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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第 10 回 上醍醐寺（その１：女人堂から薬師堂まで） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年６月 15 日：変更：６月 17 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めました。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

 

前回（2016 年３月 31 日）、私は桜が満開の下醍醐に参詣した。しかし、時間が

なかったので、上醍醐には行けなかった。今回（本年６月２日）は、上醍醐の登山

に挑戦した。上醍醐と下醍醐の配置図を図１に示す。醍醐寺の由来は前回記載した

ので（第４回/f）、今回は２ページに簡単に記載する。 

 
図１．上醍醐と下醍醐の配置図（醍醐三宝院の入場パンフレットよりコピー） 

① ② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-4.pdf
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醍醐寺は京都市伏見区醍醐にある。貞観 16 年（874 年）、空海の孫弟子にあたる

理源大師聖宝(832-909)が准胝観音並びに如意輪観音を笠取山頂上に迎えて開山、聖

宝は同山頂付近（標高 450m）を「醍醐山」と名付けた。醍醐寺は山深い醍醐山頂上

一帯（上醍醐）を中心に、多くの修験者の霊場として発展した後、醍醐天皇（885-

930、在位 897-930）は醍醐寺を自らの祈願寺とすると共に手厚い庇護を掛け、その

圧倒的な財力によって醍醐山麓の広大な平地に大伽藍「下醍醐」が発展することに

なる。その後、応仁の乱などの戦火で醍醐寺は荒廃したが、豊臣秀吉が大修復を行

った。秀吉が 1598 年に挙行した「醍醐の花見」は有名である。なお、本稿では、伽

藍の案内文を緑文字で、筆者（林）の研究を青文字で記載する。 
 
（２）醍醐寺へのアクセス 
 醍醐寺には、京都市営地下鉄東西線の「醍醐駅」から行くのが便利である。前回

（本年３月 31 日）、私が「下醍醐」に参詣した時には、「醍醐駅」における「醍

醐寺」への道案内が十分ではなかった。２ケ月後の今回は、「醍醐駅」の２番出口

の近くに「醍醐寺」への案内図が掲示されており、次々と現れる「醍醐寺へ矢印」

に従えば、自然に「下醍醐寺」に到達できるように改善されていた。 
「下醍醐寺」の仁王門（図１の①）から、下醍醐寺の境内に入場することが出来

る。参詣料金は大人一人 600 円である。下醍醐寺が初めての方は、入場することを

薦める。下醍醐寺に入場せずに直接「上醍醐寺」に行く方は、仁王門前を右に曲が

り、光台院の角（図１の②）を左に曲がると、右手にＷＣがある。ＷＣの前を直進

し、五重塔の裏を行くと、下醍醐寺の一番奥にある「女人堂」（図１の③）に到着

する。 
上醍醐寺の参道は、「女人堂」（標高 66ｍ）からはじまる。かつては、女性が入

れるのはここまでで、女性はここから「上醍醐寺」に向かって参拝したという。女

人堂の前には手水場があり、五体の銅像が安置されている（図２を参照）。向かっ

て左から、不動明王、理源大師、弥勒菩薩、役行者（634?-701）、地蔵菩薩。役行

者は「修験道」の開祖である。理源大師は役行者に私淑し、一時廃れていた「修験

道」を復活させたので「修験道の再興の祖」と呼ばれている。 

 
図２．女人堂の前には手水場があり、五体の銅像が安置されている。向かって左か

ら、不動明王、理源大師、弥勒菩薩、役行者、地蔵菩薩。 
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図３．女人堂前の五体の銅像のうち、左が理源大師、右が役行者の銅像である。 
 
（２）醍醐山の登山 
上醍醐寺への登山は、「女人堂」（標高 66ｍ）からはじまる（図４の③）。登山

の様子は、１）のサイト/mが詳しい。また、醍醐寺の動画は２）のサイト/Uで視聴

できる。今回、私は独自の視点で、「上醍醐寺への登山」を以下に紹介する。 

 
図４．「女人堂」（③）から、醍醐山頂上一帯（上醍醐）への登山道（赤線） 
（本図は３）のサイト/dから借用。） 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=e-2LkRQ_M3U
http://blog.goo.ne.jp/jq280/e/12fce866b292d5aecd48f2242f17f3dd
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私は「女人堂」（図４の③）で「上醍醐寺」への入山料（600 円）を支払い、登

山を開始した（10 時 33 分）。女人堂前の標識によれば、「不動の滝まで、約 1.1ｋ、

徒歩 21 分」、「山頂・開山堂まで、約 2.6ｋ、徒歩 60 分」である。登山道は少し

険しいがよく整備されており、木漏れ日が涼しい。一丁ごとに、石の道標が建って

いるが、ゴールまで何丁あるかが不明である。暫く登って行くと、五丁目の上に

「秀吉花見跡・槍山」（図４の④）がある。写真５上に示すように、現在の槍山は

更地が残るだけで、高い木々が繁茂して展望も悪くなっている。ここで、一句。

「夏の木々 強者共の 夢の跡」 

  

 
 「秀吉花見跡・槍山」から暫く登ると、やっと「不動の滝」（図４の⑤）に着い

た。ここが、上醍醐寺まで半分弱の地点である。女人堂のお坊さんが「醍醐水は飲

んでよいが、不動の滝は飲んではいけない」と言っていた。しかし、ネット上では、

不動の滝水を飲んでいる人がいたが、別状はなかったようだ。私は水泳で心臓を鍛

写真５．上：秀吉花見

跡・槍山。下：不動の滝 
槍山の案内板に、次のよ

うに書かれていた。 
醍醐の花見：慶長３年

（1598 年）３月 15 日、秀

吉は一世の善美を尽くした

花見をこの槍山で催した。

千畳敷とも呼ばれる平地に

は新しい花見御殿が建てら

れた。又、女人堂から槍山

の間には、長束正家をはじ

め各武将により趣向をこら

した茶屋八棟が設けられ

た。この花見にさきがけて

山内馬場先から槍山に至る

両側には畿内より集められ

た桜の木七百本を植えさせ

た。花見の当日、秀吉は秀

頼・北政所・西の丸（淀

君）・松の丸・三の丸を従

え、山下の桜が一望できる

槍山の御殿で花見の和歌を

短冊にしたため桜の枝につ

り下げた。秀吉の栄華を誇

る豪華な花見であった。  

総本山・醍醐寺 
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えているので息切れはしなかったが、年のせいで脚力が衰えていて、若者には追い

抜かれた。それは仕方ない。 
 「不動の滝」から上は、坂道がますます急になった。やがで十六丁目の石標があ

り、その上は峠（図４の⑥：標高 400ｍ）となっていた。ここからは、写真６のよ

うに道は緩やかな下りの連続となり、少し不安になった。ここに、「この先、上醍

醐寺」との道標があれば、有難かった。帰りの人に「この先、上醍醐寺ですか？」

と聞くと、「そうだ」と言われて安心した。 

 
写真６．山道は峠にさしかかった。（図４の⑥：標高 400ｍ） 

 
図７．上醍醐寺の境内（本図は４）のサイト/lから借用。） 

醍醐水 

⑦上醍醐寺務所 

横尾大明神 

http://www.y-morimoto.com/saigoku/saigoku11a.html
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峠（図４の⑥：標高 400ｍ）から暫く下ると、十九丁目の上醍醐寺務所（図４と

図７の⑦）に 11 時 38 分に到着した。約１時間の登山であった。そこから少し昇る

と、「醍醐水」（写真８）がある。弘法大師の孫弟子であり「修験道中興の祖」と

されている「聖宝理源大師」が、都の東南の方向に五色の雲のたなびいている山を

見て、霊地にすべく登ったところ、「横尾大明神」（醍醐山の神）の化身である老人

が現れたという。老人はそこに湧き出ている水を飲み、「ああ醍醐味なるかな」と

言ったと伝えられており、これが醍醐寺の名の由来になったとされている。 
「醍醐水」の案内板に、次のように書かれている。 

醍醐水：貞観 16 年６月（874 年）聖宝理源大師当山開創のみぎり、このところに於いて地

主神横尾明神の影現にあい「永く此の地を師に献せむ。よく密教を弘め群生を利済せよ。

吾も又擁護せむ」と告げ、落葉をかきわけ、その下から湧出した泉をくんで「ああ醍醐味

なる哉」の言葉をのこして忽然と姿を消されたと伝えられ、尊師はそのところに石をたた

んで閼伽井（あかい）とされ、笠取山の古名をあらためて醍醐山と称せらるるにいたった

もので醍醐寺発祥の霊泉である。醍醐とは乳製品で五味の最上なるものの名称であるが、

この寺の場合は、心の糧として仏法が最高であることを、いわんとするものである。 
閼伽井の意味：Wikipedia によれば、閼伽（あか）は、仏教において仏前などに供養さ

れる水のことで六種供養のひとつ。サンスクリット語の argha(アルガ)の音写で、功徳水

（くどくすい）と訳される。閼伽井から汲まれた水に香を入れることがあり、閼伽香水と

も呼ばれることもある。インドでは古く、来客に対し足をそそぐための水と食事の後口を

すすぐための水が用意されたといい、それが仏教に取り入れられ、仏前や僧侶に供養され

るようになったものである。閼伽を汲むための井戸を「閼伽井」、その上屋を「閼伽井

屋」、「閼伽井堂」と称される。 

 
写真８．醍醐水の水源（建物の向かって左側に蛇口があり、そこから醍醐水が出る。

コップも置いてある。「醍醐閼伽井」の説明板が、蛇口の上にある。その写真を、

次ページの写真９に示す。） 
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写真９．醍醐水蛇口の上に掲示された「醍醐閼伽井」の説明板 

 図７に示すように、「醍醐水」の上に「清滝宮拝殿」と「清滝宮本殿」がある。

清滝宮拝殿（国宝：写真 10）は 1088 年建立で、 1434 年に再建された建物で、寝殿

造りの手法を生かした気品ある風格を備えている。山腹をわずかに切り開いて前面

が崖にさしかかる懸造り(かけづくり)の構造になっている。「清滝宮本殿」は弘法

大師（空海）が唐・長安の青龍寺から勧請した密教の守護神を祀った醍醐寺の鎮守

社で、上醍醐の本殿は 1957 年の再建である。（なお、下醍醐の「清滝宮本殿」は

1517 年の再建で重文である。） 

 
写真 10．清滝宮拝殿（国宝） 
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写真 11 左は「横尾大明神」、写真 11 右は「清滝宮本殿」である。「清滝宮拝

殿」の真裏には小さな社があったので、私は「これが本殿かな？」と思った。しか

し、よく見ると、「横尾大明神」であった。「清滝宮本殿はどこかな？」と探すと、

大明神の奥の見えにくい所にあった。大明神の前に、両者の案内板を設置すべきで

ある。清滝宮本殿は 1957 年再建の新しい建物である。 

  
写真 11．左：横尾大明神、右：清滝宮本殿 
図７に示すように、「清滝宮本殿」の上に「准胝堂跡」がある。准胝堂（じゅん

ていどう）は西国三十三所第 11 番札所であり、西国一険しい札所として知られる。

理源大師により 876 年に創建されたと伝えられているが、幾度かの火災により焼失。

1968 年に再建されたお堂は 2008 年 8 月 24 日未明の落雷による火災により焼失した。

現在は、その跡地が残っている。「准胝堂跡」の先には「薬師堂」がある。

 
写真 12．薬師堂（国宝） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80
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薬師堂（写真 12）は国宝である。薬師堂は、開山・理源大師の時代（907 年）に

建立。現在の建物（国宝）は 1121 年に再建され、山上伽藍に於いては最古の建造

物で、数少ない平安時代の遺構として貴重なものである。 
薬師堂の案内板には、次のように書かれている。 

薬師堂：此の堂の創立は、延喜七年で開山聖宝理源大師の時に溯るが、現在の堂は保安二

年（1121）に再建なったもので、山上伽藍に於いては最古の建造物で、数少ない平安時代

の遺構として貴重なものである。堂内蟇股（かえるまた）は、所謂本蟇股の最も古い例の

一つである。本尊薬師如来は脇侍の日光、月光、両菩薩と共に国宝に指定されており、聖

宝の弟子会理僧都作になるもので、貞観後期の豪快な気分を、十分に感じさせる優美な作

品である。又、歴代の聖帝が御病気の平癒を祈られる度に金箔を尊像にはり加えられた事

は有名であり、「箔薬師」の名で厚い信仰を集めている。 

 

５）のサイト/lによれば、「蟇股」の「蟇」は「ヒキガエル」のこと。有名な日光の

「眠り猫」（図 10 を参照）にかぶさっている、洗面器を伏せたような形をした部材のこ

とを「蟇股」（かえるまた）と言う。蟇が足を広げて踏ん張っているような形をしている

から、そう呼ばれる。本来、蟇股は構造部材。上部にかかった荷重を、下部の桁に伝えて

やる役目をしている。奈良あたりの古建築に用いられている蟇股は、構造部材そのものっ

て感じで無骨。それが平安時代あたりになってくると、装飾性が出てきて彫刻のようにな

ってくる。日光東照宮は江戸期だから、さらにその傾向が進んで、構造部材というより化

粧部材という感じになっている。ほとんど欄間である。 

本稿は、予想外に長くなってしまった。読者の皆様は退屈になられたかも知れませ

ん。本稿はここで一応休止し、残りの伽藍の説明や、醍醐寺や日本仏教に対する私

の感想を次回（次回のサイト/f）に記載する。 
 
引用したサイト 
１）のサイト：http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm 
２）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=e-2LkRQ_M3U 
３）のサイト：http://blog.goo.ne.jp/jq280/e/12fce866b292d5aecd48f2242f17f3dd 
４）のサイト：http://www.y-morimoto.com/saigoku/saigoku11a.html 
５）のサイト：http://blue.ap.teacup.com/safetycap/324.html 
 

図 13. 日光東照宮の有名な

「眠り猫」 

ここで用いられている「蟇股」

の説明を、次の段に青文字で記

載する。 

http://blue.ap.teacup.com/safetycap/324.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-11.pdf
http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=e-2LkRQ_M3U
http://blog.goo.ne.jp/jq280/e/12fce866b292d5aecd48f2242f17f3dd
http://www.y-morimoto.com/saigoku/saigoku11a.html
http://blue.ap.teacup.com/safetycap/324.html

