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ABSTRACT 
This research aims to clarify the history of the area and to prepare materials of cultural heritage 

studies. This report is a part of the general academic investigation (2016) report of the bulletin of Cave 
Environmental Net Society which went in Minase-Jingū in Hirose, Shimamoto-cho, Mishima-gun, 
Osaka. 

Worshipped Gods were 82nd Emperor Gotoba (died in a flow place in Oki Islands in Jōkyū ｗａｒ)、
the 83rd Emperor Tsuchimikado (Prince Emperor Gotoba first), the 84th Emperor Juntoku (Prince 
Emperor Gotoba third). Foundation is Ninji era first year (1240) age. The Main Festival is the 
Emperor Gotoba festival (April 4), Urasenke Iemoto-kenchasai (April 5), Souhenryuu Iemoto-kenchasai 
(in April a phrase), 84 Emperor Juntoku festival (October 14), 83 Emperor Tsuchimikado festival 
(November 13). 

The guest house room of the shrine is an important cultural asset of the country. The main hall・
Haiden・Heiden・Sinko・temizuya・Shinmon and Tuizibei are designated as registered tangible cultural 
assets.Keidai Massha is Kasuga Shrine, Kakimoto Shrine, Hoshisaka Shrine, Inari Shrine. Torii is in 
the kasagi lower point in 5.43m, kasagi in the point 5.92m. Tourou is in the kasagi lower point in 5.43m, 
kasagi in the point 5.92m.This report studied Minase Jingū and the neighboring history or culture and 
carried out hearing investigation through the festival days. 
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１.はじめに 
本研究は地域の歴史を明らかにして文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は大阪府三島郡島本町広瀬

にある水無瀬神宮(ﾐﾅｾｼﾞﾝｸﾞｳ)で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術調査（2016）報告の一部である。水無瀬神宮の概要は

次のとおりである。祭神は、82 代後鳥羽(ｺﾞﾄﾊﾞ)天皇（1183-1198）、83 代土御門（ﾂﾁﾐｶﾄﾞ）天皇（1198-1210）、84 代順徳（ｼﾞｭﾝﾄ

ｸ）天皇（1210-1221）の三帝（「承久（ｼﾞｮｳｷｭｳ）の御三帝」）である。創建は仁治１年（1240）、後鳥羽院の御遺詔により、側近の

水無瀬信成・親成父子が水無瀬離宮跡に建立した（水無瀬御影堂）を起源とする。この水無瀬御影堂（ﾐｴｲﾄﾞｳ）は、明治 6 年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E5%BE%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87
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（1873）、官幣中社に列せられて水無瀬宮となり、さらに昭和 14 年（1939）、官幣大社に昇格されて水無瀬神宮と改められた。  

社殿は客殿・茶室が国の重要文化財に、本殿・拝殿及び幣殿・神庫・手水舎・神門及び築地塀が登録有形文化財に指定され

ている。また、このほかに 2 点の国宝と１連の島本町指定文化財を有している。後鳥羽院は祖父の 77 代後白河天皇

（1155-1158）と同じく武家勢力の伸展を阻止すべく承久の変をおこして敗北し、配流地の隠岐島で生涯を閉じられたが、「新古

今和歌集」を勅撰するなど日本文化に与えた影響には、大きなものがあった。また、後鳥羽院の菩提を 770 余年に亘り弔ってき

た水無瀬家も、院の志を重視して、その文化を継承し、地域や社会に波及してきた。 

本稿は、こうした歴史背景をおさえつつ、水無瀬神宮および周辺の歴史や文化等について、文献等によって調査研究を行う

とともに、その祭日等を通じて聞き取り調査を実施した。そして短時間の調査で、未解明の事項が多々存在するが、水無瀬神宮

が地域や社会に於いて、どのような位置づけにあるのか、また、どのような問題点を有しているのかを考察している。今後の課題

としては、年間を通じての地域とのかかわり方を観察する必要があり、調査を継続する予定である。 

 

２.水無瀬神宮成立の背景 
第 82代後鳥羽天皇（1183－1198）と、その第１皇子：第 83代 土御門天皇（1198－1210）及び第３皇子：第 84代

順徳天皇（1210-1221）を合祀する水無瀬神宮は、水無瀬の地を愛し、崩御された後も水無瀬の地でその菩提を弔われ

ることを願われた後鳥羽天皇の御遺詔によって、水無瀬離宮跡に御堂（水無瀬御影堂）が建てられたことに始まる。こ

の章では、神宮成立の背景となった「水無瀬離宮」と後鳥羽天皇について記す。 

 

2-1.古代の水無瀬野（水生野） 
後鳥羽上皇は、正治元（1199）年ごろ、水無瀬川の右岸、淀川との合流点近くに水無瀬 殿

どの

（離宮）を造営された。

当時、「皆瀬御所」、「広瀬御所」などと呼ばれた。この地は木津・宇治・桂川が合流して淀川となる地で古くから水陸

交通の要衝の地であり、平安朝の頃から狩場としても名を知られた風光明媚な地であった。 

 

（東大寺造営と水無瀬荘） 

奈良から遠く離れた水無瀬川の流域に「東大寺」という地名が今も残っているが、これは、この地に東大寺の荘園が置かれて

いたからである。正倉院御物の中に天平勝宝８歳（756 年）12 月 16 日の日付をもった、「摂津国水無瀬絵図」（写真 2-1）がある

が、この絵図が島本におかれた東大寺領水無瀬荘の絵図であり、日本で最も古い絵図の一つである。この荘園は、おそらく東

大寺の造営が進行中であった天平勝宝年間（749-757）に第 45代聖武天皇（724-749）の勅によって東大寺に施入されたといわ

れている（施入当時は上皇）。 それは、大仏と東大寺の造営や修理・維持の費用にあてるためのものであったが、水無瀬荘が

東大寺に施入された大きな理由は、この地が水陸交通の要衝の地であったことによるという。山陽道、南海道の諸国に置かれ

た封戸（ﾌｺ）・荘園からの貢納物等を東大寺に運送する際の中継基地としての役割が水無瀬荘に期待されたのだろうと考えられ

ている。水無瀬荘は、室町末期から戦国期に入る頃には、東大寺

の直接支配から離れて代官請負制に移行し、その後、様々な過

程を通じて私領化され最終的に消滅していった。 

（水無瀬遊猟・遊覧）：８世紀の末に都が平城京から長岡京へ、さ

らに平安京へ遷るにつれ、島本地方は、都の外港となった山崎の

津や山陽道（西国街道）により交通上、これまでにも増して重要な

地位を占めるようになる。そして、この地が都の近郊の遊覧の地と

して、しばしば天皇や貴族の訪問をみるようになった。背後に丘陵

が迫り、前面は淀川沿いに低湿地が広がる水生野（水無瀬野）は、

小動物や野鳥の棲息する絶好の狩猟場であった。狩猟を好み各地に遊猟を行った第 50 代桓武天皇（781-806）や派手好みで

遊覧に明け暮れた第52代嵯峨天皇（809-823）の治世には、ことに水無瀬野への行幸が頻繁に行われた。延暦11年（792）から

 

写真 2-1.摂津国水無瀬絵図（東南院文書） 
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弘仁 13 年（822）の 30 年間に於ける水無瀬遊猟の記事を拾うと 26 回に及ぶという。嵯峨天皇は水無瀬野や河内国の交野（現・

枚方市）への遊猟の際、山崎に造営された河陽（ｶﾔ）離宮に立ち寄られた。この地が水無瀬野や交野への中継地であったため

遊猟に際して休憩・宿泊に利用されたのである。 

（貴族の別荘）：嵯峨天皇が山崎に河陽離宮を営んだように貴族たちもまた、この地に好んで別業を設けて遊覧し、その風光を

楽しんだ。第 55 代文徳天皇（850-858）の皇子・惟喬（ｺﾚﾀｶ）親王（844-897）は、水無瀬に宮を造って年ごとに通われたといい、

在原業平（ｱﾘﾜﾗﾉﾅﾘﾋﾗ）が常にお供に従ったと「伊勢物語」にみえる。また時代は少し下がるが、第 60 代醍醐天皇の皇子・高明

（ﾀｶｱｷﾗ／源高明）親王（914-982）も山崎に別業をもっていた。そして中世に入り、後鳥羽天皇も水無瀬・井ノ内両荘の地に水

無瀬殿（離宮）を造営されたのである。 

 

2-2.後鳥羽天皇（1180-1239、在位 1183-1198） 

治承 4（1180）年 7月 15日、第 80代高倉天皇（1168-1180）の第 4皇子

として誕生された。名は尊成（ﾀｶﾋﾗ）、御生母は七条院。この年の 2月、高

倉天皇は第 1 皇子の安徳天皇（第 81 代、1180-1185）に譲位し院政を始

めた。しかし、翌、治承 5（1181）年上皇が死去し、後白河法皇の院政が再

開された。治承 6 年／寿永 2 年（1183）8 月、平氏が西国に逃れ、安徳天

皇が西国になお存命中ながら、後白河法皇の意によって後鳥羽天皇が

第 82 代天皇に践祚された。天皇、時に３歳であり、しばらく後白河院政が

続く。建久３（1192）年後白河法皇が崩御。７月、源頼朝が征夷大将軍とな

り、名実ともに鎌倉幕府が成立、武家政治の端緒が開かれる。宮中ではこ

の頃から源通親（土御門通親／村上源氏）が権勢を振るう。通親は養女・

在子が後鳥羽天皇の第１皇子・為仁親王を生むと建久 9 年（1198）正月、

土御門天皇としてその即位を実現し、天皇の外祖父、上皇の院司として、

朝廷の全権を握ることに成功した（図 2-1）。 

建久9（1198）年正月、譲位により第83代土御門天皇（1198-1210）が即

位し、後鳥羽上皇の院政が始まる。後鳥羽上皇 19 歳、天皇としての在位は 15 年間であった。しかし、後鳥羽上皇は歴代の天

皇中でも最も個性豊かな一人であったといわれ、その真価が発揮されたのは上皇時代であり、そのことがかえって承久の変

（1221 年）を契機とする院政の実質的な終焉をもたらすことになったのである。後鳥羽上皇は多能多芸、かつ剛毅な性格の持ち

主であったようである。早くから親しまれていた和歌のほか、管弦、蹴鞠、囲碁、双六、有職故実にも通じられ、その上、武芸百

般、ことに相撲、水泳、流鏑馬（ﾔﾌﾞｻﾒ）、狩猟などにも秀でられたといわれている。上皇になられた年の 8月、初めて熊野御幸を

始められ 23 年間の上皇時代にその数、31 回に及んだという。 

その途次、度々、歌の会を催されており、この時の詠草の歌を書いたのが「熊野懐紙」といわれるもので、国宝として今日に伝

わっている。（京都・西本願寺と陽明文庫）。和歌に関心の深い上皇は、この時代に行われた百首歌（ﾋｬｸｼｭｳﾀ）とそれを基盤に

した大規模な歌合（ｳﾀｱﾜｾ）を行われている。建仁元（1201）年 6 月に催された「千五百番歌合」で、その内容と規模において空

前絶後、まさに歌合史上の頂点をなすものであったといわれている。この年、上皇は、和歌所を置いて「新古今和歌集」を撰し

められた。元久 2（1205）年、新古今和歌集は完成するが、撰者である源道具・藤原有家・藤原定家・同家隆・同雅經たちにまか

せるだけでなく、御自身の意見も相当に述べられたといわれている。その後も和歌は上皇の終生の友であった。承久 2（1208）

年 3 月の住吉歌合の際に後鳥羽上皇が詠まれた歌： 

“おく山のおどろがしたもふみ分けて 道あるよぞと人に知らせん”（「新古今和歌集」） 

遊山旅行とともに、後鳥羽上皇はまた、御所や離宮の造営に熱心で、いずれも華美を尽くした豪華なもので、その為の費用

は莫大なものであったといわれている。そのような新御所造営の一つに上皇の離宮として、いわゆる水無瀬殿があった。 

 

図 2-1.天皇家略系図  
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2-3.水無瀬離宮の造営 

正治元（1199）年頃、後鳥羽上皇は水無瀬川右岸（現在の「水無瀬離宮跡」）（図 2-2）に離宮を建立、「皆瀬御所」・「広瀬御

所」などと呼ばれていた。建保 4（1216）年 8 月の大風洪水で水無瀬殿は顚倒流失してしまった。翌年の建保 5（1217）年源通光

によって百山付近に新御所の造営がおこなわれた。（この新御所を「上御所」といい、当初の離宮を「下御所」とよんでいる。）こ

の水無瀬殿への御幸は、上皇が最も好んだところで、たいてい鳥羽で乗船して淀川を下り、そのまま釣殿に着船するようになっ

ていた。未明に京を出て鳥羽南門で乗船すれば巳剋（午前 10時頃）には到着できたといわれる。新たな離宮には、水無瀬川か

ら引いた水で池を作り、山から滝を落とし庭には洛北・北白川から運んできた白砂が敷き詰められた。上皇が船で離宮の釣殿に

入ると、江口・神崎の遊女、白拍子が出迎えて郢曲（ｴｲｷｮｸ=うたいもの）や神楽を歌うのが例になっていたという。歌人の藤原定

家（1162-1224）は自身の日記「明月記」で、“国家の費用は、ただこの離宮の造営のために使われているのか・・・”とその豪奢さ

を皮肉っている。 

上皇は承久の変（1221 年 5-６月）までの 20 年間に、この水無瀬殿御幸を 30 回おこなったと「明月記」は記している。承久の

変に際して上皇は広瀬に河野通信（孫に一遍上人がいる）ら 500 余騎を派兵し、離宮を守らせた。しかし変に敗れ配流地の隠

岐で上皇が崩御された後の仁治 2（1241）年 2 月、修明門院（ｽﾒｲﾓﾝｲﾝ）の御沙汰により、上皇が殊の外、心に留められていた

水無瀬殿（上御所）を京都大原に移して法華堂とし、御遺骨を納められた。以後、上御所は荒廃し、今日離宮の遺構は姿を消し

て礎石さえ残っていない。なお、大正 8（1919）年、水無瀬離宮（上御所）跡に大阪府が「後鳥羽上皇水無瀬離宮跡碑」を建立し

ている。一方、参議であった水無瀬信成は上皇崩御とともに出家し、下御所跡に御堂を建立して上皇の菩提を弔う慰霊の行事

を始めた。これが水無瀬神宮の起源である。 

 

   

図 2-2.島本町内文化財分布図 写真 2-2．後鳥羽上皇水無瀬

離宮跡碑     

写真 2-3.水無瀬離宮跡（島本町広瀬

（ひろせ）。 

 

図 2-2 は.島本町内文化財分布図である。写真 2-2 は後鳥羽上皇水無瀬離宮跡碑 （島本町教育委員会提供）水無瀬

離宮想定地に建つ。「上御所」）である。写真 2-3は水無瀬離宮跡（島本町広瀬（ひろせ）。島本町教育委員会提供）。広瀬

遺跡から見つかった後鳥羽（ごとば）上皇（1180～1239）造営の水無瀬離宮跡とみられる建物跡の一部。（「下御所」）であ

る。 

（水無瀬殿での生活）：編年体の歴史物語である「増鏡（ﾏｽｶｶﾞﾐ）」は、離宮では「よろづの遊びわざをのみ尽しつつ、御心

のゆくさまにて過せ給ふ」と記し、「明月記」には「河陽の歓娯、休日無し」といった日々が多かったことを記している。しかし、

上皇の関心は、もとより遊興のみにとどまらず、和歌会、山崎山での狩猟、蹴鞠、囲碁、相撲、競馬、水練、鍛刀もなされた

という。水無瀬殿で歌合が行われた時に、水無瀬川を詠んだ有名な後鳥羽上皇の歌。 

“見渡せば山もと霞むみなせ川 夕べは秋と何思ひけん”（「新古今和歌集」） 

上の句は春霞の中にほのかに浮かぶ水無瀬川を望んだ風景を描き、下の句は「枕草子」で“秋は夕ぐれ”といわれて以来の

常識に対する疑問である。一首が上の句、下の句に分断され、一見何の関連性もないようにみえながら、二句間で互いに響き

合い統一されて、新しい情趣と新しい歌の世界とを生み出しているといわれている。和歌について上皇から下問されることが
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多かった藤原定家も、正治 2 年（1200）12 月 23 日を初見として水無瀬殿へ頻繁に伺候している。 

上皇は自ら鍛刀もなされたという。建仁 1 年（1201）頃、豊後の刀工・行平（ﾕｷﾋﾗ）から鍛冶の術を学ばれたという上皇は、

承元 1 年（1207）頃から「番鍛冶の制」を創められた。御番鍛冶とは御所に召されて鍛刀する刀鍛冶をいい、後鳥羽上皇が

諸国から召し出して交替に院に勤番させた。番鍛冶は、大体 2 ヶ月交替で、奉行 4 人、刀匠２人ずつが奉仕したもので、こ

れに選ばれた刀匠は非常に名誉であったという。後鳥羽上皇の御番鍛冶で現在もその作刀したものが国宝として残されて

いる刀匠に、備前一文字派の祖・則宗、備中・古青江派の名工・貞次、山城鍛冶粟田口派の代表的刀工・久国などがいる。

上皇が水無瀬殿で作刀の折に用いられたという「金井戸跡」が伝えられていたが、明治初年（1868）、この湧水も、新御所

遺構といわれてきた百山東麓の土堤とともに、鉄道（JR）敷設のため破壊埋没し、今は残されていない。 

 

2-4.承久の変と土御門天皇、順徳天皇 

後鳥羽院政は反幕的傾向のもとに出発したが、上皇や摂関家はじめ公家たちがとりわけ看過し得なかったことは、彼ら

の経済的基盤であった荘園所領で、地頭・御家人たちの侵食が進行していたことである。荘園の押領（ｵｳﾘｮｳ）や年貢の未

進（ﾐｼﾝ）などは、公家・社寺などの荘園領主にとっては、大きな打撃であ

った。そして、承久の変の直接のきっかけとなったとされるのが、摂津国；

長江荘・倉橋荘（椋橋(ｸﾗﾊｼ)荘とも。現在の豊中市椋橋のあたり）の地頭

職改補問題であった（写真 .2-4）。この地は上皇の寵姫・伊賀局（白拍

子・亀菊）の所領で、地頭が亀菊の命に従わないので、改補せよという上

皇の院宣が幕府によって退けられたのである。長江・椋橋荘は淀川河口

近くに広がる荘園で、畿内と西国を結ぶ交通の要衝に位置し、北条氏の

息のかかった地頭に掌握されたままでは、倒幕に向けて西国武士の動員

に支障をきたす。 

後鳥羽上皇による地頭廃止の要求は軍事的障害を取り除くことに狙いがあった・・と考えられている。承久 3 年（1221）5

月 15 日、後鳥羽上皇が北条義時追討の宣旨を発せられ〈承久の変〉が始まるが、瀬多（田）・宇治で上皇軍を敗った幕府

軍は、6 月 15 日に京都に入り、上皇の倒幕計画は僅か１ヵ月にして幕府軍の大勝に終わったのである。そして後鳥羽院は

隠岐へ、父帝と志を同じくし討幕の計画に参与された順徳院（後鳥羽院の第三皇子）は佐渡に配流となった。父帝の討幕

の企てにも参画されず、むしろ、いさめられたといわれる土御門院（第一皇子）は変後も幕府から何のとがめもなかったが、

血縁の方々の遠流に、独り都に留まるに忍びず、自ら土佐に遷られた。翌年、阿波に遷御されたのである。〈第 83 代・土御

門天皇〉1195-1231、(在位：1198-1210) 為仁（ﾀﾒﾋﾄ）親王。御生母は承明門院在子。〈第 84 代・順徳天皇〉1197-1242、

（在位：1210-1227） 守成（ﾓﾘﾅﾘ）親王。御生母は修明門院重子。 

 

３.水無瀬神宮の由来と現在 
水無瀬神宮は古くからの式内社や官幣国幣の社ではなく、後鳥羽上皇が配流地の隠岐で崩御されてから、その御遺詔

によって水無瀬の離宮跡に御影堂が建てられ、水無瀬信成、親成の父子が御奉仕して、ご慰霊の行事をはじめたのがそ

もそもの起源で、爾来 770 余年、形式こそ変遷はあったものの、明治以降、神社として今日に及んでいる。 

 

3-1.水無瀬神宮の起源～「水無瀬御影堂（ﾐｴｲﾄﾞｳ）」 

承久 3 年（1221）5 月 15 日、後鳥羽上皇は執権北条義時追討の宣旨・院宣を下し挙兵するが、時に利あらず僅か 1 ヵ月

で〈承久の変〉は幕府方の大勝で終わった。その結果、後鳥羽院は隠岐に、順徳院は佐渡に配流、土御門院は自ら望まれ

て土佐（後に阿波）に移られた。また、後鳥羽院の皇子・六条宮は但馬に、冷泉宮は備前に配流された。そして 86 代後堀

河天皇（1221-1232）が即位し、朝廷が再編成され幕府の力は決定的なものとなったのである。隠岐に移られた後鳥羽上皇

 

写真 2-4．椋橋神社付近 
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は、この後 18 年間を配所で過ごされたが、ついに延応元年（1239）2 月 22 日、この地で 60 年の生涯を終えられた。 

（「後鳥羽天皇宸翰 御手印置文」）国宝： 

崩御される13日前の２月9日付の親書が、現在神宮に残されている。これが置文（おきぶみ）と称されるもので遺書のことであ

る。ここに書かれた暦仁２年は、都においては２月 7日にすでに延応元年と改元されていた。この置文は、後鳥羽院がこよなく愛

された水無瀬離宮をただひたすらに守り続けている藤原信成と水無瀬親成父子に申し送ったもので、この中で上皇は最後が近

いことを告げ、“日頃の奉公を不便におもうが、便宜の所領もないので力及ばず、水無瀬・井内両荘を相異なく知行して、わが

後生をも、かえすがえす弔うように・・・。”などと認めている（写真 3-1）。 

 

この置文には上皇の両手が朱印によって押されている。花押のある上に、

さらに自らの御手印（ｺﾞﾃｲﾝ）を捺されたのは、文末の個所に書かれた強

いお言葉の決意をまざまざと示されているという。すなわち、わが後生を

弔うための経費の出所として与える僅かばかりの領地をも北条方が没収

することは、よもやあるまいが、万一そのようなことがあれば、その時は魔

性となって、そうはさせぬというのである。上皇の無念さを示しているかに

みえる。都への、あるいは水無瀬への切々たる思いの日々を過ごされて

いたのであろうか。隠岐にあられて修明門院（ｽﾒｲﾓﾝｲﾝ/順徳天皇御生母）へお送りになった上皇の御歌－“水無瀬山 我ふる

里は荒れぬらむ まがきは野らと人もかよはで（「増鏡」）”- 

上皇はこの水無瀬を「わがふる里」と思召していたのである。「後鳥羽天皇宸翰 御手印置文」は神宮鎮座の由緒を示すもので

あるが、後鳥羽天皇の実際の手印が残る絶筆として貴重な文書であることから昭和 27 年（1952）3 月、国宝に指定されている。 

（水無瀬御影堂の成立）： 

水無瀬離宮（水無瀬殿）で上皇の帰還を待っていた参議の藤原信成（水無瀬信成）は、

上皇崩御と共に出家してその御跡を弔った。時に 43 歳、子の水無瀬親成はまだ 20 歳代

であったという。修明門院の御沙汰により、故上皇が殊の外、心にとめられていた水無瀬

殿（上の御所）を洛北の大原に移して法華堂とし、仁治 2 年（1241）2 月 8 日、御遺骨をこ

こに納めた。 

一方、仁治元年（1240）の夏には水無瀬殿・下の御所跡に藤原信成・水無瀬親成父子

によって、後鳥羽上皇の菩提を弔うための御堂建立が着手された。この御堂を水無瀬御

影堂といい、また、法華堂とも呼んだ。そして、隠岐から送られたという前述の「御手印置

文」と、修明門院から寄進された俗体・法体の御影２幅とを安置し、後鳥羽院の菩提を弔

ったのである。俗体の御影は、承久の変の後、後鳥羽上皇は鳥羽殿で出家されるが、そ

の前に似絵（ﾆｾｴ）の名手・藤原信實（ﾉﾌﾞｻﾞﾈ）朝臣を召して、最後の直衣姿を描かせて、御生母七条院に形見として残された

ものであり、また、法体の御影は、上皇が隠岐にあって自ら水鏡に写して描かれたものであるという（写真 3-2）。この（伝）藤原信

実筆「後鳥羽上皇像」は、鎌倉時代に流行した似絵の頂点をきわめた傑作として昭和 28 年 3 月、国宝に指定されている。こうし

て、水無瀬の離宮跡に御影堂を建て、水無瀬信成、親成の父子がご奉仕してご慰霊の行事をはじめたのが、水無瀬神宮のそ

もそもの起源である。 

 

3-2.中世の水無瀬御影堂 

御影堂は、最初、どのようにして奉仕されていたのか記録が残されていないので判然としないが、祭祀料所として賜った水無

瀬・井ノ内の両地だけは、永く御影堂料所として残されていた。その後、朝廷･幕府の尊崇厚く料所の寄進をうけ、南北朝時代に

は両朝から領地の安堵や寄進、課役の免除が行われた。永仁 2 年（1294）には、第 92 代伏見天皇（1287－1298）が、正平 7 年

 

写真 3-1.（国宝）「後鳥羽天皇宸翰御手印置文」 

 

写真 3-2．（国宝） 後鳥羽天皇像 
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（1352）には第 97 代後村上天皇（1339－1368）が水無瀬離宮跡に菩提寺として大興禅寺を創建されようとしたが、果たされなか

った。また、足利尊氏は観応 2 年（1351）戦勝を、弟直義も貞和 3 年（1347）、妻の安産を祈願している。室町時代にも、応永・永

享・嘉吉の諸乱などには将軍が天下の太平を祈り、災厄や御影堂鳴動あれば祈祷が行われた。また、段銭・課役免除なども事

ある毎になされた。明応 3 年（1494）、第 103 代後土御門天皇（1464－1500）は後鳥羽院に「水無瀬神」の神号を贈られた。文亀

3年（1503）には、山崎村民が毎月 3回燈油科を各分担し、御影堂に納めていたことが記されている。永正 6年（1509）大山崎神

人等が水無瀬宮に侵入し門前に放火している。これは、その前年、幕府が水無瀬英兼に水無瀬領を、これから先ずっと安堵す

ることを確約したことについての反発によるものであった。文禄 5 年（1596）、大地震（伏見地震）で御影堂は倒壊したが、慶長 5

年（1600）、内裏からの寄附により、新築された。しかし、寛永 8 年（1631）に御影堂が焼失し、多くの社殿を再び失ったが、この

後、徐々に復興を図り、慶安 3 年（1650）頃までに、御影堂・客殿・茶室などが造営された。江戸時代、寛永 15 年（1638）、後鳥

羽院の 400回忌法要に、第 108代後水尾天皇（1611－1629）の上皇時代、百首和歌の奉納があった。そしてこれ以後、50回忌

毎に水無瀬御法楽和歌が献ぜられ、その後、永く続けられた。御影堂の日常のお勤めは社僧があたり、水無瀬家の当主と共に

星坂・小泉両家も明治元年まで奉仕を続けてきた。 

 

3-3.水無瀬御影堂から官幣社へ～水無瀬宮そして水無瀬神宮へ 

慶応４（1868）年 3 月、明治政府神祇事務局から「神仏分離令（神仏判然令）」が公布され廃仏毀釈運動がおこる。それまで

は神仏分離はいとわず、供僧奉仕が続けられ、神前で読経し、護摩をたく等のことが行われていたが、御影堂でも護摩堂（西

殿）を模様替えして拝殿とした。明治４（1871）年 5 月、太政官布告により、神社はこれ以降、国家の宗祀として取扱われること

になる。即ち、神社のことはすべて国が管理することになり、「社格制度」が設置された。 

（官幣中社-水無瀬宮」） 

明治６（1873）年 8 月 14 日、水無瀬御影堂が官幣中社に列せられ、「水無瀬宮」と改称される。そして同日、後鳥羽天皇

とともに土御門（写真 3-3）・順徳天皇（写真 3-4）の三天皇合祀が通達され、同年 10 月 7 日、御神霊御還遷、合祀の布告

が出された。また、初代宮司に水無瀬経家が任命された。 

明治６（1873）年 12月 7日、隠岐から後鳥羽院の御霊実（ﾐ

ﾀﾏｼﾛ）が、12 月 22 日には、阿波から土御門天皇御霊実が

水無瀬宮に鎮座、明治 7（1874）年 6月 13日、順徳天皇御霊

実が水無瀬宮に鎮座した。昭和 4（1929）年 10 月、官幣中社

加列を機に拝殿及び幣殿が公費をもって造営され、翌年に

は新しい社務所も完成。これにより、現在みる社殿が整った。 

 

（官弊大社－「水無瀬神宮」）： 

昭和 14（1939）年 3月 1日、後鳥羽天皇七百年式年に当り、

水無瀬宮は官幣大社に昇格。同時に「水無瀬神宮」と改称さ

れた。式年に当り、各皇族方以下の和歌奉納（50 首）があった。 

 

3-4.現在の水無瀬神宮 

昭和 20（1945）年 12月 15日、いわゆる「神道指令」によって神社の国家管理は無くなり、社格も廃止された。水

無瀬神宮は、単に「水無瀬神宮」と称し、戦後に出来た神社の包轄団体である神社本庁所属の一宗教法人となった。

現在は神社本庁所属の別表神社となっている。後鳥羽天皇・土御門天皇・順徳天皇の三天皇が御祭神であるが、三天

皇を一緒にお祀りする神社は水無瀬神宮の他にはない。以下、表 3-1に「水無瀬神宮の摘要」を記す。 

 

 

 

写真 3-3.土御門天皇像 写真 3-4.順徳天皇像 
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表 3-1.水無瀬神宮の摘要 

１ 祭神 後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇、（「承久の御三帝」） 

２ 神社創建 仁治元年（1240）。この頃、後鳥羽天皇の菩提を弔うための御堂が建造される。 

この御堂を水無瀬御影堂（または法華堂）という。水無瀬神宮の起源。 

３ 旧社格等 官幣中社「水無瀬宮」。明治 6 年（1873）、御影堂が官幣中社に加列される。 

官幣大社「水無瀬神宮」。昭和 14 年（1939）水無瀬宮が官幣大社に昇格する。 

４ 主要神事 後鳥羽天皇祭/4 月 4 日（後鳥羽天皇崩御の 2 月 22 日を新暦に改めた日）。 

土御門天皇祭/11 月 13 日 官休庵家元（武者小路千家）献茶。 

順徳天皇祭/10月 14日 表千家家元献茶。講社大祭/10月第３または第４日曜日。 洗心流

献花展（神事では湯神楽が行われる）。 

例祭/12 月 7 日（後鳥羽天皇御霊実鎮座日）、宗徧流家元献茶祭/春分の日。 

裏千家家元献茶祭/4 月、月次祭/毎月 1 日・22 日。 

５ 特主神事 松囃神事/1 月 3 日午後 7 時（現在休止）粟辻・山本両家が神事を行った。 

藤田家神事/今はないが、毎年 1 月 2 日藤田家が長両舞を演じた。 

６ 奉納行事 吉備舞楽/神事の後行われる講社の催し。客殿では華道展が開催される。 

空手、剣道、柔道、角力など年によって異なるが、神前で行われる。 

７ 宮 司 水無瀬忠成（ﾐﾅｾﾀﾀﾞｼｹﾞ）（明治 6 年官幣社加列以来、10 代目宮司） 

８ 鎮座地 （618－0011）大阪府三島郡島本町広瀬三丁目 10 番 24 号 水無瀬（みなせ）神宮 

９ 境 内 15,390 ㎡/標高：280ｍ 

10 交 通 阪急京都線・水無瀬駅から徒歩約 15 分（1000ｍ） 

JR 東海道線・島本駅から徒歩約 20 分（1400ｍ） 

11 電話/Fax 電話：075-961－0078  FAX：075－962－2014 

12 社 殿 本殿（登録有形文化財）：桁行 3 間、梁行 2 間の三間社。江戸時代前期の造立。 

旧京都御所内にあった内侍所を明正天皇の代に拝領して造営。拝殿及び幣殿（登録有形文

化財）：149 ㎡。昭和 4 年造立。内務省技師・角南 隆氏の設計。神庫（登録有形文化財）：二

間四方、土蔵造二階建。大正期の造立。手水舎（登録有形文化財）：面積5.5㎡。手水鉢付。

大正期の造立。神門及び築地塀（登録有形文化財）：薬医門造、間口 2.8ｍ。江戸時代前期

の造立。客殿（重要文化財）：桁行 11.8ｍ 梁行 10.9ｍ。福島正則が造営し、豊臣秀吉が献

納したという伝承。茶室（重要文化財）：桁行 7.6ｍ 梁行 5.15ｍ。後水尾院遺愛の茶室といわ

れる。社務所：内務省技師・角南 隆の設計。昭和5年、現在のように改築された。末社：春日

神社、柿本神社、星阪神社、稲荷神社の４社。（境内末社） 

13 鳥 居  治 16 年 3 月、官営で出来たものが、大正 8 年建替えられ、戦後腐朽倒壊したままだったが昭

和 50 年に石の鳥居が奉納された。 

14 燈 籠 本殿前 １対、拝殿前 １対、境内鳥居前 １対、合計３対（６基）明治 11 年、山本家・粟辻家

が奉献。 

15 社 標 銘 水無瀬神宮 （西国街道）昭和 14 年、洗心流が建立（境内入口）昭和 15 年 

16 石 碑 松囃神事聖樹碑 （銘 皇太后陛下行啓記念再樹 昭和 12 年 6 月 13 日行啓） 

東宮殿下御手植え松碑（銘 大正七年四月六日建立） 

洗心流華元碑（銘 正三位勲四等 水無瀬忠政書） 
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櫻友棋会記念碑（銘 第 250 回記念／昭和 37 年秋／平成 2 年 5 月） 

17 文化財 （国宝）「後鳥羽天皇像 伝藤原信実筆」（昭和 27 年 3 月指定） 

（国宝）「後鳥羽天皇宸翰 御手印置文」（昭和 28 年 3 月指定） 

（島本町指定文化財）「水無瀬駒 関係資料」（平成 21 年 4 月指定） 

18 その他 「離宮の水」：昭和 60 年 環境庁認定「全国名水百選」に大阪府下で唯一選ばれる。 

 

４.水無瀬神宮の社殿 
水無瀬神宮は南北方向に走る西国街道沿いに、かつては家並をつくっていた広瀬の集落から東方奥へ入込んで周辺か

ら隔絶された地に位置していたが、現在では古い住宅を撤去した地に新興住宅街が形成されており、西面を正面として、

およそ方 150ｍの地積を占める。西面中央に神門（表門）を配置し、境内四周に堀をめぐらして境界をつくり、門内中

央南寄に位置して拝殿・幣殿・本殿からなる社殿が所在し、その北側に客殿が、そして本殿と客殿を囲む空間に庭池が

つくられ、その一隅に南面して茶室（燈心亭）が配置される（図 4-1）。また、拝殿西南には北面して４つの末社が配

され、東側から順に春日神社、柿本神社、星阪神社、稲荷神社と並ぶ。社殿のうち拝殿と幣殿および社務所などが昭和

4年-5年にかけて改築新造され神饌所も併設されたが、本殿・客殿・茶室は旧状を維持している。 

神宮所蔵の境内図（明治 15 年 1 月作成）

に、昭和整備期以前の旧状が描かれており、

本殿・客殿・茶室の位置および建築形式は現

状とほぼ変わりはないという。しかし、本殿

の前方に建つ拝殿、本殿との間を連絡する渡

り廊下、客殿周辺の付属屋の配置や建築形式

は現状に比較すると大きい相違がみられ、昭

和改築時に旧状を踏襲しないで拝殿、渡殿が

新形式で造立されたとみられている。ちなみ

に昭和 4年-5年の改築新造は官幣中社昇格を

期におこなわれたもので社格の規定（大正時

代廃止）に忠実に準拠した昭和神社建築であ

るところにもその原因があると考えられる。

創建時の御影堂の構成、規模と内容、そして

その後の変化を知る資料を欠いており、資料

的には江戸時代の状況を知るのが限度であ

る。江戸時代の元文 2（1737）年 2 月に後鳥

羽院 500年聖忌が執行されており、その時の

記録によって社殿の状況を推察すると、－本

殿（本宮）、廊下、御祈禱所（西殿あるいは護摩堂）、御供所、詰所、番所、広間、表門－の存在が知られ、本殿と御祈

禱所が廊下で連結されていたこと、聖忌に先立って前年の元文元年（1736）9月より本殿をはじめ諸殿内外の修理が行

われたこと、そして本殿は屋根瓦葺で白壁塗であったこと・・・などが知られるという。 

 

御祈禱所は本殿修理の際には仮殿にあてられる慣例になっていて、その形式は仏堂で、堂内には仏壇を設け、十六善

神の画像を本尊とし、仏壇前方に護摩壇を設け、供僧による読経・供膳が行事として行われていたという。 

つまり、江戸時代にみる本殿と西殿の二殿併立からなる御影堂構成は、本殿は神事のための殿であり、西殿は仏事の

ための道場であって、両者は明確に使い分けられていたが、西殿こそが創立以来の御影堂の古い姿を継承するものと考

えられている。しかし、明治維新後の新政府による神仏分離の強制、そして官幣社への加列は、両殿の併立を許さず、

西殿もまた仏教色を一掃し、拝殿へ転用することで存続を認められたという。西殿は昭和 3年まで存続していた。なお、

客殿、茶室は昭和 25（1950）年、国の重要文化財に、また、本殿、拝殿及び幣殿、神庫、手水舎、神門及び築地塀が

平成 28（2016）年、国の登録有形文化財に指定された。表４-1にその一覧を示し、各建物の概要を記す。 

 
図 4-1.水無瀬神宮社殿配置図  
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表 4-1.文化財指定の水無瀬神宮 社殿一覧表 

 

 

4-1.水無瀬神宮の本殿（登録有形文化財） 

現在の本殿は三間社（桁行 3 間、梁行 2 間）で、屋根は入母屋造銅板葺（もと檜皮葺）、平入で西面して建つ。本殿の敷地は、

三方に瓦葺の築地塀（五条）がめぐらされ、背面の中央に門、社殿の周囲には雨落溝が配されている。本殿はその中央の亀腹基

壇の上に据えられた土台の上に建築されている。 

柱はすべて円柱。四方に縁

長押を廻して木口縁（こぐちえ

ん）を設ける。外壁は、正面三

間、側面前寄一間を戸口とし、

他は白壁で閉ざされている。

軒は二重繁垂木（しげたるき）

で、柱上に船肘木（ふなひじ

き）を置き、軒桁を支える。屋

根妻飾は、虹梁〈こうりょう〉上

に太瓶束（だいへいづか）を組み、破風を猪目懸魚で飾る。図 4-1 は、昭和 4 年（1929）に拝殿及び幣殿が建造される時に作成さ

れた本殿の立面図（西面、北面）で

あるが、明正天皇（1629-1643）の内

侍所（ないしどころ）を移築したもの

と伝えられており、入母屋造本殿に

みられる正面一間の向拝や千木、

鰹木がなく、宮殿建築に由来してい

ると考えられる。なお、本青焼図面

は水無瀬神宮から提供いただいた

ものの複写である。 

本殿屋内は梁行を２分して前方

一間通りを外陣、後方一間通りを内陣に分け、内陳の左右の脇間は、後鳥羽院の宸翰をはじめ重代の文書、什物を収納してい

たらしいという。外陣は内陣に対する礼拝座であり、和歌奉納の折には御前で催される和歌会に準じた鋪設がなされる。なお、

   

写真 4-1．水無瀬神宮本殿(南面) 図 4-1．水無瀬神宮本殿立面図(西面・北面) 

  
 

図 4-2.水無瀬神宮

本殿平面図 

写真4-2．「水無瀬宮臨

時行事」所収の本殿の

鋪設指図 

写真 4-3．「水無瀬宮臨

時行事」所収の護摩堂の

鋪設指図 
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年中行事、臨時行事を通じて本殿では、影前への供膳と祈念が行われるにすぎず、供僧による護摩祈禱、読経は西殿（御祈禱

殿、護摩堂）で行われていて、両殿は明らかに用法を分けていたという。本来の水無瀬御影堂は、その成立事情において後鳥

羽院の宸影を安置し、院の在生時のように日夜奉仕するための御影堂という性格であったため、本殿と西殿の二殿併立であり、

神社本殿形式としては、一般諸例にはみられない特異な形式といえる。内外陣境の各柱間は三間ともに戸口で、中央間は双折

板唐戸、両脇間は両開き板唐戸を装置するが、中央間では半長押分だけ上下とも高くつくる。図４-２の本殿平面図には記入さ

れていないが、内陣内は各間を黒漆塗板壁で一間毎に間仕切り、中央間に宮殿厨子を安置しているという。内外陣ともに、床

は拭板（ぬぐいいた）敷、天井は折上小組格（おりあげこぐみごう）天井につくられており、もと内侍所としての格式の高さがうかが

われるという。写真 4-2は「水無瀬宮臨時行事」所収の本殿の鋪設指図である。写真 4-3は「水無瀬宮臨時行事」所収の護摩堂

の鋪設指図である。写真 4-2 の「水無瀬神宮臨時行事」に掲出された本殿指図にみる内容は、延享元（1744）年 12 月 22 日に

行われた和歌奉納時の鋪設図で、その平面形式は現本殿に一致しており、内陣中央間に宸影を安置した宮殿厨子を御前と呼

び、その前方に前机を２脚ならべ御膳を供し、奉納和歌を献じる場にあてられ、更に香机が置かれている。 

（造立年次）：天明６（1786）年の社記に、明正天皇（1629-1643）の在位期間中に内侍所を拝領したが、自力で造立することが

出来ず、その後 8、9 年経過して後光明天皇（1643-1654）の在位期間中に、後光明天皇をはじめ、後水尾、明正両院、そして

東福門院の４御所から寄進を受けて造営されたことを伝えている。昭和 2（1927）年の本殿屋根葺替の時、部材の一に「御内

侍所北ちきり」の墨書を発見したことが報告されており、本殿の内侍所下賜説に有力な根拠を与えている。これらから、現存す

る本殿は、寛永 8 年（1631）に焼失したが、被災後の再建に手間どり、やっと寛永 18 年（1641）頃に、内侍所の（部材の）下賜

によって再建の目途がたち、慶安 2、3 年（1649、1650）頃に完成されたと考えられている。 

（西殿）：前述の西殿は明治初年の廃仏毀釈令により拝殿として改造され使用されていたが、昭和 3（1928）年、新

に拝殿を築造するため撤去された。平面間取については、写真 4-3「水無瀬宮臨時行事」に指図をのせており、これ

は寛政 9（1797）年 9 月 14 日・15 日の両日に行われた西殿における古今伝授真読大般若経御祈の折の道場鋪設を示

している。形式は仏堂で、仏壇を設けその中央に十六善神画像を本尊として祀り、その前に護摩壇があり、社僧によ

る仏式行事が執行された。本殿への献供・祝詞奉上・祈念などの神式行事は当主が行っていた。御影堂の当初の性格

が法華三昧堂に由来するものとすると、江戸時代にみる本殿と西殿の二殿併立からなる御影堂構成のうち、西殿こそ

創立以来の御影堂の古い姿を継承するものと考えられている。西殿は、現在の拝殿の位置に東面した建物で、屋根入

母屋造本瓦葺、東西行柱間三間（実長で四間分）、南北行柱間五間の規模をもち、建坪二十八坪余に近い大きさと推

測されている。 

 

4-2.水無瀬神宮の拝殿および幣殿（登録有形文化財） 

拝殿及び幣殿は、水無瀬御影堂が明治 6（1873）年に官幣中社に加列されたのを期に造営されたもので、昭和 4

（1929）年の改築である。台桧木・入母屋造の拝殿は土間式拝殿で北側に神饌所が設けられている。設計は内務省

技師角南（すなみ）隆で昭和神社建築を代表する建造物であるという。明治 4（1871）年に制定された社格制度の

官幣中社設計基準を厳密に遵守し設計施工された建物で、当時の建築的考え方を検証できるものであるという。写

真 4-4 は水無瀬神宮拝殿である。 

 

   

写真 4-4.水無瀬神宮拝殿 図 4-3.水無瀬神宮拝殿及び幣殿立面図 
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太い柱（角柱）と大阪府内にはあまりみられない独特な意匠の木鼻(きばな)や伸びやかな曲線の蟇股（かえるまた）など、

古い建物のディテールが再現されている。切妻造の幣殿は、拝殿と本殿の間にあり幣帛（へいはく）を奉奠（ほうてん）する

社殿であり、祝詞舎（のりとしや）としても使用される。図 4-3 は拝殿の西立面図（左）で左側の切妻屋根は神饌所である。ま

た（右）は拝殿及び幣殿の南立面図で右側の幣殿が本殿へと続く。なお幣殿は柱間に壁がなく、外部に向かって開放され

ている吹放しである。 

（平面図）：拝殿は桁行 35尺（10.61ｍ）、梁行 18尺（5.45ｍ）、庇部分（向拝）は正面 27尺（8.18ｍ）で西面しており、北翼

に 14 尺×21 尺（4.24×6.36ｍ）の神饌所が付加されている。拝殿東側には、本殿に向かって幅 12 尺（3.63ｍ）長さ 19 尺

（5.76ｍ）の幣殿が祝詞舎として設計されている。本図面は昭和 4年（1929）の改築時に制作された青焼図面で、縮尺 50分

の 1 で、伝統的な図法によって書かれている。水無瀬神宮宮司：水無瀬忠成氏のご好意により、複写したものである。図

4-4 は拝殿・幣殿の平面図である。 

 

   

図 4-4.拝殿・幣殿の平面図 図 4-5.拝殿・神饌所と幣殿北立面

図 

図 4-6.拝殿・神饌所東立面図，幣殿横断面図 

 

 

（立面図）：図 4-5 は拝殿・神饌所の北立面、祝詞舎（幣殿）の側面（北立面）図である。図 4-6 は、拝殿・神饌所

の背面（東立面）図と祝詞舎の横断図面である。これらと共に両裾には透塀（ｽｶｼﾍﾞｲ）の立面と断面も書かれている。

以上の図面は、いわゆる一般図と呼ばれるもので、建物全体の平面、意匠を示すもので、これらをもとに矩計詳細図・

部分詳細図等が制作され、施工へと進んでゆく。 

 

５.水無瀬神宮とその文化 

水無瀬御影堂から水無瀬神宮となり今日に至る 770余年の歴史の中で、祭神ご慰霊の行事はもとより、水無瀬家が地

域に果たしてきた文化的役割は大きい。その中でも顕著なものを以下に記す。 

 

5-1.法楽連歌「水無瀬三吟百 E

さんぎんひゃく

AAE韻 E

い ん

A」 

法楽とは、神仏に手向ける行事をいい、特に歌や音楽を奉納して神慮を慰めることで、御影堂の宝前で行うものだけでなく、

他の場所でも行なわれた。法楽連歌は中世に盛んにおこなわれたが、近世に入っても水無瀬の法楽連歌は、しばしばおこなわ

れた。その意味で歌所としての名声は続いていたといわれる。「新古今和歌集」の選集を命じ、自らも珠玉の作を残す一方、連

歌興隆の気運を作った後鳥羽院を 250 年遠忌の日に連歌で追慕する人たちがあった。「水無瀬三吟百韻」は、長享２（1488）年

正月 22 日、当時、連歌界に最高峰を形成する宗祇（1421-1502）とその高弟・肖柏（1443-1527）と宗長（1448-1532）の３人が水

無瀬御影堂法楽のため「何人（なんびと）百韻」を作ったもので、後に場所と人数を表す「水無瀬三吟百韻」の名で周知された

（写真 5-1）。 
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その表八句は句さばきの巧妙なことで連歌の規範と

される。宗祇の読んだ発句は、新古今集の後鳥羽院の

歌「見渡せば 山本かすむみなせ川 夕は秋と何思ひ

けん」からの本歌取りであり、後鳥羽院追慕の心を余情

ゆたかに読み、“金言の発句”と称賛された。「水無瀬三

吟百韻」は、前述のように高く評価されているが原本の

所在は不明で、当時の写本としては、山崎宗鑑（俳諧の

祖。？-c1540 年）の真跡本を含め、数本が遺存する。

法楽和歌の奉納は、江戸時代、寛永 15 年（1638）四百

回忌法要に後水尾上皇より百首和歌の奉納があり、以

後、五十回忌毎に水無瀬御法楽和歌が献ぜられ、その

後永く続けられた。平成に入っても俳諧「草茎社」社中

約 50 名、隠岐からの帰途、歌仙連句 3 巻を奉納されて

いる。 

 

5-2.水無瀬駒 

水無瀬神宮宮司の水無瀬家には、約 400年間伝わる「水無瀬駒」がある（写

真 5-2）。水無瀬駒は水無瀬家で作られた将棋駒の呼び方で、安土桃山時代

の公家で能書歌であった水無瀬兼成（1514-1602）が駒の銘（文字）を書き、

89 歳で亡くなるまでに 700 組以上もの将棋駒を制作している。兼成は、文

禄 4年（1595）、第 106代正親町〈ｵｵｷﾞﾏﾁ〉天皇（1557-1586）の勅命により

将棋の駒の銘を書いたと伝えられ、この駒を水無瀬駒の最初とする。兼成の

養子・親具（1554-1595）も関白豊臣秀次の命を受け、駒の銘を書いたとも

いわれる。当時、親具筆の駒は、無免許者は使えなかったという。また兼成

の孫・兼俊（1593-1656）の墨書駒も残っている。水無瀬駒は、駒の高級材質で知られる黄楊（ﾂｹﾞ）で作られ、作者と

制作年が特定できる最古の将棋駒ともいわれ、江戸時代には、「将棋駒の銘は水無瀬家の筆を以って宝とす。この筆跡

の駒、免許なきもの弄すべからず」とまでいわれた。かくして将棋の駒の文字に水無瀬流がおこり、「象棋、駒銘 水

無瀬家を家トス」とされ、今日も一般に普及したともいう。現在、水無瀬家に兼成作の将棋駒は、・小将棋「八十二才」

銘 漆書・中将棋「八十六才」銘 墨書・中将棋（残

欠４枚）漆書が残っており、「象戯圖（しょうぎず）」

（2巻）、「将棊馬（しょうぎごま）日記」とともに「水

無瀬駒 関連資料」として島本町指定文化財第 1 号に

指定されている。（平成 21 年 4 月指定、平成 23 年 11

月追加指定）。「象戯圖」（2巻）は兼成自筆本で、15世

紀に 6 種類の将棋が存在したこと、将棋の初期配置、

表と裏の文字、駒の進め方などが図面で示されており、

将棋の指し方を知る最古の資料である（写真 5-3）。 

この中に中象戯（縦横各 12 目）・同成馬、大象戯（縦横各 15 目）、大々象戯（縦横 17 目）、摩訶大々象戯（縦横 19

目）・同成馬とさらに大将棊（縦横 25目）を写しており、それぞれ盤上の駒と遊び方を記している。「将棊馬日記」は、

天正 18（1590）年から慶長 7（1602）年まで、各年に兼成が依頼主に応じて制作した駒の譲り渡し先が書かれている。

 

写真 5-1.宗鑑書・水無瀬三吟百韻表八句 

 

写真 5-2.水無瀬兼成筆 象戯の駒 

  

写真 5-3.「水無瀬駒 関連資料」 写真 5-4.将棊馬日記 
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日記によると制作された将棋は、現在も一般に指されている「小将棊（棋）」のほか、中・大・大々・摩訶大々将棊で、

徳川家康には 53 組の駒が納められていることがわかる。依頼主として、後陽成天皇や正親町上皇、豊臣秀次や家康な

ど、当時の天皇や公家、武将などが次々と登場し、僧侶・神職や商人、大工棟梁たちの名前もみられる。このようなこ

とから、依頼主が身分的に、また、地域的にも広範囲な層にわたっていたことがうかがわれる。日記の中でも注目され

るのは、室町幕府 15 代将軍・足利義昭（1537-1597）が兼成に依頼した駒とみられるものが、平成 20（2008）年に福

井県で発見されたことである。日記には慶長３（1598）年、兼成が 85歳の年の「小将棊」の項に「一＼（面）象牙 道

休」とあり、この「道休」は出家した義昭のことで、兼成が義昭から象牙の小将棊一面を依頼され納めたことを示して

いる（写真 5-4）。福井県で発見された「玉将」の駒尻には兼成筆とみられる「八十五才」の銘があり、日記の記載に

対応する実物である可能性が高く、記載の事実性を証明するものとして注目された。 

 

5-3.俵屋宗達「伊勢物語色紙 大淀」 

（一幅、紙本着色 24.0×21.0cm、細見美術館

蔵）本阿弥光悦（1558-1637）と共に琳派の祖とい

われる俵屋宗達（？－c1643）と工房の作家の共同

制作（写真 5-5）。寛永 11 年（1634）頃の作品で

「伊勢物語」の「大淀」の場面を描いたもの。画

面中央に 75段の歌を書くのは、公家の水無瀬是空

（1571-1644）。是空は前述の水無瀬兼成の子・氏

成のことで、父と同じく能書家であった。氏成は

後水尾院の勅使として寛永 15（1638）年 2月、後

鳥羽上皇の隠岐御廟へ御製を奉納している。 

 

5-4.華道・水無瀬「洗心流」 

御影堂創建以来、ずっと供花は行われてきたが、慶応年間（1865-1867）、大山

崎町所在の聞法寺（ﾓﾝﾎﾟｳｼﾞ）住職・広小路嘯山（しょうさん）師が、後鳥羽上

皇を華元と仰ぎ「洗心流」と命名した（写真 5-7）。 

水無瀬神宮においては、後鳥羽院の崩御日、２月 22 日は勿論のこと、毎月２

２日、御聖忌に執り行う月次祭に、上皇お好みの菊花を活けて、献花をおこなっ

ている。また講社大祭には献華展が客殿で開催され観覧者に茶がふるまわれるな

ど、地域の人々との交流が続いている。神門前の「洗心流華元碑」は第７代宮司・

水無瀬忠政（1938-1963）の書である。旧西国街道に面して立つ水無瀬神宮碑は、

昭和 14（1939）年に洗心流が建立。右の目録は、平成 28年 10月 23日（日）の講社大祭での洗心流献華展の出瓶者名

簿で、社中 27名が献花した盛大なもので多くの観賞者の目を楽しませた（写真 5-8）。 

 

5-5.「離宮の水」と茶道 

水無瀬神宮の境内には、昭和 60 年（1985）に環境庁（現・環境省）選定の「全国名水百選」に大阪府内で唯一選ば

れた「離宮の水」があり、多くの人々が毎日、取水に訪れている（写真 5-9・5-10）。境内には重要文化財の茶室（燈

心亭）があり、三千家（表・裏・武者小路）と山田宗徧流の各家元が毎年、離宮の水（井戸水）を使って献茶式を催し

ている。 

   

写真 5-5．俵屋宗達「伊勢物語

色紙・海松(第七十五段) 

写真 5-6.水無瀬

神宮碑 

写真 5-7．洗心

流華元碑 

 

写真 5-8．洗心流献華展出瓶者名簿 



15 
 
また、新春の行事として成人式の日には大

茶盛が開催されるほか、毎月 1回（第２日曜

日）月釜（つきがま）が催され地域の人々の

交流の場となっている。なお、重要文化財に

指定されている茶室（燈心亭）は、予約のう

え見学することができる。 

 

６.おわりに 

水無瀬神宮は、その前身を水無瀬家邸内に

営まれた水無瀬御影堂に発し、明治 6（1873）

年官幣中社に列せられ、後鳥羽・土御門・順徳の三院を奉遷合祀した水無瀬宮となり、さらに昭和 14（1939）年

に官幣大社に昇格し、水無瀬神宮と改称されている。現在の境内地は後鳥羽院の水無瀬離宮（水無瀬殿）下御所の

旧跡と伝えられていて、御影堂創建の由緒は、古く後鳥羽院の崩御の時点まで遡る。延応元（1239）年 2月 22日

に後鳥羽院は配流の地・隠岐島で崩御されたが、その直前に院の側近で奉仕していた水無瀬信成・親成父子に水無

瀬殿を含む水無瀬・井ノ内両荘の管理・経営を委託し、院崩御後の菩提をとむらうべきことを遺告されている。こ

の由緒によって水無瀬家は、水無瀬の地を本所とし、居宅を構えて、その邸内に後鳥羽院御影堂を造立し、歴代当

主が日夜奉仕することが家の職掌となり、明治 6（1873）年に官社に列されるまで永く引き継がれて変わらなかっ

た。明治 4（1871）年の太政官布告により神社のことは、すべて国が管理することになり、明治 6年に、初代宮司

に水無瀬経家が任命され、年中行事も「官幣諸社官祭式」による官祭となった。戦後は、昭和 20（1945）年に、

国家管理はなくなり、神社自立の方途は神社自体で考えねばならなくなり、今日に至っている。こういった歴史の

なかで水無瀬神宮がこれまでに地域や社会に果たしてきた文化的役割を見直し、今後に向けての方向性を考察する。 

 

6-1.地域に於ける水無瀬神宮の位置づけと問題点 

水無瀬神宮には、大阪の天神祭り、岸和田のダンジリ祭り、京都の祇園祭りといった全国的に名を馳せた祭事は

存在しない。また、国宝（２点）、重要文化財（２社殿）、登録有形文化財（５社殿）を有しながらも全国的にその

名を広く知られることが少なく、地域に根ざした神社であるといえる。歴史的には水無瀬家領であった水無瀬荘・

井ノ内荘の領民が奉仕する神社で、地域の氏神社的側面を有している。現在も講社として、その活動が継承されて

おり、講社大祭に於ける献華展、茶会（野点）や、離宮の水保存会による定期的な水質検査・清掃活動等が顕著な

例である。 

しかし、前述のごとく、後鳥羽天皇と水無瀬神宮・水無瀬家が地域や日本文化に果たしてきた文化的役割は、決

して小さいものではなく、むしろ全国的に誇るべきものがあるが、歴史や伝統的文化に精通している人々の神宮に

対する価値観と新住民が多数を占める地域住民との価値観に、乖離があるのが現状である。氏神社は地域の人々の

崇敬を集める神社として人生儀礼における行事（初宮参り、七五三、厄祓等）を司り、庶民には必須の神社である

と考えるが、将来的にその存立基盤が継承していく保証はない。水無瀬神宮独自の文化的役割を発信・展開し、人々

が希求する文化性・精神性が認識された時、氏神社を越えた神社となり、地域と社会にさらに貢献する存在となり

得る。地域全体の文化水準が上昇すれば、人々は町や地域に誇りをもち、その環境に留意し、文化財や文化遺産の

保護へと邁進する。国や行政ではなく、地域住民による自然発生的な希求が、神社や文化財の保護に結びつくと考

えられる。そのために神社は何をすべきなのか。国や行政は如何なる支援を行うべきなのか。 

水無瀬神宮は地域に根ざした神社として、その役割は果たしていると考えられる。しかし、保有する歴史と文化

を積極的に発信し得ておらず、御祭神が希まれた文化を通じて国造りを行わんとする使命に充分応えているとはい

  

写真 5-9．「離宮の水」(りきゅう

のみず)碑 

写真 5-10.「名水百選」認定書 
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い難いのが現況である。現実の生活の中で、神社が何を人々に問いかけ、社会にどんな貢献が出来るのか・・・そ

れが問題であると考えられる。 

 

6-2.今後に向けての考察 

前述のごとく、歴史と文化を保有する水無瀬神宮は、単なる地域の氏神社的存在で終始するのではなく、もっと

その個性を発揮して、地域のみならず全国的に周くその名が認識される存在となるための情報発信をする必要があ

ると考える。それは水無瀬神宮のみならず、神社の将来に向けての存立を問い社会と共生していくための一つの責

務だからである。伝承してきた神事や文化を維持・管理することは、余人のはかり知れない問題や障壁が存在して

いることは想像に難くない。しかし、伝統を踏まえつつ将来へのヴィジョン策定が大きな課題と考えざるを得ない

のである。時間的制約の中で、水無瀬神宮に興味をもち、その神事や文化、地域とのかかわり等を調べてきたが、 

まだまだ不充分であり、年間を通じての地域との実際のかかわり方・行事やその経済的基盤など多くの課題が残さ

れている。したがって、水無瀬神宮の今後の方向性を提示するのは尚早であるが、ここでは、一つの試みとして水

無瀬神宮の今後に向けての在り方を考察したい。もっとも、その努力主体は水無瀬神宮だけでなく、国や行政、地

域住民である。以下に、３項目の努力目標を記す。 

 

① 日本文化の一拠点と

なる施設整備（博物館・宝物館など） 

水無瀬神宮は「後鳥羽天皇宸翰 御手印置文」と「後鳥羽天皇像 伝藤原信実筆」の２点の国宝を有するが京都

国立博物館に寄託している。「水無瀬駒」などの紹介展示は島本町立歴史文化資料館がおこなっている。また後鳥

羽院の「遠嶋歌合（模本）」は島根県の隠岐神社で展示されている。水無瀬神宮にはこういった保有する伝統文化

を展示し顕彰する施設が皆無である。施設整備実現のための努力は容易なものではないが、地域住民に与える影響、

域外からの参観者の増加など、神宮や地域に寄与する効果は大きく、日本文化の顕彰と発展のための拠点となり得

ると考えられる。 

 

② 街づくりの核となる

環境整備（防災拠点・歴史的景観

保存地区・鎮守の森） 

航空写真にみるように水無瀬神宮周辺は

戸建住宅が建ち並ぶ住宅密度の高い地域で

ある。街づくりの観点から、水無瀬神宮を核

とする３つの側面から環境整備を図るべき

と考える。その１は、防災拠点としての整備

で、地震や火災に対する避難所や火災の遮断

帯としての機能整備を充実すること。その２

は、旧山陽道の西国街道の街並みと連携した歴史的景観・街なみの整備で、地域や島本町の居住環境とともに観光

的魅力を高める整備である。その３は、鎮守の森としての環境整備で、地域の人々のリクレーション、散策などの

憩える場、地域の精神的ランドマークとしての整備である。これらの環境整備は勿論、地域住民や国、行政と水無

瀬神宮が協働して推進すべきものであるが、こういったヴィジョンの共有が実現に向けての第一歩と考えられる。 

 

③地域共生のための施設整備（保育施設・老人施設など） 

  

写真 6-1.西国街道に残る古い街並み 
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少子高齢化が進行する日本の喫緊の課題は保育所や老人施設の充実である。その鍵となるのは人材の確保と共に施設用

地の確保にある。全国に 9万 6000社あるという神社で、施設用地として使用可能なスペースを有する神社に国や行政

が施設と周辺環境の整備を行うことは不可能なことではない。神社は地域に貢献でき、地域住民は神社に奉仕していく

好循環が生まれるのである。兵庫県では「地域祖父母モデル事業」として、地域老人と幼児が共に集える「子供カフェ」

を整備し、老若世代の交流がおこなわれている。水無瀬神宮に於いても、地域と共生するための施設整備が検討される

べき今後の課題と考えられる。 
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別表１.水無瀬神宮関連年表 

和 暦 西暦 後鳥羽天皇・水無瀬神宮の歴史 

治承 4 

 

 

1180 

 

 

2月、80代高倉天皇（1168-1180）の譲位により 81代安徳天皇（1180-1185）即位。

高倉院政の開始。〈源氏の挙兵〉源頼政が以仁王（1151-1180）の令旨を奉じて挙兵

したが宇治川の戦いで敗死す。7月、高倉天皇の第四皇子・尊成(ﾀｶﾋﾗ)親王が誕生。
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養和１ 

寿永２ 

文治１ 

建久３ 

 

建久６ 

建久８ 

建久９ 

 

 

正治１ 

 

 

正治２ 

建仁１ 

 

 

建仁２ 

 

建仁３ 

元久２ 

 

建永１ 

承元１ 

承元４ 

建保１ 

建保４ 

建保５ 

承久１ 

 

承久３ 

 

 

 

 

1181 

1183 

1185 

1192 

 

1195 

1197 

1198 

 

 

1199 

 

 

1200 

1201 

 

 

1202 

 

1203 

1205 

 

1206 

1207 

1210 

1213 

1216 

1217 

1219 

 

1221 

（のちの後鳥羽天皇） 

高倉天皇、崩御。77代後白河法皇（1155-1158）の院政再開。この年、平清盛死去。 

8月、後白河法皇の意により後鳥羽天皇（1183-1198）が 82代天皇に践祚。 

3月、〈平氏の滅亡〉81代安徳天皇が平家の一族と共に壇ノ浦の海に入水。 

後白河法皇、崩御。〈源 頼朝が征夷大将軍となる〉これより名実ともに鎌倉幕府が

成立し、武家政治の端緒が開かれる。 

後鳥羽天皇の第一皇子・為仁（ﾀﾒﾋﾄ）親王が誕生。（のちの土御門天皇） 

後鳥羽天皇の第三皇子・守成（ﾓﾘﾋﾗ）親王が誕生。（のちの順徳天皇） 

1 月 後鳥羽天皇の譲位により 83 代土御門天皇（1198-1210）即位。後鳥羽院政の

開始。8月 後鳥羽上皇の熊野御行（ｸﾏﾉｺﾞｺｳ）。これ以降毎年、出かけられ 23年間

の上皇時代に 31回御幸される。 

1月、源 頼朝が死去。この年、後鳥羽上皇が水無瀬川右岸に離宮を建立。「皆瀬御

所」・「広瀬御所」と呼ばれた。上皇の水無瀬御幸は、こののち、20 年間で 30 回に

及ぶ。 

12月、歌人・藤原定家（1161-1241）が初めて水無瀬殿へ伺候したとおもわれる。 

6月、後鳥羽上皇による「千五百番歌合」が開かる。（歌合史上の頂点をなすもので

あった。）また、この頃、上皇は豊後の刀工・行平（ﾕｷﾋﾗ）から鍛冶の術を学ばれた

という。 

〈源 頼家が征夷大将軍となる〉。上皇の外戚・源（土御門）通親が死去。この年以

降、後鳥羽上皇の院政が本格的になる。 

〈北条執権政治の開始〉。源実朝が征夷大将軍に、北条時政が執権（初代）となる。 

3月、後鳥羽上皇の勅による 8番目の勅撰和歌集「新古今和歌集」（20巻）が、藤原

定家、藤原家隆を中心に撰上される。閏 7月、北条義時が執権(第 2代)となる。 

高弁（明恵上人：1173-1232）が後鳥羽上皇から栂尾を賜り、高山寺を創建。 

この頃から後鳥羽上皇が「番鍛冶の制」を創める。（御所焼。菊一文字。） 

11月、土御門天皇の譲位により 84代順徳天皇（1210-1221）即位。 

〈執権の権力増大〉 北条義時が侍所別当となる。 

8月、大風洪水の時、水無瀬殿が顚倒流出する。（下の御所） 

源 通光によって百山付近に新御所の造営がおこなわれた。（上の御所） 

1 月、〈源氏の正統断絶〉。源 頼家の第三子・公暁が源実朝を殺害。閏 2 月、後鳥

羽上皇が幕府に摂津の長江・倉橋両荘の地頭罷免を要求。（朝幕関係の緊迫化） 

4月、順徳天皇の譲位により 85代仲恭天皇（ﾁｭｳｷｮｳﾃﾝﾉｳ：1221-1221）即位。 

〈承久の乱〉5月 15日、後鳥羽上皇が北条義時追討の宣旨・院宣を下す。6月 14日、

宇治川、勢多川の守りが敗られ、北条義時・時房が入京し、六波羅に駐在。上皇方

の敗北となった。 

7 月、仲恭天皇が廃され、後鳥羽天皇の兄君・守貞親王（後高倉院）の第三皇子が

即位し、86代後堀河天皇（1221-1232）となる。 

 

 

 


