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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６回 石清水八幡宮 

筆者：林 久治 （記載：2016 年４月 23 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。 

この数年、私と老妻は吹田市にある息子の自宅に滞在することが多くなった。そ
の時には、運動もかねて、京都、大阪、奈良などの神社・仏閣を出来る限り参詣す
ることにしている。本年３月には、私は一人で 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。 

以上の上町散策では、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、京都に行き、醍醐の桜と祇園白川の桜

を見物した。第４回/fには醍醐の桜を紹介し、第５回/fには祇園白川の桜を紹介した。 

私は、2015 年 11 月３日に、京都府八幡市にある石清水八幡宮に参詣した。私は

中学時代に徒然草を初めて学んだ時、第５２段の「石清水参詣の段」が大変面白く、

「いつかは現地に行ってみよう」と思った。その希望を、半世紀以上後の 2015 年に

やっと実現することができた。 
徒然草第５２段を以下に引用する。 

仁和寺(にんなじ)にある法師、年寄るまで、石淸水を拝まざりければ、心うく覚え

て、ある時思ひ立ちて、たゞひとり、徒歩(かち)よりまうでけり。極樂寺・高良な

どを拝みて、かばかりと心得て帰りにけり。さて、かたへの人にあひて、「年比(と

しごろ)思ひつること、果たし侍(はべ)りぬ。聞きしにも過ぎて、尊くこそおはしけ

れ。そも、参りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん、ゆかしかりしかど、

神へ参るこそ本意なれと思ひて、山までは見ず」と言ひける。 

すこしのことにも、先達はあらまほしき事なり。 

 

（２）石清水八幡宮の歴史（Wikipedia を参照） 
平安時代前期（860 年）に八幡宮総本社の宇佐神宮（大分県宇佐市）から勧請さ

れた神社で、京都盆地南西の男山（鳩ヶ峰、標高 143 メートル）山上に鎮座する。

皇室からは遠国の宇佐神宮に代わり二所宗廟の１つとして崇敬されるとともに、京

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
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://masaniwa.web.fc2.com/RW-4.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-5.pdf
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都の裏鬼門（南西）を守護する神社の代表格として鬼門（北東）の延暦寺とともに

重要視された。武家からは特に源氏が武神として信仰し（八幡太郎義家はここで元

服した）、源氏の広がりとともに壺井八幡宮・鶴岡八幡宮など、当社から各地に八

幡宮が勧請された。 
祭神は次の３柱で「八幡三所大神」「八幡大神」等と総称される。 

①中御前：誉田別命 （ほんだわけのみこと） 、第 15 代応神天皇の本名。 
②西御前：比咩大神 （ひめおおかみ）、 宗像三女神、すなわち多紀理毘売命（た

ぎりびめ）、市寸島姫命（いちきしまひめ）、多岐津比売命（たぎつひめ）の 3柱

を指す。 

③東御前：息長帯姫命 （おきながたらしひめのみこと） 、神功皇后の本名。 

 

図１．男山上にある石清水八幡宮（上院）の境内（１）のサイト/lから借用） 

展望台 

石清水社 

http://www.y-morimoto.com/jinja22/hachiman.html
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「石清水」の社名は、男山に既に鎮座していた石清水山寺（現・摂社石清水社）

によるといわれる。創建以来、当社は境内の護国寺と一体になる宮寺形式をとった。

往時は多くの堂宇が所在し山麓も壮大であり、その様子は山麓社殿を八幡宮と勘違

いしたという「徒然草」の話で知られる。図１に、男山山頂にある石清水八幡宮

（上院）の境内を示す。 

２）のサイト/lによれば、境内の 18 棟が「石清水八幡宮」の名称で重要文化財の

指定を受けていた。このうちの 10 棟（本殿、摂社武内社本殿、瑞籬、幣殿及び舞殿、

楼門、 東門、西門、廻廊３棟）が本年２月９日に新しく国宝に指定された（内定は

昨年 10 月）。本殿周囲にある摂末社の重文は住吉社、若宮社、若宮殿社、水若宮社、

狩尾社（とがのおしゃ）。 

 

図２．石清水八幡宮の周辺地図（地図は、３）のサイト/2から借用） 

http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003043.html
http://blog.goo.ne.jp/hirokikurioka/e/efeeafa9e897bac4ea34da314d07e892
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（３）石清水八幡宮の参詣（2015 年 11 月３日） 
（３－１）男山ケーブル 
 私（林）は京阪電車で「八幡市駅」に行き、駅前から「男山ケーブル」（図２）

に乗った。路線距離は 0.4ｋｍで、高低差は 82ｍである。運賃は片道・大人一人で

200 円であった。図３に、男山ケーブルの写真を示す。Wikipedia によれば、男山ケ

ーブルは 1926 年に男山索道によって開業したが、1944 年に廃止され戦時資材とし

て供出された。1955 年には、京阪電気鉄道直営で復活した。 
 昨年３月、私は雅子の庭園：嵐山/fのサイトで、愛宕山鉄道を紹介した。愛宕山鉄

道には平坦線（路線距離：嵐山 - 清滝間 3.39km）と鋼索線（路線距離：清滝川 - 愛
宕間 2.13km、高低差：638.83m）とがあり、1924 年に開業した。愛宕山鉄道も 1944

年に廃止され戦時資材として供出された。しかし、愛宕山鉄道は戦後に復活するこ

となく消えてしまったことは誠に残念である。愛宕山鉄道も男山ケーブルのように

復活していれば、京都で最も人気のある観光地の一つになっていたであろう。 

  

  
図３．男山ケーブル ①山麓の八幡市駅、②ケーブルカー、③山頂の男山山頂駅、

④展望台（図２）から見た嵐山方向。中央の山は愛宕山（標高 924ｍ）。 
 
 男山ケーブルが戦後に復活したのは、愛宕山鉄道より距離が遥かに短かったため、

建設費用が工面できたからであろう。しかし、今回、乗車して見ると、乗客は極端

に少なく、赤字は確実であろう。乗客は初詣に集中しているようだ。営業成績のみ

で男山ケーブルを廃止すれば、高齢者や体の不自由な方々が石清水八幡宮に参詣で

① ② 

③ ④ 

http://masaniwa.web.fc2.com/G15-03b.pdf
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きなくなる。大手の京阪電車が赤字覚悟で男山ケーブルを存続していることに、私

は敬意を表する。私はかつて、スイスで小さなケーブル路線が活躍していることを

目撃し、「営業は大丈夫だろうか」と心配したことを懐かしく思い出さす。 

 私は、男山ケーブルに乗って山頂駅に着き、その近くにある展望台から図３④の

写真を撮った。それから、図２の赤い矢印の道順で本殿に参詣した。しかし、この

道はいわば裏道である。表参道は、図２の「一ノ鳥居」→「二ノ鳥居」→「三ノ鳥

居」→「Ａ地点」→「南総門」→「本殿」である。今回、私はこの逆道を通ったが、

本稿での紹介は、表参道の道順で行うこととする。なお、石清水八幡宮の紹介は、

１）のサイト/lと４）のサイト/が優れている。また、本稿では石清水八幡宮の公式

サイト（５）のサイト/p）も参考にした。 

（３－２）男山山麓 

 図２に示すように、山麓の主な建物は一ノ鳥居、頓宮、および高良神社である。

それらの写真を図４に示す。表参道入口に立つ、一ノ鳥居は、高さ約９ｍ、最大幅

約１１ｍの花崗岩製。最初は木製であったが、1636 年に松花堂昭乗(1548-1639)の

発案により石鳥居に造り替えられた。 

 

  
図４．左：一ノ鳥居（奥に頓宮が見える） 右：高良神社（Wikipedia より拝借） 

 

図５．鳥居の額 
一ノ鳥居に掛かる、紺地に金文字で「八幡宮」と書

かれた額は、元は、一条天皇(980-1011)の勅額で、

平安の三蹟と称えられる藤原行成(972-1027)が天皇

の勅を奉じて筆を執ったものである。現在の額は寛

永の三筆と称された松花堂昭乗が 1619 年、行成筆

跡の通りに書写したものである。 特に「八」の字

は、八幡大神様の神使である鳩が一対向かい合い顔

だけを外に向けた独特のデザインとなっている。 

http://www.y-morimoto.com/jinja22/hachiman.html
http://www.jisyameguri.com/chiiki/kyoto/iwashimizu/
http://www.iwashimizu.or.jp/top.php
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 頓宮は年に一度、勅祭石清水祭において山上の本殿より神霊が遷され重儀が斎行

される重要な社殿である。 幕末の鳥羽伏見の戦いで焼失ののち、男山四十八坊の一

つ「岩本坊」の神殿を移築し、仮宮としていたが、現在の社殿は 1915 年に造営され

たものである。頓宮殿から西側 200ｍほどに日本最大級、超ド級と称される石造り

の「五輪塔」が建っている。高さ６ｍ、下部の方形の一辺 2.4ｍの石塔で国の重要

文化財に指定されている。 

 高良神社は、徒然草で仁和寺のある法師が山麓の極楽寺・高良神社などを本宮と
勘違いし山上まで上がらずに帰ってしまったという話は有名。高良神社は摂社の中
でも、八幡地区の氏神様として篤い崇敬を受けている。７月に行われる「太鼓まつ
り」では各町内で「太鼓みこし」が豪壮に担がれます。創建は、860 年とも 869 年
ともいわれ、1868 年の鳥羽伏見の戦いの兵火によって炎上したが、その後、幾度か
の再建・移築を経て、現社殿は 1906 年に元の位置に再興されたものである。 
（３－３）表参道 

 一ノ鳥居をくぐり、頓宮北門から頓宮に入り頓宮南門から出ると、右側に高良神

社がある（図２の緑の矢印）。次いで「二ノ鳥居」をくぐり（図２の黄色の矢印）、

七曲がりと呼ばれているつづら折りの急坂を上る。坂道の上は二又に別れており、

左側が表参道で、右側の道を登ると山の中腹に石清水社がある。 

石清水社は本宮鎮座以前の起源に遡り、霊泉「石清水」を核とした摂社で、当宮

の名の由来となった。石清水は、厳冬にも凍らず大旱にも涸れない霊泉として、男

山五水の中でも特に尊ばれ、往古より皇室および将軍家の祈祷にあたっては、この

霊水を山上の本宮に献供するのを例としていた。その際、神前に供された石清水を

「御香水」と言い、現在でも、当宮にて斎行される年間 100 余の祭典には、当日早

朝に汲み上げられた「石清水」が必ず御神前に献供されている。 

 左側の表参道（図２の黄色の矢印）は、良く整備された坂と石段との長くて緩い

登りで、周囲は木や竹の心地よい林である。最後の石段を登り、右に曲がると「三

ノ鳥居」に着く。三ノ鳥居から本殿へと続く一直線の参道は、馬場先と呼ばれる石

敷の参道で、その先に南総門（図６）と本殿が見える。

 

図６．南総門 

現存の「南総門」

は他の主要な社殿

と同様、1634 年に

三代将軍徳川家光

によって建造され

たものといわれて

いる。門の奥に、

本社の楼門が見え

る。 
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（３－４）石清水八幡宮本社 

 南総門をくぐると、豪華絢爛な本社が姿を現すはずである。図６が示すように、

南総門から本社までの参道は、本社の方向とは角度がある。これは、本社に参詣し

た人々が帰る時に、ご神体に背を向けないために設計されたそうである。私が参詣

した当日は工事中で、本社の楼門に白いテントが張られており、本社の全貌が見え

ず大変残念であった。 

現在の本社は 1634 年、徳川三代将軍家光の修造によるもの。本殿は前後二棟（内

殿・外殿）からなる「八幡造り」の社殿建築様式である。本殿の桧皮葺屋根の軒が

接するところに織田信長寄進の「黄金の樋」が架けられている。本殿から幣殿・舞

殿・楼門と続き、その周囲を約 180ｍに及ぶ廻廊が囲む。社殿の建造物全てが丹漆

塗である。本殿を囲む瑞籬（みずがき）の欄間彫刻をはじめ随所に当時の名工の極

彩色彫刻が施された極めて壮麗な社殿である。 

 
図６．石清水八幡宮本社の配置図 本社の社殿 10 棟（黄色の棟：本殿、摂社武内

社本殿、瑞籬、幣殿及び舞殿、楼門、 東門、西門、廻廊３棟）は、本年２月に国宝

に指定された。（２）のサイト/lから拝借。本社の詳細はこのサイトをご覧下さ

い。） 

南総門 

末社群 

http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003043.html
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私（林）は本社の楼門や廻廊を見学し、「日光東照宮と雰囲気が似ている」との

印象を持った。ここも東照宮も、家光が建てさせたからであろう。日本の古い神社

仏閣の多くは、色彩が剥げ落ちて汚くなっている。これが古さを出し、ワビ・サビ

を表現しているのであろうか？日本の古代に建てられた神社仏閣の多くは、建立直

後には極彩色に塗られていた。それが、当時の国際標準であった。現在の日本で、

最も極彩色に塗られているのは伏見稲荷である。日本人の観点からは「派手で下品

である」が、外人の観光客に最も人気がある観光地は伏見稲荷である。私は「日本

の神社仏閣を、建立直後の色彩に補修すべきである」との意見を持っている。 

 

 

図７．石清水八幡宮本社 

上：石清水八幡宮本社の全

景（２）のサイト/lから拝

借。本社の詳細はこのサイ

トをご覧下さい。）  
下：石清水八幡宮本社の楼

門（残念ながら、私の参詣

当日は工事中で、足場とテ

ントが設置されていた。） 

http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003043.html
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（３－５）石清水八幡宮の摂末社 

本社周囲には多くの摂末社が建っている（図６を参照）。その内、重文は住吉社、

若宮社、若宮殿社、水若宮社、狩尾社（とがのおしゃ）である。これらは、本社と

同じく江戸前期に修造された。図８に水若宮社の写真を示す。この末社も本社と同

様に極彩色に塗られている。なお、後ろに見える「築地塀」は通称「信長塀」とも

呼ばれ、織田信長が好んで採用した様式といわれている。瓦と土を幾重にも重ねる

ことにより、当時の築塀における課題であった鉄砲の銃撃や耐火性、耐久力に優れ

ていたとされている。 

 
図８．水若宮社（重要文化財） 

 

図９．石清水

八幡宮本社の

近傍にあるエ

ジソン記念碑 
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（４）石清水八幡宮の周辺 
（４－１）エジソン記念碑 
 山上の境内のそばに、図９のようなエジソン記念碑があった。碑の回りは見事な

竹林である。私は「エジソンが白熱電灯を発明した時、フィラメントとして日本の

竹を使用した」ことは知っていた。しかし、エジソンが八幡の竹を使用したことま

では知らなかった。エジソンが八幡の竹を使った経緯は、次のサイトに詳しく説明

がある。（６）のサイト/l） 
 なお、後日、エジソンの胸像が八幡市駅前にあることを知った。参詣当日は知ら

なかったので、胸像を撮影することが出来なかった。正に、「すこしのことにも、

先達はあらまほしき事なり」である。 
 
（４－２）走井餅老舗 

 私は下戸である代わりに、甘い物には目がない。「名物に美味いものはない」と

言われるが、私は各地を散策しそこの名物を食することを趣味としている。今回は、

「やわた走井餅老舗」で「走井餅」を食することを楽しみにしていた。 

 走井餅は、1764 年に初代井口市郎右衛門正勝が大津で創業し、湧水「走井」を用

いて餡餅を作ったことに始まる。刀の荒身を模した独特の形は、平安時代に名を馳

せた刀鍛冶・三條小鍛冶宗近が走井で名剣を鍛えたという故事にちなみ、剣難を逃

れ、開運出世の縁起を担いだものと伝えられている。大津名物走井餅は安藤広重

「東海道五十三次」の大津宿にも描かれている（図 10 を参照）。1910 年、６代井

口市郎右衛門の四男嘉四郎は、名水で名高い石清水の麓で支店を開業した。大津の

本家は間もなく廃業し、八幡の当店が直系唯一の「走井餅」となっている。 

 
図 10. 安藤広重「東海道五十三次」の大津宿 左端の泉が湧水「走井」、湧水の

前が「走井茶屋」。 

http://www.asahi-net.or.jp/%7Euw8y-kym/hito9_edison.html
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図 11 右に、走井餅の煎茶セット（税込：350 円）を示す。当日、私はここで赤

飯（餅入り味噌汁付、税込：550 円）を食べ、名物・走井餅（10 ケ入り、税込：

1200 円）を家族へのお土産に購入した。当店は「やわらか～いお餅は、滋賀羽二重

米の杵つき。あんは北海道産。砂糖はザラメの中でも最も結晶の大きな鬼ザラを使

用しています。安心、安全。 材料に妥協なし。走井餅のおいしさは、伝統の技と最

高の材料から生まれます。」と宣伝している。私は実際に走井餅を食して、「乙女

の柔肌のような心地よい感触である」との感想を持った。 

  
図 11. 左：一ノ鳥居の前にある「やわた走井餅老舗」の店舗 右：走井餅の煎茶セ

ット 

 
図 12. 背割堤の地図 
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（４－３）八幡市の桜 

 後日ネットで調べると、八幡市は桜の名所でもあることが分かった（７）のサイ

ト/3を参照）。石清水八幡宮の絢爛豪華な社殿を背景にして、綺麗な桜があちこち

に咲いているそうだ。更に、山上エジソン記念碑前のしだれ桜や、展望台の桜がお

勧めスポットのようだ。 
 石清水八幡宮を参詣して、京阪電車の反対側に行くと近くに「背割堤の桜」とい

う桜の名所がある（図 12 を参照）。正式名称は「国営公園・淀川河川公園背割堤地

区」である。木津川と宇治川を分ける背割堤約 1.4ｋｍに植栽された桜は「ソメイ

ヨシノ」で 249 本。他にハナミヅキ 52 本が植えられている。桜のトンネルは圧巻だ

そうで、ここの桜は京都府で１位、全国で３位の人気があるそうだ（１位は目黒川、

２位は新宿御苑と、あるサイトに書いてあった）。 

 なお、背割堤のハナミヅキの動画は、８）のサイト/Yで見ることが出来る。 

 
（７）次の紀行文 
 来月の５月中旬には、私共はまた吹田の息子宅に行く予定である。その時、今回

は行けなかった上醍醐と祇園新橋に行きたいと思っている。次回は、これらをご

紹介する予定です。ご期待下さい。 
 
引用したサイト 
１）：石清水八幡宮の境内/l 
２）：八幡市ＨＰ/l 

３）：石清水八幡宮の簡易地図/2 
４）：京都の裏鬼門/ 

５）：石清水八幡宮の公式ＨＰ：http://www.iwashimizu.or.jp/top.php 

６）： エジソンと八幡の竹/l 

７）：京都八幡の桜/3 

８）：背割堤のハナミヅキの動画/Y 

http://kyotomoyou.jp/iwashimizuhachimangu-20160403
http://kyotomoyou.jp/iwashimizuhachimangu-20160403
https://www.youtube.com/watch?v=88vysVSu1nY
http://www.geocities.jp/douzouz/kinki/oosaka/suita.html
http://www.y-morimoto.com/jinja22/hachiman.html
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000003043.html
http://blog.goo.ne.jp/hirokikurioka/e/efeeafa9e897bac4ea34da314d07e892
http://www.jisyameguri.com/chiiki/kyoto/iwashimizu/
http://www.iwashimizu.or.jp/top.php
http://www.asahi-net.or.jp/%7Euw8y-kym/hito9_edison.html
http://kyotomoyou.jp/iwashimizuhachimangu-20160403
https://www.youtube.com/watch?v=88vysVSu1nY

