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第 141 回 宇治市の匂宮像と浮舟像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 11 月 20 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ている。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。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、宣言が解除されて

から、東京での銅像探索を再開している。詳しくは、139 回の記事/fをご覧下さい。

一方、大阪に行くことは本年 2月から自粛してきたが、孫娘の七五三と私共夫婦の

金婚祝いのため、11 月４日から 11 日まで久しぶりに大阪に滞在した。そのついで

に近畿地方の銅像探索も行った。前回の記事/fではその内の、神戸市と西宮市の銅

像探索記を記載した。本稿は、宇治市での銅像探索記を記載する。なお、本稿では

資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は青文字で記載する。 

 

 

図１．宇治平等院の周辺地図 本図は、２）のサイト/mより借用。①：JR 宇治駅、

②：平等院正門、③：平等院南門、④：朝霧橋、⑤：宇治川先陣之碑。 
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http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-139.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-140.pdf
http://%EF%BC%92%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.mapion.co.jp/m2/34.88931128%2C135.80767874%2C16/m
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（２）平等院正門の辻利右衛門像 
今月 11 日の大阪から帰京途中に、宇治の平等院に立寄った。家内は初めてだが、

私は大学時代に一度来たはずである。しかし、今回再訪しても何も記憶が残ってい

なかった。宇治平等院の周辺地図を図１に示す。私共は荷物を京都駅に預け、JR 奈

良線で JR 宇治駅（図１の①地点）に着いた。 

 

  

図２．上：平等院の正門前、下左：辻利右衛門像、下右：本像の銘文。 
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図２上には平等院の正門前を示す（図１の②地点）。紅葉が始まっていた。正門

の右脇には立派な胸像が建っていた。その写真を図２下左に示す。その台座正面に

は「辻利右衛門翁之像 農林大臣後藤文夫書」と刻されていた。この時は、全くの

逆光条件で、鮮明な写真が撮れなかった。本像は大変有名で、１）のサイト/には勿

論収録されている。しかし、本サイトには本像の説明がないので、台座に貼付され

ていた碑文を撮影した。図２下右には、台座背面にあった碑文の一部を示す。台座

側面には別の銘文があり、それには以下のように記載されていた。 
昭和八年九月 建立者 辻翁顕彰會 銅像製作者 保田龍門 

台座背面の碑文には以下のように記載されていた。 
宇治茶ハ元朝庭井ニ幕府諸侯ノ庇護ノ下ニ栄エ維新後其茶師ナル者 

忽チ數百年来晏逸ノ夢ヲ破ラレ為ス所ヲ知ラスシテ荒蕪ニ任スルノミ 

此時ニ當リ辻利右衛門翁慨然奮起自費ヲ投ジ改善ヲ圖リ碾茶 

ノ時代ニ適セザルヲ知リ玉露ノ製法ヲ一新シ今日アルノ基礎ヲ確立 

セリ翁の功績大ナリト謂フヘシ翁資性廉潔邊幅ヲ飾ラス公共ノ為メ 

ニハ身ヲ挺シテ之ニ當リ其事跡ノ見ルヘキモノ尠カラス亦能ク窮ヲ 

恤ム慈父ノ如ク郷黨擧テ心服セサルモノナシｘテ緑綬褒章ヲ賜ハリ 

又従六位ヲ追贈セラル弘化元年甲辰ヲ以テ生レ昭和三年一月没ス齢 

八十五翁ノ如キハ獨天壽ヲ全フスルノミナラス亦偉人ナル哉 

昭和八年歳次癸酉一月 正三位勲二等山本悌二郎書 

なお、上記の碑文は昭和初期に書かれた漢文調の文であるので、難解な単語が多

い。その解説を以下に示す。 

忽（こつ）は「たちまち、ゆるがせ」の意。晏逸は「あんいつ」と読む。慨然（がいぜ

ん）は「憤り嘆くさま、嘆き憂えるさま、心を奮い起こすさま」の意。恤（しゅつ、じゅ

つ）は「うれえる、あわれむ」の意。碾茶（てんちゃ）は「蒸し製緑茶の一種で抹茶の原

料」。 

 また、ウィキペディアには、次のような記載がある。 

①癸酉（みずのととり）：西暦年を 60 で割って 13 が余る年が癸酉の年となる。上記の文

では、癸酉は 1933 年を表す。 

②山本 悌二郎（やまもと ていじろう、1870- 1937）は、日本の政治家、実業家。昭和 2

年（1927 年）に田中義一内閣で、また昭和 6 年（1931 年）に犬養内閣で、それぞれ農林

大臣として入閣 

③保田 龍門（やすだ りゅうもん、1891-1965）は、日本の画家、彫刻家である。和歌山

県竜門村（現：紀の川市）出身。彫刻家の保田春彦は息子、西村浩幸は孫である。 

以上の資料などにより、辻像の概要は次の通りである。 
辻利右衛門翁之像 

設置場所：京都府宇治市平等院正門前 

建立時期：1933 年 9 月、建立者：辻翁顕彰會、製作者：保田龍門（1891-1965） 

設置経緯：辻利右衛門翁（1844－1928）は、明治-昭和時代前期の製茶家。生地山城(京都

府)宇治で茶業をいとなむ。宇治茶の製茶法の改良にとりくみ、明治のはじめ抹茶用の葉

茶から良質の煎茶をつくり「玉露」の製法を完成させた。販路拡張と生産増加にもつとめ、

宇治の茶業を再興させた。銅像の題字は農林大臣後藤文夫の書。 

https://douzou.guidebook.jp/
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（３）平等院 

 辻像を探索した後、平等院に表門から入場した。図３上には本院の略図を、図３

下には鳳凰堂を示す。 

 

 

図３．上：平等院の略図、本図は、３）のサイト/lより借用。下：鳳凰堂。 

http://mamichi43.web.fc2.com/travel/byodoin.html
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 平等院の概要は３）のサイト/lが優れている。勿論、平等院公式 HP（４）のサイ

ト）には解説や写真が豊富である。私共は平等院に昼前に到着した。残念ながら、

天候は曇りがちで日差しは少なく、鳳凰堂には華やかさが感じられなかった。本堂

の正面は何故か東北向きに建てられている。そのため、正面には日光は朝だけしか

当たらず、昼前から後は陰になって印象が暗くなるようだ。ウィキペディア（平等

院）には、朝に撮影した華やかな鳳凰堂の写真が掲載されている。その写真を図４

に示す。 
 

 
図４．鳳凰堂の華やかな写真 本図は、ウィキペディア（平等院）より借用。 
 
（４）朝霧橋の匂宮と浮舟の像 
 平等院を南門から出て、朝霧橋東詰にある「匂宮と浮舟の像」の探索に向かった。

これが、私の本日のメインイベントである。次ページの図５上には南門（図１の③

地点）の写真を示す。５）のサイト/lによれば、本門の概要は次の通りである。 

この門は、伏見桃山城からの移構されたものだそうです。2010 年再塗装工事の時に主要部

材のほとんどが、希少な赤樫（アカガシ）の巨木であることが判明したそうです。固く火

に強いが、ねじれが起きやすい樫材の建造物は、これまで日本で確認されたことがなく、

城造りの天才として知られる秀吉公の城門「薬医門」の現存する最古の建築として注目さ

れているそうです。 

 南門から宇治川の川中島である塔の島に渡り、そこから橘島に行った（場所は図

１を参照）。橘島から見た朝霧橋（図１の④地点）と宇治川の写真を図５下に示す。

琵琶湖から流れてきただけあって、宇治川の流れは流石に豊富であった。 
 

http://mamichi43.web.fc2.com/travel/byodoin.html
http://www.byodoin.or.jp/
https://ameblo.jp/maru-wanko/entry-12221467759.html
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図５．上：平等院南門、下：朝霧橋西詰から見た宇治川上流。 
 
 朝霧橋（図１の④地点）を渡り東詰に着くと、そこにはお目当ての「匂宮と浮舟

の像」があった。その写真を次ページの図６に示す。 
（本文は、８ページに続く。） 
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図６．上：朝霧橋と匂宮と浮舟の像、下：匂宮と浮舟の像 
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 図７上には、本像の台座正面にある銘板を示す。それには「源氏物語 宇治十

帖」と記載されている。６）のサイト/mには、源氏物語の人間関係（図７下）とそ

の説明が記載されている。その説明は以下の通りである。 
源氏物語は光源氏を中心とした 54 帖からなる平安貴族の小説ですが、最後の十帖は宇治

を中心に光源氏の子の薫君（かおるのきみ）と孫の匂宮（におうのみや）が舞台に登場し

てきます。この十帖を特に「宇治十帖」と呼び、その部分だけでも十分物語として成り立

つのです。源氏物語前編では光源氏の人間関係が京の雅の中で綾なす織物の如くちりばめ

られていたのに対して、宇治十帖では人間の心の機微に焦点を合わせているように私には

思えるのです。薫君は幼いときに聞いた自分の出生の噂がトラウマとなり、社会的地位も

約束されているにもかかわらず出世には関心がなく、人の世は儚いものと捉えて、現世に

執着の残る恋愛などは避けているのでした。一方、匂宮は「少しなよび和（やはら）ぎ過

ぎて、好きたる方に引かれ」とあるように少々浮気者で積極的な性格だったのです。この

二人の対照的な性格が宇治十帖で話題を賑わわせていくことになります。 
 

図７．上：本像の銘文、 
下：源氏物語の人間関係。 
本図は、６）のサイト/mより借用。 

http://www.honnet.jp/metro/rekisi/r182/rekisi22.htm
http://www.honnet.jp/metro/rekisi/r182/rekisi22.htm
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 ７）のサイト/pには、本像の説明が次のように記載されている。 
紫式部が 11 世紀に書いたと言われる源氏物語は全体で 54 帖からなっていますが、45 帖か

ら 54 帖までは、宇治を主要な舞台にしていることから「宇治十帖」と呼ばれています。

宇治十帖のモニュメントは、浮舟と匂宮が小舟の上で語りあう場面をモチーフに、宇治十

帖の象徴として平成七年三月に建てられたものです。 

なお、本像の動画は８）のサイト/Iで視聴できます。以上の資料などにより、本

像の概要は次の通りである。 

匂宮と浮舟の像（宇治十帖のモニュメント） 
設置場所：京都府宇治市宇治川 朝霧橋東詰 
建立時期：1995 年 3 月 
作者：不明 
設置経緯：源氏物語は全体で 54 帖からなっていますが、45 帖から 54 帖までは、宇治を主

要な舞台にしていることから「宇治十帖」と呼ばれています。本像は、浮舟（光源氏の

孫）と匂宮が小舟の上で語りあう場面をモチーフに、宇治十帖を象徴したモニュメントで

す。 
 
（５）宇治川先陣之碑 
 宇治市の銅像探索から帰京して、本稿を書いていると、「宇治川先陣之碑」の写

真を撮り忘れたことに気付いた。本碑は図１の⑤地点にある有名な石碑であるが、

当日は帰りを急いでつい失念してしまった次第である。日本伝承大鑑（９）のサイ

ト/l）という極めて優れたサイトに本碑の写真があるので、それを借用して図８に

示す。 

 
図８．宇治川先陣之碑 本図は、９）のサイト/lより借用。 
 

http://www.xhotzone.net/vh/26a/vh14120501.php
https://www.youtube.com/watch?v=J8jj2aKtCMI
https://japanmystery.com/z_miyako/rakugai/ujigawa.html
https://japanmystery.com/z_miyako/rakugai/ujigawa.html
https://japanmystery.com/z_miyako/rakugai/ujigawa.html
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 ９）のサイト/lによれば、本碑の建立経緯は次の通りである。 

宇治橋の東側、宇治川の中州となっている橘島に“宇治川先陣之碑”がある。昭和６年

（1931 年）に建てられたものであるが、実際には現在の宇治橋よりもさらに下流であった

出来事であるとされている。 

寿永３年（1184 年）１月に起こった宇治川の戦いは、木曽義仲と源頼朝という源氏同士

の戦いであった。この戦いの約半年前の７月に大挙して上洛した木曽義仲であるが、後白

河法皇との不和などから信望を失い、この時点で付き従う者は 1000 騎余りとなっていた。

一方、源頼朝は法皇の命を受けて、木曽軍追討のために範頼・義経の２人の弟に数万の大

軍を預けて京へ上っていた。結局、宇治川の合戦は木曽側 400 に対して義経率いる 25000

の兵という、圧倒的な兵力差となったのである。 

この合戦の白眉は、義経側の先陣争いであった。流れが急な宇治川を競って渡ったのは、

池月に乗った佐々木高綱と磨墨に乗った梶原景季の両名である。池月・磨墨とも頼朝秘蔵

の名馬であったが、先に池月を所望した景季に対して頼朝は代わりに磨墨を与え、後から

所望した高綱に池月を与えた。さらに上洛の途上、高綱が池月に騎乗しているのを見た景

季は憤激するが、高綱の「盗んできた」との嘘の言い訳を受け入れていた。両者とも先陣

の功名を得ようと必死になるだけの理由があった。 

先に進み出たのは景季である。負けじと高綱が追いすがる。ここで高綱「馬の腹帯が緩

んでおるぞ」と景季に声を掛けた。慌てて腹帯を確かめる景季を尻目に、高綱の乗る池月

は宇治川に入っていく。そして池月は急流をものともせず、高綱も川底に仕掛けられた大

綱を太刀で切り裂き、とうとう川を渡りきって先陣の名乗りを上げたのである。 

私は本年の 1月 2日に東京都大田区で池月像と磨墨像の銅像探索を行い、その探

索記を113 回の記事/fに記載した。興味のある方はぜひ本記事をご覧下さい。 
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