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Random Walks （乱歩） 

「偏屈老人の気侭な紀行文」のサイトです。 

 
第４回 京都の桜散策（その１：醍醐寺）  

筆者：林 久治 （記載：2016 年４月 12 日） 

（１）前書き 
最近、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。 

私と老妻は 2016 年の３月、吹田市にある息子の自宅に滞在していた。その間、私
は一人で３月 28-29 日に大阪・上町台地を散策して、次の紀行文を書いた。第１回
/fは生國魂神社を紹介し、第２回/fは寺町から四天王寺までを紹介し、第３回/fは
難波宮跡から空堀商店街を経由して高津宮までを紹介した。 

今回の上町散策では、大阪の桜は未だ２－３分咲きであった。例外的に、寺町の
銀山寺の桜は満開であった（第２回/fの紀行文）。一方、京都の桜は満開直前であ
った。そこで、３月 31 日に私は老妻と共に、吹田市の息子の自宅から京都に行き、
醍醐の桜と祇園白川の桜を見物した。今回は、醍醐の桜を紹介する。次回は、祇園
白川の桜を紹介する予定である。 

 

（２）醍醐寺までの交通案内と拝観料金（参拝：2016 年の３月 31 日） 

 私（林）の学生時代（1960 年代）は、醍醐寺に行くには交通が大変不便であった。
国鉄京都駅か国鉄山科駅からのバス便しかなかった。特に、桜の季節は交通渋滞で
時間がかかりそうであった。そう言った事情で、私は本年まで醍醐寺に行く機会が
なかった。ところが、1997 年に京都地下鉄東西線が開通し、「醍醐駅」から醍醐寺
まで歩いて約 10 分で行けるようになった。 

 

図１．京都地下鉄東西

線の路線図（青い線

路）。 

醍醐駅に行くには、JR

山科駅で乗り換える

か、三条京阪駅で乗り

換えるのが便利であ

る。なお、東西線の開

通以前、京阪電車京津

線は三条京阪駅から浜

大津駅まで路面電車で

運行されていた（1941

年の京都市全圖を参

照）。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-1.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-3.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_2360.html
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 私と老妻は 2016 年の３月、吹田市にある息子の自宅に滞在していたが、「醍醐寺
の桜が満開直前である」との報道があった。老妻が「豊臣秀吉の『醍醐の花見』
（旧暦の 1598 年 3 月 15 日）で有名な醍醐寺の桜を是非見たい」と言うので、３月
31 日に二人で醍醐寺に行った。私共は JR 山科駅で京都地下鉄東西線に乗り換えた。 

 私が悩んだ問題点は、ネットで調べても「醍醐駅から醍醐寺までの道順」が不明

確であった事であった。醍醐寺の公式サイト（１）のサイト/）に掲載されている道

順は分かり難い。私には２）のサイト/fの地図が比較的分かりやすかったので、図

２に拝借する。 

 

図２．醍醐駅から醍醐寺までの道順 ２）のサイト/fの地図を借用して加筆した。 

道順を青い矢印で示す：①地下鉄「醍醐駅」では２番出口から地上に出て、「パセ

オ・ダイゴロー東館」の外側階段で２階の道路に昇る。②２階の道路から遊歩道を

直進し、突き当りを左に曲がる。③広い道路に出るので、そこを右に曲がる。④高

架下をくぐり直進すると、「醍醐寺の総門」に至る。総門に入り直進すると、左に

「三宝院（⑤）」、右に「霊宝館（⑥）」、正面に醍醐寺伽藍（下醍醐：⑦）があ

る。醍醐寺伽藍の奥に女人堂（⑧）がある。女人堂（⑧）の入口から山道を１時間

ほど登ると上醍醐（⑨）に着く。 

 

 醍醐寺を拝観する前に、料金システムを知っておくことが重要である。拝観料が

必要なのは、三宝院（⑤）、霊宝館（⑥）、および醍醐寺伽藍（下醍醐：⑦）の三

か所である。一か所の拝観料は、大人１名が 600 円である（シニア割引はない）。

また、２館共通の拝観料は大人１名が 1000 円で、３館共通の拝観料は大人１名が

1500 円である。（私は醍醐寺の拝観料は少々お高いと思う。）さらに、上醍醐

（⑨）に入山する場合は、女人堂（⑧）の入口で大人１名 600 円の入山料が必要で

ある。ただし、上醍醐への入山は、上記の３館に入場せずとも可能であるし、醍醐

寺伽藍（⑦）の裏門からも入山可能である。 

① 

② 

③ 
④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨へ 

⑨ 

https://www.daigoji.or.jp/
http://7dwm.com/wp-content/uploads/2015/09/k_map2_daigoji.gif
http://7dwm.com/wp-content/uploads/2015/09/k_map2_daigoji.gif
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（３）醍醐寺の歴史 

 図３上に、醍醐寺の説明板を示す。３）のサイト/lにも、醍醐寺の紹介がよく書

かれている。これらより、醍醐寺の歴史をまとめると、次のようになる。 

 874 年、空海の孫弟子・聖宝が醍醐山山頂（標高：454ｍ）に草庵を結ぶ。これが

上醍醐の始まりであった。907 年、醍醐天皇により勅願寺（天皇・上皇の発願によ

り創建された寺）となり、下醍醐に金堂（924 年創建）、五重塔（936 年着工、951

年完成）、三宝院（1115 年創建）などの大伽藍が次第に整えられた。909 年には聖

宝が没し、弟子・観賢が継いだ。

 

 
図３．上：京都市による醍醐寺の説明板 下：三宝院の境内図（三宝院のパンフ） 

http://www.kyotofukoh.jp/report363.html
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（４）三宝院（図２の⑤） 
 三宝院は 1115 年に、醍醐寺第 14 世座主・勝覚僧正により創建された。三宝院は

醍醐寺の本坊的な存在であり、歴代座主が居住する坊である。応仁の乱で三宝院が

焼失し、廃寺同然となったが、安土桃山時代に醍醐寺金剛輪院の院主・義演は豊臣

秀吉の信頼が厚かったため、秀吉は三宝院を復興し有名な「醍醐の花見」を行った。

現在の三宝院は、その建造物の大半が重文に指定されている。 

図３下に、三宝院の境内図を示す。図４の写真は表書院 （国宝：図３下の⑥）か

ら見た庭園で、表書院は醍醐の花見の際に奈良から移された能の楽屋を再移転し、

中門を付加するなど書院造風に整えたもの。 

次ページ図５上の唐門（国宝：図３下の⑤）は、1599 年に建てられた檜皮葺、黒

漆塗り、正面扉に金箔の桐紋、その脇に菊紋を張り付けるいかにも桃山期らしい豪

壮な門で、朝廷からの使者を迎える時だけに扉を開いたとされる勅使門である。か

つては漆塗りが剥落劣化していたが、2011 年の修理時に黒漆塗が施されて、印象は

一新された。唐門は、屋根に独特の唐破風（弓を横にしたような形をし、中央が高

く、左右になだらかに流れる曲線をもつもの）があることからこう呼ばれる。 
三宝院の有名な「しだれ桜（図５下）」は満開で、樹齢は約 150 年、太閤・秀吉

が植えた桜の子孫なので「太閤しだれ桜」（図３下の⑫）と呼ばれている。 

 
図４．庭園全体を見渡せる表書院（図３の⑥）は寝殿造りの様式を伝える桃山時代

を代表する建造物であり、国宝に指定されている。国の特別史跡・特別名勝となっ

ている三宝院庭園は、豊臣秀吉が「醍醐の花見」に際して自ら基本設計をした庭で

あり、今も桃山時代の華やかな雰囲気を伝えている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%86%8D%E9%86%90%E3%81%AE%E8%8A%B1%E8%A6%8B
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図５．上：唐門（国宝：図３下の⑤）。 下：太閤・秀吉にちなんで名付けられた

「太閤しだれ桜」（図３下の⑫）。 
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（５）醍醐寺伽藍（下醍醐：図２の⑦） 

 

 図６に醍醐寺伽藍（下醍醐とも呼ばれている）の配置図を示し、説明文に主な建

物を紹介する。私（林）が醍醐寺を参拝した日は、春の日が穏やかな晴天に恵まれ、

由緒深い建物群の間に、多数の桜の老木が満開であった（次ページの図７）。時は

金曜日の午前中で、人込みは気にならない程度であった。私は「さすがに世界遺

産・醍醐寺の桜は見事だ！」と感動した。しかし老妻は「東福寺の秋は全山が紅葉

であったが、ここは全山桜ではない！」と些か期待外れのご様子であった。 

図６．醍醐寺伽藍 

ここは（図２の⑦）、下

醍醐とも呼ばれている。

本図は醍醐寺のパンフレ

ットを使用。 

国宝は金堂と五重塔、重

文は清瀧宮本殿。 

金堂は 926 年に創建され

たが、二度焼失した。現

在の金堂は、秀吉の命に

より紀州湯浅から移築さ

れ、秀頼の時代の 1600 年

に完成。 

五重塔は 936 年に着工

し、951 年に完成。京都府

で最古の五重塔である。 

清瀧宮は醍醐寺の鎮守社

で、現在の本殿は 1517 年

に再建。 

伽藍の一番奥にある成身

院は、通称「女人堂」と

呼ばれ、上醍醐への入口

である。 

上醍醐のみに入山する場

合は、西大門で右に曲が

り、霊宝館の前を通り、

光台院の角を左に曲が

り、五重塔の裏を通って

成身院（女人堂）に行け

ば、入口まで無料で行け

る。上醍醐までは、ここ

から徒歩１時間の登りで

ある。 

上醍醐への入口 
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図７．醍醐寺伽藍（下醍

醐）の桜 

上：清瀧宮付近の桜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中：五重塔と桜 

五重塔（国宝）の総高は

38ｍで、その内、屋根の

上の相輪の高さが 13ｍあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下：弁天堂付近の桜 
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（６）霊宝館（図２の⑥） 

 醍醐寺伽藍を見物して、一番奥にある「寿庵」のそばにある出口から外に出て、

成身院（通称、女人堂）に行った。この出口は無粋な一方通行の門で、再入場はで

きない。女人堂は上醍醐の入口になっていて、入山料は大人１名 600 円をまた徴収

される。４）のサイト/mに書かれているように、上醍醐の檜山には「豊太閤花見

跡」がある。老妻はそこまで行ってみたいと思っていたが、登山の用意をしていな

かったし（約１時間の山道を登るそうだ）、又々料金を支払うことに反発して、今

回は入山しなかった。 

 後でネットを調べると（４）のサイト/mを参照）、上醍醐の五大堂の前に三体の

ブロンズ像があるそうである。中央が醍醐寺の開基の理源大師 聖宝、左が醍醐寺一

世座主 観賢僧正、右が修験道の祖 役小角だそうだ。これらの銅像は「ヒロ男爵」の

サイトに未だ記載されていないようだ。そこで、次に大阪に来る時には、私が一人

で必ず上醍醐に登山して、これらの銅像の写真を撮影しようと決意を固めた。 

 

図８．霊宝館付近の道は桜が満開で、さながら桜のトンネルであった。 

 

今回は、私と老妻は上醍醐に行かず、醍醐寺伽藍の外側を通って、霊宝館の前に

帰って来た。霊宝館は国宝（薬師如来座像）や重文だけでも７万点の寺宝が収納さ

れており、毎年春と秋に公開されている。醍醐寺全体の拝観料金が予想外に高かっ

たし、老妻が少し疲れ気味なので、私共は霊宝館には入場せず、館内の桜を外壁越

しに垣間見た。霊宝館付近では、図８のように、道の両側の桜は満開で、さながら

桜のトンネルであった。 

http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm
http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm
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醍醐寺の桜の中でも、一番の豪華さを見せるのが、「霊宝館のしだれ桜」との評

判である。広大な枝ぶりとそこに付ける無数の花を見ると、「見事な大桜！まさに

巨木！」であるそうだ。この桜は咲き始めと満開では花の色が違ってくる。咲き始

めから５分咲くらいまでは桃色と言っていいほど色が濃く、満開になるにつれ薄く

なっていき、散り初めの頃には白一色の花吹雪を散らせるそうだ。「霊宝館のしだ

れ桜」の動画は、５）のサイト/0をご覧下さい。 

 従って、桜の季節には、上醍醐に行くより、３館共通の拝観料（大人１名が 1500

円）を購入して、霊宝館にも入場することを私は薦める。 
 

（７）次の紀行文 
 今回は、醍醐の桜を紹介した。当日、私共は祇園白川の桜も見物したので、次回

は祇園白川の桜をご紹介する予定です。ご期待下さい。 
 
 
引用したサイト 
１）：醍醐寺の公式サイト URL：https://www.daigoji.or.jp/ 

２）： 京都醍醐寺の紅葉/f 

３）： 醍醐寺・醍醐の森/l 

４）： 上醍醐の登山/m 

このサイトの最後から２枚目の写真に、「パセオ・ダイゴロー東館」の外側階段で

２階の道路に昇る場所が掲載されているので、大変参考になる。 

５）： 霊宝館のしだれ桜の動画/0 

https://www.youtube.com/watch?v=hA-1VvaEJJ0
http://www.geocities.jp/douzouz/kinki/oosaka/suita.html
https://www.daigoji.or.jp/
http://7dwm.com/wp-content/uploads/2015/09/k_map2_daigoji.gif
http://www.kyotofukoh.jp/report363.html
http://whitecaramel.chips.jp/saigoku33/kamidaigo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hA-1VvaEJJ0

