して尾廊が建つ。 

 

  鳳凰堂の修理は、近代以降では 1902 年から 1907 年に反解体修理、1950 年から 1957 

 年に解体修理が行われている。 

 

   

平等院 鳳凰堂（国宝）          平等院 鳳凰堂中堂（左）、北翼廊（右） 

 

 

 

１７．御所 H18.11.5 

  延暦 13年(794)時の内裏は、現在の京都御所よりも 1.7km西の千本通り沿いにあった。 

 現在の京都御所は、もと里内裏（内裏が火災で焼失した場合などに設けられた臨時の内裏） 

 の一つであった土御門東洞院殿の地である。南北朝時代（14 世紀半ば）から北朝側の内 

 裏の所在地として定着し、明徳 3 年(1392)の南北朝の合一以後、ここが正式の皇居とな 

 って明治 2 年(1869)、明治天皇の東京行幸時まで存続した。 
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  土御門東洞院殿は、元治元年（元徳 3 年・1331）、後醍醐天皇が京都を脱出した後に鎌 

 倉幕府が擁立した光厳天皇がこれを里内裏として以降、明治天皇の東京行幸に至るまで 

 約 550 年間にわたって使用され続けた内裏である。当初は一町四方の敷地だったが、足 

 利義満によって敷地が拡大され、その後織田信長や豊臣秀吉による整備を経て現在の様 

 相がほぼ固まった。内裏は江戸時代だけでも慶長度(1613 年)、寛永度(1642 年)など 8 回 

 も再建されている。 

  現存の内裏は幕末の嘉永 7 年(1853)に火災で焼失したのち、安政 2 年(1855)に、寛政 

 内裏の様式をほぼ踏襲して再建されたもので、安政内裏と呼ばれている。なお南朝と呼ば 

 れることになる大覚寺統の天皇の御所は二城富小路内裏であった。 

  現代の京都御所は土御門東洞院内裏そのものではなく、土御門東洞院内裏を基に拡充 

 され、幕末の慶應年間に今日の敷地面積が確定したものである。 

 

    

御所 対屋か？             御所 紫宸殿 

 

 

 

１８．神護寺 H18.11.25. 

  神護寺（じんごじ）は、京都市右京区孝雄にある高野山真言宗遺迹本山の寺院である。 

 本尊は薬師如来、開基は和気清麻呂である。 

 

  神護寺は、いずれも和気氏の私寺であったと思われる神願寺と高雄山寺という 2 つの 

 寺院が天長元年(824)に事実上合併してできた寺である。 

 

 神願寺 

  和気清麻呂は奈良時代～平安時代初期の高級官僚で、歴代天皇の側近として平安京遷 

 都などに力を発揮した。また、僧・道鏡の皇位継承問題に絡んで流罪になったことでも 
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 知られている。宝亀元年(770)には、称徳天皇が死去し、天皇の信望厚かった道鏡は左遷 

 され、入れ替わるように清麻呂と姉・広虫は許されて都に戻ってきた。10 年後の宝亀 11 

 年(780)自身の私寺である神願寺の建立を願い出た。延暦 12 年(793)には、神願寺に能登 

 国の墾田五十町が寄進された、旨の記録があり、この年が神願寺建立時期の下限とされて 

 いる。 

 

高雄山寺 

  もう 1 つの前身寺院である高雄山寺は、現在の神護寺の地に古くから存在した寺院で 

 ある。和気清麻呂の墓所が今の神護寺境内にあることからも、ここも和気氏ゆかりの寺院 

 であることは確かだが、創立の時期や事情については明確でない。 

  高雄山寺の歴史上の所見は延暦 21 年(802)である。この年、和気氏の当主であった和 

 気弘世（清麻呂の長男）は伯母にあたる和気広虫（法均尼）の三周忌を営むため、最澄を 

 高雄山寺に招請し、最澄はここで法華会を行った。弘仁 3 年(812)には空海が高雄山寺に 

 住し、ここで灌頂（かんちょう、密教の重要な儀式）を行った。この時、灌頂を受けた者 

 の氏名を書きつけた空海自筆の名簿が現存し国宝に指定されているが、そこにも高雄山 

 寺の寺号が見える。 

 

 空海以後 

  神護寺は最澄、空海の活躍によって根本道場としての内容を築いていったが、正暦 5 年 

 (994)と久安 5 年(1149)の 2 度の火災にあい、鳥羽法皇の怒りに触れて全山壊滅の状態と 

 なった。わずかに本尊薬師如来を風雨にさらしながら残すのみであった。惨状を見た文覚 

 は、生涯の悲願として神護寺再興を決意するが、その達成への道はとても厳しかった。 

  上覚や明恵といった徳の高い弟子に恵まれもと以上の規模に復興された。その後も天 

 文年中の兵火や明治初期の廃仏毀釈の弾圧にも消えることなく法灯を維持している。 

     

神護寺 清滝川            神護寺 五大堂か？ 
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神護寺 清滝川 

 

 

 

１９．三千院 H18.11.5 

  三千院（さんぜんいん）は、京都市左京区にある天台宗の寺院。本尊は薬師如来、開基 

 は最澄である。京都市街の北東に位置する山中、かっては貴人や仏教修行者の隠棲の地と 

 して知られた大原の里にある。青蓮院、妙法院とともに天台宗の三門跡寺院の一つに数え 

 られている。 

 

  三千院は 8 世紀、最澄の時代に比叡山に建立された円融房に起源をもち、のちに比叡 

 山東麓の坂本（現：大津市）に移され、たび重なる移転の後、明治 4 年(1871)に現在地 

 に移ったものである。 

 

  三千院は天台山門跡の中でも最も歴史が古く、最澄が延暦年間(781-806)、比叡山延暦 

 寺を開いた時に、東塔南谷の梨の大木の傍に一宇を構え、円融房と称したのがその起源と 

 いう。 

 

  大原は古くから貴人や念仏修行者が都の喧騒を離れて隠棲する場として知られていた。 

 文徳天皇の第 1 皇子である惟喬親王（これたかしんのう、844-897）が大原に隠棲したこ 

とはよく知られ、「伊勢物語」にも言及されている。本来なら皇位を継ぐべき第 1 皇子であ 

る惟喬親王は、権力者藤原良房の娘・藤原明子が産んだ清和天皇に位を譲り、自らは出家 

して隠棲したのであった。大原はまた、融通念仏や天台声明（しょうみょう、仏教声楽） 

が盛んに行われた場所として知られ、天台声明を大成した聖応大子良忍(1073-1132)も大 

原に住んだ。 
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三千院 往生極楽院（重文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


