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第 21 回 近畿・2016 年晩秋（その２：弘文天皇陵と新羅善神堂） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 12 月３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。 

 本年の 1１月後半、私は大阪・北千里にある息子の自宅に２週間くらい滞在した。

その間、11 月 13 日に、私は大津市の三井寺を参詣した。図１に、三井寺の公式Ｈ

Ｐ（１）のサイト/）にから借用した三井寺周辺地図（２）のサイト/m）を示す。前

回は（前回の記事/f）、現地踏破の体験を基にして「大津市の鉄道史」を書いた。当

日、私は最初に京阪石山坂本線・別所駅（図１の④）まで行き、弘文天皇陵、新羅

善神堂、および法名院を参詣した。今回は弘文天皇陵と新羅善神堂の参詣記を記載

する。 

 
（２）弘文天皇陵 

 私は 11 月 13 日８時 40 分に阪急・北千里駅を出発し、阪急京都線、京阪本線、京

阪京津線を乗り継いで浜大津駅に到着した。私は学生時代の 1960 年代に浜大津駅に

図１．三井寺周辺地図 

（２）のサイト/mより

借用。） 

①は「浜大津駅」、②

は「上栄町駅」、③は

「皇子山駅」、④は

「別所駅」である。 

①－②－三条京阪駅間

は、「京阪京津線」と

呼ばれている。石山寺

駅－①－④－③－坂本

駅間は、「京阪石山坂

本線」と呼ばれてい

る。「京阪京津線」と

「京阪石山坂本線」

は、「浜大津駅」の同

じホームで乗り換える

ことができる。 

① 

② 

③ 

④ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://www.shiga-miidera.or.jp/guide/map.htm
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一度来たことが、今回はそれ以来の半世紀ぶりの訪問である。昔の浜大津駅では、

「京阪京津線」と「京阪石山坂本線」とが複雑に交差しており（図２を参照）、乗

換が分かり難く時間もかかった。浜大津駅は 1981 年に駅舎が改装されて現在の姿に

なったそうである。現在の駅では、京津線の電車と石山坂本線の電車とが同じホー

ムで発着するので、乗換が大変便利になっている。 

私は浜大津駅で 10 時 45 分発の近江神宮行きの電車に乗換、その数分後に別所駅

に到着した。図３に、別所駅の周辺地図を示す。 

 
図２．昔の浜大津駅（３）のサイト/lより拝借。1980 年には、三条から石山寺まで

直通の急行電車があったそうである。） 

 
図３．別所駅の周辺地図 ①別所駅、②道標、③弘文天皇陵、④新羅善神堂、⑤道標、⑥

階段、⑦道標、⑧新羅三郎の墓、⑨法明院、⑩フェノロサの墓。図は４）のサイト/lより。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

三井寺への道 

http://takehiro-tanimoto.cocolog-nifty.com/blog/2015/04/post-f49c.html
http://www.oumi-castle.net/takeda_yukari/yosimitu_haka.html
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 ５）のサイト/2に次のような説明がある。弘文天皇（648-672）は天智天皇の皇子で

ある大友皇子です。天智天皇が大津京で没すると、皇位継承（こういけいしょう）をめぐ

って実の叔父である大海人皇子（おおあまのおうじ）（？-686）と古代最大の内乱・壬申

（じんしん）の乱（天武（てんむ）元年・672）で争い悲惨な最期（さいご）を遂げまし

た。享年わずか 25 歳でした。勝利した大海人皇子は、飛鳥に遷都して天武（てんむ）天

皇となりました。大友皇子は長らく皇統に認められなかったらしく、日本書紀にもその名

がありません。しかし、1870 年になって第 39 代弘文天皇と追称されました。1877 年に、

長等山麓の亀丘という古墳が陵墓に選定され、死地である「山前（やまさき）」の名をと

って長等山前陵（ながらやまさきりょう）と命名され、現在にいたっています。 

  

 
図４．上左：図３の地点②にある道標、上右：弘文天皇陵の石碑、下：弘文天皇長

等山前陵 

http://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/972
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 私（林）は図３の地点②にある道標の写真を撮り（図４上左を参照）、角を左に

曲がった。当日は好天で、この一帯はのどかな近江路の風景であった。図３の「山

上町自治会館」の角を左に曲がりしばらく歩くと、あたり一帯は急に暗い林となり、

霊気のようなものを強く感じた。そこは、弘文天皇陵と新羅善神堂の広大な境内で、

日曜日にもかかわらず誰も居なかった。私は先ず、弘文天皇陵を参詣した。そこに

は、陵の石垣が連なっているだけで（図４下の鳥居の上に、霊気が写っているよう

である）、陵の中を見ることはできなかった。広大な陵の前庭は、木々が茂ってい

るだけで、陵の案内板もなかった。ただ、図５のような宮内庁の文書が達筆で板書

されているだけであった。 

  
図５．弘文天皇陵に掲げられた宮内庁の文書 
 古事記には、推古天皇の時代までの歴史が書かれている。一方、日本書記には、

大化の改新（645 年）、白村江の戦い（663 年）、および壬申の乱（672 年）が詳し

く記載されている。周知のように、日本書記には大友皇子の非業の敗北が記載され

ている。しかし、私は九州王朝説を支持している。九州王朝説とは次のような説で

ある。７世紀後半まで北九州に九州王朝があり、大宰府を都としていた。九州王朝はそれ

まで倭国と称して、シナ大陸の帝国と交流していた。その間、大和朝廷は近畿地方を支配

していた一地方政権に過ぎなかった。白村江の戦いで、倭と百済の連合軍は、唐と新羅の

連合軍に大敗し、九州王朝は滅亡した。九州王朝に取って代わって、大和朝廷が北九州ま

で勢力を伸ばして、「日本国」と称した。 

 私の考えでは、古事記と日本書記は大和朝廷の宣伝書で、九州王朝の存在を完全

に無視している。両書は「白村江の戦いの約 1300 年前から、大和朝廷の天皇が日本

列島を支配していた」と国内外に宣伝している。しかし両書の内容の多くは、九州

王朝の歴史からの盗用である。従って、大化の改新、白村江の戦い、壬申の乱など

の日本書記に書かれている多くの事項は、大和朝廷の歴史ではなく九州王朝の歴史

であった。つまり、天智天皇と天武天皇が兄弟であったことも、大友皇子が近江の
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「山前」で死亡したことも、疑わしい。壬申の乱に似た事件が７世紀後半に北九州

で起こったのが真実のようだ。 

 

 
図６．新羅善神堂 上：鳥居、下：本殿。 
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（３）新羅善神堂 
 図３に示したように、弘文天皇陵（図３の③）の横に新羅善神堂（図３の④）が

ある。三井寺の公式ＨＰ（１）のサイト/）は、新羅善神堂（国宝）について次のよ

うに簡単に紹介している。文禄四年（1595）の秀吉による破却のため、 山内にはそれ以

前の建立になる建築が極めて少ないですが、 智証大師ゆかりの新羅明神像（国宝）を安

置する新羅善神堂は、 足利尊氏による再興の伝えをもつ社殿で、貞和三年（1347 年）頃

の造立とされています。 桧皮葺の流れるように軽快な屋根のカーブが美しく、 また、欄

間に緻密な透彫を施すほかは、目立った装飾を取り入れずに、 簡素さの中に整った上品

さを表しています。近江には、この種、三間社流造の古建築が多く伝わっていますが、 

その中でも最も形の整ったものの一つとして極めて高い評価を受けています。 

 図６に「新羅善神堂」の写真を示す。 図６上が鳥居で図６下が本殿である。神

堂の境内は広く、鬱蒼とした林であった。当日は日曜日であったにもかかわらず、

境内は無人で管理人も観光客もおらず、何か不思議な霊気が漂っていた。本殿の前

は、広い空き地になっているが、昭和初期まで、ここには拝殿があったそうである。

ここには、新羅明神像（国宝）が安置されているそうだが、本当であろうか。管理

人が居ないことを考えると、本物の神像は別の場所に保管されているのではなかろ

うか。なお、仏教では善を施す神、正法を守護する神を善神と呼ぶ。 

 三井寺の公式ＨＰ（１）のサイト/）は、新羅明神像（国宝）について次のように

紹介している。新羅明神は三井寺の守護神として祀られています。「園城寺龍華会縁

起」によると、円珍が唐からの帰途、 老翁が船中に現れて自ら新羅明神と名のり、教法加

護を約したといわれています。ヒノキ材製。両体側部を一材から彫成し、割矧ぎとしない

で内刳りを入れています。頭髪とあごひげに細かな毛筋を刻み、着衣部には大振りではあ

りますが華麗（彩色および金銀截金）な文様が配されています。血走って極端に垂れ下が

る目、鋭く高い鼻、神経質な細かい指など、神秘的な感情をたたえながらも彫法は軽妙で

す。今は失われた両腕の持物は、画像では黄巻と錫杖となっていますが、現状では持物を

留めた形跡はありません。 

 私（林）が新羅善神堂を参詣して不思議に思ったことは、三井寺当局が「本堂は

国宝である」との案内板を掲げていないことである。図７に示すように、「火の用

心」を呼びかける注意書きのみを掲げ、管理人が不在であった事である。私は「貴

重な国宝にホームレスの人が侵入して燃やしてしまったら大変だ」と思った。 

 

図７．新羅善神堂の境

内にあった三井寺（園

城寺）の注意書。 

http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/treasure/abinusttp/02.htm
http://www.shiga-miidera.or.jp/treasure/abinusttp/02.htm
http://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A3%E6%B3%95
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%88%E8%AD%B7
http://www.shiga-miidera.or.jp/
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図８．新羅善神堂の案内板（作成は大津市）。 

図８の説明板は、大津市が作成したものである。新羅明神は朝鮮の神であるので、

三井寺当局の扱いが冷淡なのかも知れない。なお、この日の午後に、私は三井寺の

本堂と観音堂を参詣した。私はここで新羅明神像の写真を購入しようと思ったが、

なぜか販売されていなかった。仕方ないので、他人様のサイト（６）のサイト/l）か

ら新羅明神像の写真を拝借して、図９に示す。ともかく、この神像は日本には珍し

い異形の神である。 

  

図９．新羅明神像 

顔の下にある三角形のものは、髭の

ようである。（６）のサイト/lから

拝借）ＮＨＫ日曜美術館にもこの像

は掲載されています。 

http://ameblo.jp/taishi6764/entry-11902379246.html
http://ameblo.jp/taishi6764/entry-11902379246.html
http://www.nhk.or.jp/nichibi/weekly/2008/1123/index.html
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 源 義光（1045-1127）は源 頼義（988-1072）の三男で、新羅善神堂で元服したこ

とで新羅三郎と呼ばれている。長男の源 義家（1039-1106）は石清水八幡宮で元服

したので八幡太郎と呼ばれ、次男の源 義綱（1042-1132）は賀茂神社で元服したの

で賀茂次郎と呼ばれている。八幡宮は武士の守り神であり、賀茂神社は京都の守り

神であるので、長男と次男がそこで元服したことは理解できる。私は「三男の義光

はなぜ朝鮮の神を祀るこの神社で、わざわざ元服したのか？」と言う疑問を持つ。

その答えとしては、「11 世紀の初頭までにも、日本には朝鮮の影響が残っていた」

のかも知れない。 
 八幡太郎の没後に、賀茂次郎と新羅三郎とは河内源氏の棟梁の座を巡って争った

が、その詳細は省略する。ともかく、新羅三郎は弓馬の術にたけ、音律をよくした

という伝説がある。義光の子孫は、平賀氏、武田氏、佐竹氏、小笠原氏、南部氏、

簗瀬氏と在地武士として発展した。なお、第８回/fで紹介した三好長慶を生んだ阿

波の三好氏は小笠原氏の末裔である。 

 

 

図 11. 新羅三郎の

墓付近の道標 
上：地図３の⑤地

点 

下：地図３の⑦地

点 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B0%97%E7%80%AC%E6%B0%8F&action=edit&redlink=1
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
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（４）新羅三郎の墓 
 私（林）は、新羅善神堂の近くに新羅三郎の墓があることをネットで知っていた

ので、今回は新羅三郎の墓にも参詣しようと思っていた。ところが、新羅善神堂の

境内には、周辺の案内図が掲示されていない。新羅善神堂には管理人がいないし、

日曜日なのに参詣者もいないので、新羅三郎の墓への道順を聞くことができなかっ

た。そこで、境内をあちらこちら探し回ったところ、地図３の⑤地点で、図 10 上に

示すような道標を発見した。「やれやれ、これで助かった」と思い、道標の方向に

ある山の小径を登って行った。 

しばらく小径を登って行くと、向こうから初老の男性が下りて来た。私は彼に

「新羅三郎の墓はこちらですか？」と質問した。彼は「この上を上がった所です

よ」と教えてくれた。それで安心して少し登ると、図３の⑥地点に階段と小径の分

岐点に来た。「さて？道はどちらだろうか？さっきの人は上がると言ったから階段

を上がろう」と思って階段を登った。それからしばらく歩いても何もなく、とうと

う法明院に着いてしまった。 

そこで、私は法明院に参詣してフェノロサの墓にも参ってきたが、その紀行文は

次回に記載する。今回は、図３の⑥地点に戻って、小径の方を登って新羅三郎の墓

に参った感想を記載する。図３の⑥地点から少し登ると、地図３の⑦地点で図 10 下

に示すような道標を発見した。「やれやれ、これで助かった」と思い、道標の方向

にある山道を登って行くと、新羅三郎の墓を発見した。図３の⑥地点にも、道標が

あれば有難い。なお、この地帯の写真は、７）のサイト/lが優れている。また、新羅

三郎の墓の動画は、８）のサイト/Iで視聴することが出来る。 

 
図 11. 新羅三郎の墓 

http://japan-geographic.tv/shiga/otsu-homyoin.html
https://www.youtube.com/watch?v=S9-MX-PsYBI
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 私は「どうして当地に新羅三郎の墓があるのであろうか？」との疑問を持つ。そ

の解答を、９）のサイト/4は次のように説明している。 

『甲州・武田一族衰亡史』(高野賢彦著 新人物往来社 2003 年)→p22-27「武田家のルー

ツ」の項 p24「その後、義光は甲州を去って大津の三井寺に住み、大治二(一一二七)年十

月二十日に同寺で死去した。享年八十三歳。ただし異説がある。墓地は三井寺の塔頭法明

院の裏山にあり、祖父や兄より小振りであるが、土饅頭形式である。法名は「先甲院伝峻

尊了大居士」である」「また甲州では子の義清が造立した陽谷山正覚寺(北巨摩郡須玉町)

が義光の菩提寺として現存し、また義光開基の八日市場(南巨摩郡中富町)の大聖院に義光

山大聖寺殿という位牌が置かれているという。」とあり、「新羅三郎義光の墓(大津市・

三井寺)」の写真の掲載あり。 

 新羅三郎の墓の写真を図 11 に示す。墓は見事な墳丘墓であった。墳丘墓で特に有

名なのは、慶州にある新羅王墓群と、高句麗古墳群である。新羅三郎の墓が新羅様

式だとすれば、源氏と新羅には何らかの関係があったのかも知れない。 
図 11 には、墓に向かって左側に大津市教育委員会の案内板が、向かって右側には

南足柄市、小山町の両観光協会の案内板が見える。私は双方の写真を撮影したが、

本記事の容量の都合で省略する。（双方共に、多くのネット上で掲載されてい

る。）大津市教育委員会の案内板には次のように記載されている。 
新羅三郎義光の墓 大津市園城寺町 

新羅三郎義光は、源義光のことで、源頼義の子にあたります。兄に源義家、源義綱

がいます。新羅三郎というのは、園城寺の北院の鎮守・新羅明神をまつる新羅善神

堂の神前において元服したことにちなむもので、兄も八幡太郎義家、賀茂二郎義綱

とそれぞれ元服した神前に由来する名を別に有しています。 

義光は、弓馬の道にすぐれ、後三年の役(1083-1087)には兄の義家を助けるため奥

州へ出向いて清原氏の乱を兄に協力して治めています。義光は 1127 年に没し、こ

の墓が新羅三郎義光の墓といわれています。 

大津市教育委員会 昭和 62 年３月 

 南足柄市、小山町の両観光協会の案内板には次のように記載されている。 
新羅三郎源義光供養の記 

八幡太郎義家が清原氏を討つため奥州に遠征し、金沢の棚で陣をはったが戦況不利のため、

弟新羅三郎義光は援軍として奥州に馳せ参じる途中、足柄峠において豊原時秋に笙の秘曲

を授けた史実はあまりにも有名である。海抜 759 メートルの足柄峠にある 2 メートル角大

の岩石が笛吹き石と名付けられ、往時を偲ぶ唯一の証として残っているが、年々忘れられ

ていくのを惜しみ、南足柄市、小山町の両観光協会は毎年 9 月の第 2 日曜日に足柄峠にお

いて供養及び笛まつりを実施しており、祭りの中で行われる笙の吹奏、雅楽合奏等は平安

の昔を偲ばせる格調高いもので、近隣の善男善女で賑わっている。 

この度、笙の秘曲伝授の地より義光公ゆかりの当地を訪れ、墓前においてねんごろに供養

し、源家ゆかりの方々との交流が生まれれば幸いとこれを記します。 

平成 2 年 6 月 4 日 神奈川県南足柄市観光協会 静岡県駿東郡小山町観光協会 

 以上の２基の案内板の他に、向かって右側の鳥居と墓の間に、次ページの図 12 に

示す大きくて立派な墓碑が建っている。墓碑自体の高さは２メートルはあろうか、

墓碑の表題は「新羅公墓碑」と読み取れる。しかし、碑中の文字は漢文であり多少

風化していたので、私の学力では解読不能であった。三井寺の公式ＨＰ（１）のサ

イト/）の「歴史・年表」欄には以下のような記載がある。1879（明治 12）年５月 15

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000106764
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%A5%E9%BA%97%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/
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日、佐竹義堯、小笠原長守、柳沢保甲、南部利恭ら、新羅三郎義光公墓碑を建立

（碑銘）。 

 私の調査では、上記の方々は次のような経歴である。  
佐竹義堯（1825-1884）は第７代出羽岩崎藩主から第 12 代出羽久保田藩主となった。

小笠原長守（1834-1891）は越前勝山藩の第 8 代の藩主。有名な柳沢吉保の長男・柳沢吉里

が大和郡山１５万１０００石の領主となり、大和郡山柳沢家は明治維新まで６代続いた。柳沢氏は甲

斐源氏武田氏一門である甲斐一条氏の末裔と称した。柳沢保甲は第６代の大和郡山藩主

である。南部利恭（1855-1903）は陸奥国盛岡藩の第 15 代藩主である。 

次回は、法明寺、フェノロサの墓、桜井敬徳師の銅像などの訪問記を書く予定で

ある。 

 
図 12.  新羅公墓碑（建立は 1879 年） 
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１）のサイト：http://www.shiga-miidera.or.jp/ 
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４）のサイト： http://www.oumi-castle.net/takeda_yukari/yosimitu_haka.html 
５）のサイト：http://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/972 
６）のサイト：http://ameblo.jp/taishi6764/entry-11902379246.html 
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http://www.oumi-castle.net/takeda_yukari/yosimitu_haka.html
http://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/972
http://ameblo.jp/taishi6764/entry-11902379246.html
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