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京都府乙訓郡大山崎町、油発祥地、離宮八幡宮神社の由来と文化Ⅰ 
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Origin of the Rikyuu Hachimangu Shrine and its Culture, 
Ｂirthplace of oil, Oyamazaki-cho, Otokuni District, KYOTO Pref. 

Hiroaki HISAMORI＊・Akio FURUTANI＊＊・Isao SAWA＊ 
   

ABSTRACT 
This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage studies. 

This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net Society which 

went in “the Rikyuu Hachimangu Shrine "which is Otokuni District, Kyoto pref.（Height 22m）. About 

shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method. The location of the 

shrine is 21-1 Oyamazaki Nishitani, Oyamazaki-tyou, Town Oshimazaki-gunTown, Kyoto Prefecture, 34 

degrees 53 minutes 31 seconds north latitude and 135 degrees 40 minutes 46 east longitude. 

Worshipped Gods is Emperor Ōjin, Three goddess (Tagori-hime·Tagitu-hime·Itikishima-hime) and 

Sakatoke-god. Emperor Seiwa decided to divine from Usa-Jingū as a guardian deity of Heian-kyō in the 

first year Federation (859), due to the national security by the oracle. At that time, Sangha (Gyoukyou) 

of Daian-ji used in Kyushu returned to the shrine in Kami descent at "Yamasaki-no-tu (base of the Yodo 

River water transport at that time)" on the way home. Sangha played to the Emperor after returning 

home that Iwa-shimizu gotten from that place. "Iwashimizu Hachimangū" was erected by the imperial 

command of Emperor Seiwa for national defense. After that, because it was a trace of Rikyuu "Kaya-

Imperial House" of Emperor Saga, we decided the company name as Rikyuu Hachimangu Shrine. 

Oyamazaki-cho's Kannushi is said to be the birthplace of oil because it developed by focusing on Perilla 

frutescens. 

Shaden is as follows. Main shrine（Country registered tangible bunkazai）：Sangensha-Nagare-zukuri, 

Douhanbuki / Mizukaki: Sukasibei (Country registered tangible bunkazai) / Haiden・Heiden（Country 

registered tangible bunkazai）：hip-and-gable roof, Douhanbuki./ the front-Karahahu-zukuri-Kouhai. 

/Shinmon（Country registered tangible bunkazai）：Shikyakumon, Kirizuma-zukuri, Douhanbuki./ 

Soumon：(Town-designated bunkazai）：Kouraimon, Kirizuma-kawarabuki./ Toumon（townDesignated 

bunkazai）：Yakuimon, Kirizuma-Hongawara. 

In Keidai-kaisha,①Wakamiya Shrine, ②Iwashimizu-Sha,③Takeuti-Sha,④Tenshoukou-Taizinguu, 

⑤Hiruko Shrine, ⑥Kashima Shrine, ⑦Kehi-gu, ⑧Koten-gu, ⑨Sumiyoshi Shrine, ⑩Inari Shrine, ⑪

Juuzenji-gu, ⑫Katte Shrine, ⑬Koshikake-Tenzinsha, ⑭Koura-Sha and ⑮Shisha-god. 

キ‐ワ‐ド：離宮、応神天皇、嵯峨天皇、油の神様、古代交通の要所と環境 
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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。本稿は京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷にある離

宮八幡宮（りきゅうはちまんぐう）で行った洞窟環境 NET 学会の総合学術

調査平成 29(2017)年報告の一部である。離宮八幡宮は国家鎮護のため

の八幡宮として勧請されたが、大山崎の神職が荏胡麻を搾って製油する

油搾機を発明したのをきっかけに、油販売の独占権を獲得した大山崎神

人の活躍によって、この地が油業の大中心になった経緯があり、わが国

製油始まりの地、俗称「油の神様」と称され、今も全国の製油業者の信仰

を集めている。離宮八幡宮の概要は、次のとおりである。 

 祭神は、第 15 代応神天皇(270-310）、比売三神（田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命）と地主神である酒解神

(または大山祇神)である。創建は貞観元年(859）。大和大安寺の僧・行教が、第 56 代清和天皇(858-75)の即位

を祈祷するため豊前の国の宇佐神宮から神霊を奉じて帰京し、山崎離宮の辺りに鎮座させたことに始まる。奇

瑞を求めて地を穿ったところ、清水が岩間から湧出した故、石清水八幡宮と称したが、第 52 代嵯峨天皇（809-

23）の離宮（河陽宮）跡であった由緒から離宮八幡宮と称せられた。写真 1-1 は離宮八幡宮の社殿である。 

 離宮八幡宮がある大山崎は、桂川・宇治川・木津川の合流した淀川が天王山と男山の間を流れる独特な自然

地形にあり、古くから交通の要衝であった。このため地域住民による経済活動も盛んな地域であったが、こうした

立地の故に政治の抗争に巻き込まれやすく、八幡宮も大山崎の街も何度も戦火の被害を受けた。現在の境内

の概観が整ったのは、徳川家光によって行われた「寛永の造営」寛永 12(1635)年によるが、幕末の「禁門の変」

文久４(1864 年)で大半が焼失し、惣門と東門のみが奇跡的に残り、往時の姿を今に伝える。当時の社地は現在

の３倍以上もあったという。境内地が縮小されたのは明治９(1876)年鉄道が敷設された時で、境域の過半が鉄

道と駅舎の用地に吸収されてしまった。明治 12(1879)年、油商山崎講や氏子・崇敬者によって八幡宮再建とな

るも、大正末の鉄道複々線化工事で更に敷地が削減された。昭和４(1929)年に全面改築されたものが現在の

中心社殿であり、境内の中央北側に、神門、拝殿、幣殿、本殿が南北一直線に並ぶ。本殿は三間社流造、銅

板葺、拝殿は入母屋造、平入の主体部の正面に唐破風造向拝が突出し、両妻背面側 1 間に桁行 2 間、切妻

 

写真 1-1.離宮八幡宮の社殿 
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造の釣殿が取り付く。神門は、切妻造の四脚門である。これらと共に手水所・透塀・高天宮神社（境内社）が国

の登録有形文化財に指定されている。 

 離宮八幡宮がこの地に鎮座し地域の人々の信仰を集めてきたことは、中世中期に自治的都市共同体「惣中」

を成立させ、土地所有権を離宮八幡宮が神領として近世的な形で認められ、以降、明治維新まで不変であった。

本稿は、こうした歴史的背景をおさえつつ、離宮八幡宮および周辺の歴史や文化について文献等によって調

査研究を行うとともに、大山崎役場と歴史資料館での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、離宮八幡宮が地域や社会において、どのような位置づけにあるのかを考察した。今

後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。巻末に、「離宮八幡宮の境内配

置図」と「離宮八幡宮と地域の歴史」をまとめた。 

２.離宮八幡宮の祭神 

離宮八幡宮の祭神は三神で、本殿内陣中央に応神天皇、左殿に酒解神（もしくは、大山祇神）、右殿に比売

三神（田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命）が鎮座する。その創建

は、貞観元(859)年、大和大安寺僧の行教が第 56 代清和天皇の即

位を祈祷するため、当時の 強神と考えられていた八幡神を、豊前

国の宇佐八幡宮から勧請したことに始まる（図 2-1）。 

宇佐八幡宮本殿の祭神は、この当時、三神となっていた。すなわ

ち、本宮一之御殿に八幡大神が養老３（719）年、二之御殿に比売

大神が天平３(731)年、三之御殿に神功皇后が弘仁２３(823)年に祀

られていたのである。祀られた順番は、大和朝廷の対外戦争や朝

廷内の争いに深く関わり、日本という国の成り立ちに重要な役割を

果たしてきた宇佐八幡宮の歴史に依拠するという。離宮八幡宮の祭神が宇佐八幡宮と異なるのは、神功皇后

に代わり、大山崎の地主神である酒解大神（さかとけのおおかみ）を祀るところである。これは創建以前からの、

この地の歴史と地域住民の信仰に大きく関わっている。以下に祭神三神について概要を記す。 

 

2-1.応神天皇 

 神社は国内に約 8 万社あるが も多いのは八幡神社で、約 8 千社

を数えるといい、明治末期の神社整理以前には 2 万社を優に超えて

いたという。祭神の八幡神は、応神天皇（誉田別尊）と同一とされる。

八幡信仰の本源は大分県宇佐市の宇佐神宮であり、信仰の拡大過

程には 3 つの波があった。第 1 波は、東大寺の大仏建立時に寺院

の鎮守神として勧請された天平勝宝元(749)年と、神護景雲３(769)年

の道鏡皇位をめぐる宇佐信託事件、第 2 波は平安遷都により都城守

護神として、貞観 2(860)年、男山に勧請された石清水八幡宮を中心

に浸透、第 3 波は鎌倉期で、源頼朝の拠点である鎌倉に治承

4(1180)年、鶴岡八幡宮が創建されると、御家人を中心に信仰が広まり、更に武士が全国に移動するのに伴っ

 

図 2-1.宇佐神宮・宗像神社位置図 

 

写真 2-1.八幡神縁起絵巻」・東大寺蔵 
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て、全国的に拡大していったといわれている。離宮八幡宮の創建はこの第２波を生み出す男山の石清水八幡

宮の創建と大きく関わっているのである。 

 

（八幡神の登場） 

 八幡神は土着神もしくは氏神から発展した神ではなく、政治的に創設された境界の神、そして養老３（719）年

の隼人の反乱と、その後、神亀２(725)年に成立した宇佐神宮の社殿造営の過程で確立した軍神である、と研究

者・別府大教授・飯沼賢司氏は指摘する。（「八幡神とはなにか」平成１６(2004)年）。すなわち第 12 代景行天 

皇の 4 世紀頃、九州には大和朝廷の権力が及ばず、筑紫の磐井や肥後の熊襲、薩摩の隼人などが独自の勢

力圏を築いていた。だが、豊前だけは、瀬戸内海で畿内と直接結ばれていたこともあり、3 世紀末から 4 世紀初

頭には、大和朝廷の勢力圏に組み込まれており、その精神的支柱というべき地位（境界神）を宇佐神宮と薦（こ

も）神社が占めていたという。 

 「八幡宇佐宮御託宣集」（14 世紀初頭成立。作者、弥勒寺僧・神吽）によれば、宇佐神宮の神官・大神氏の始

祖、大神比義（ｵｵﾐﾜﾉﾅﾐﾖｼ）は欽明天皇 23 年、菱形池のほとりで三歳の童子として出現した八幡から託宣を聞

き、また、敏達天皇の頃、神官・辛島氏の始祖、辛島勝乙女（ｶﾗｼﾏﾉｽｸﾞﾘｵﾄﾒ）は宇佐菱形山の北の海の辺りで

祈り、八幡の託宣を聞く。その後、130 年余を経て、和銅 3(710)年、２人は宇佐の駅館川（やつかんがわ）の辺り

に鷹として出現した八幡神を３年の間祈り鎮座させ、 初の八幡社である鷹居社（たかいしゃ）を造る…とある

（写真 2-1）。この出現伝承はさておき、歴史的には大宝２(702)年から始まる薩摩の隼人の反乱は、養老３(719)

年、８世紀 大級の反乱である「大隅隼人の反乱」となり、養老 4(720)年、大伴旅人(665～731)を征隼人持節大

将軍に任じ征伐したことが記される。この時、隼人に攻撃された大隈国の辛国城を救援するため、豊前国司・宇

奴男人(ｳﾉﾉｵﾋﾄ)が軍勢を率いて向かったが、宇佐宮の神官・大神諸男が作り出した“薦枕（こもまくら）”をご神

体として神興に乗せ、弥宜である辛島勝波豆米(ﾊｽﾞﾒ)が御杖人(ﾐﾂｴﾋﾞﾄ)として先導した。そして、辛国城での戦

いの時、八幡神は八流（ﾔﾂﾅｶﾞﾚ)の幡（ハタ)となって天降り、「我は日本の神と成れり」という託宣が聞こえたと託

宣集に記されている。この年、養老３(719)年に、八幡神が隼人を討伐するための軍神として創出されたという。 

 

（応神天皇霊の登場） 

 奈良時代から平安初頭に書かれた文書や記録などでは、八幡神は、「豊前国

宇佐郡に坐す広幡の八幡大神」・「八幡大菩薩」とは書かれるが八幡神を応神天

皇霊であるとすることを証明する史料はないという。宝亀６年（755）、聖武天皇の

娘・井上内親王と皇太子だった他部（ｵｻﾍﾞ）皇子が死去し、天武系の皇統は断絶

し、天智系によって皇位が継承されていくことになる。 

その後を継いだ第 49 代光仁天皇(770-781)や、その第 2 皇子であった第 50 代

桓武天皇(781～806)は、八幡神を都（奈良）に入京させた聖武天皇の御魂を供

養するため、宝亀８(777)年八幡神を出家させて八幡大菩薩とした。八幡神が出

家、大菩薩と称すようになったのは、八幡神の国家統制であり、怒れる神を慈愛

ある仏に変えることで、聖武天皇の怨念を封じるためであったという（写真 2-2）。 

 しかし、軍神としての側面を失っては護国の神としての役割を果たすことはできない。ここに登場したのが、対

 

写真 2-2.八幡大菩薩像 
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新羅の神としての神功皇后霊であり、この霊の登場によって、八幡神は応神天皇霊と認識されるようになり、再

び軍神としての側面を復活させることができたという。宇佐宮の八幡神を応神天皇霊とみなすようになった契機

は、弘仁１１(820)年の大帯姫(ｵｵﾀﾗｼﾋﾒ)の霊の奉仕の託宣と、弘仁１４(823)年の大帯姫三殿の造立であり、応

神信仰というより、応神天皇・神功皇后信仰というべきものであったと飯沼賢司は指摘する。 

 

2-2.比売三神 

 比売大神(ﾋﾒｵｵｶﾐ)が宇佐神宮に祀られるようになったのは、天平３(731)年と考えられている。宗像三女神は

天照大神から海北道中を守るよう命じられて天降り、九州から朝鮮半島へ航海する時の守り神「航海の神」とな

った。沖ノ島沖津宮の田心姫神（ﾀｺﾞﾘﾋﾒﾉｶﾐ）、大島中津宮の湍津姫命（ﾀｷﾞﾂﾋﾒﾉｶﾐ）、宗像市辺津（ﾍﾂ）宮の市

杵嶋姫命（ｲﾁｷｼﾏﾋﾒﾉｶﾐ）である。沖ノ島では、大和朝廷の祭祀がおこなわれ、日本と朝鮮半島との境界の神と

して意識されていた。そして、新羅との対立が険しくなった天平３（731）年、隼人征伐の時に八幡神を祀ったの

と同様、宗像三女神は宇佐神宮に祀られることで対新羅戦の為の軍神になったという。すなわち、八幡比売神

は政治的に創設された境界の神であり、対新羅関係が緊張した時、北部九州の比売神諸神を宗像三女神を中

心に糾合して創出された軍神だという。新羅との対立とは養老 6（722）年、新羅が王都慶州の南に「日本賊路を

遮る」ために毛伐郡城を築き、戦争準備に入ったことである。これに対して日本は、神亀 4（727）年に渤海との関

係を強化して新羅を牽制するとともに、天平 3（731）年には畿内に惣管、山陽道・山陰道・南海道に鎮撫使をお

いて、戦時体制を強化していった。そうした状況で、朝鮮半島への航路を司る宗像三女神が宇佐神宮に祀られ

たのである。 

 ちなみに、神功皇后が宇佐神宮に祀られたのは弘仁 14 年（823）であるが、これも大和政権に帰化して駿河・

遠江両国に配置された新羅人の、班給口分田不足による蜂起事件がきっかけとなっている。対新羅神である神

功皇后霊を祭祀することで、八幡神の護国の神としての位置を確固たるものにしようとする強い意志があったと

考えられている。 

 

2-3.酒解神（もしくは大山祇神） 

 離宮八幡宮成立以前の大山崎において、人々の信仰を集めていたのは、酒解神と山崎神であった。承和６

（839）年４月、「酒解神」(ｻｶﾄｹﾉｶﾐ）、正式には自玉出祭来酒解神(ﾀﾏﾃﾞﾖﾘﾏﾂﾘｷﾀﾙｻｶﾄｹﾉｶﾐ)は、無位から従五

位下の神階を授けられ、承和１０(843)年には正五位下に昇叙し、かつ名神（ﾐﾖｳｼﾞﾝ）となっている。名神とは一

種の社格で、由緒正しく崇敬の顕著な神社がこれに列せられ、事に臨んで官の奉幣を受けるものであった。酒

解神が名神となったその同じ月、１８日ほど遅れて「山崎神」も名神に預かっている。そして、この山崎明神には

承和１５(848)年３月、第 54 代仁明天皇(833-850)が勅して御戸代田２５日町が奉納された。以上の経過をみると

「酒解神」は「山崎神」と別の神格のように思われるが、「延喜式」には「自玉手祭来酒解神社/名神大、月次新

嘗、元名=山崎社-」とあって両者を同一に扱っている。このことは、酒解神が「玉手より祭り来る」との語を冠する

ことを勘案すると、本来この地にあった山崎社に、玉手（所在不詳）から勧請した酒解神を合祀したものではな

いかと考えられている。ちなみに、現在の酒解神社（天王山頂東側）の祭祀の中心は大山祇神（おおやまつみ

のかみ）であり、天王山を神聖視した地元の人々の、本来の信仰対象としてふさわしい神格である。 
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（離宮八幡宮と酒解神社） 

 酒解神社は早くから山崎に遷され、神殿の棟札に、養老元(717)年の銘記があったという。酒解神が比較的早

くから注目されたのは、酒解神が橘氏の祖神であることによるといわれる。橘氏は奈良時代以来の名族で、平安

時代初期に第 52 代嵯峨天皇(809-823)の檀林皇后嘉智子を出しており、仁明(ﾆﾝﾐﾖｳ)天皇はその所生であっ

た。酒解神社の称は、神仏習合のため中世以降失われ「天神八王子社」と称せられ、天神八王子、または、そ

の本地の牛頭天王(ｺﾞｽﾞﾃﾝﾉｳ)が祭神といわれた。現在の酒解神社は、明治 10(1877)年神仏分離令により天神

八王子社を式内酒解神社と号したものである。天王山の名は牛頭天王の信仰が強まってからのことで、それま

では、大山崎山、鳥取尾山と呼ばれていたという。 

 藤原定家(1161~1241)は 1200 年代、後鳥羽上皇の水無瀬離宮に度々、伺候ことが「明月記」に記載されてい

るが、この時代には離宮八幡宮の社殿は出現していない。山崎は石清水八幡宮大山崎神人の本拠地として、

男山の寺社経済の中に繁栄の方途を選んでいたので、旧山崎離宮辺りに神人の座が八幡神を祀る何等かの

建造物を持ち、古くからの酒解神を地主神と祀りあげ、２社の神事が混同し、習合していたと考えられている。そ

して、室町時代の応仁(1467~1469)の頃には、離宮八幡宮の社殿がすでに整っており、祭神は男山の石清水八

幡宮の祭神と異にし、左殿に大山祇神たる酒解神を祀ったといわれる。 

 酒解神は大山祇神の別名で、初めて酒を作って神々に献じた酒造の祖神とされている。同じ酒解神を祭神と

する京都市梅津の梅宮大社は、奈良時代の初めに綴喜郡の井手の地に、橘諸兄(684-757)の母：三千代

（665-733）が橘氏一族の氏神として酒解神を祀ったのが創祀とされている。その後、平安京遷都の時に嵯峨天

皇の皇后で、仁明天皇の母である橘嘉智子が井手から梅津に遷座し、梅宮大社を創建したとされる。 

 離宮八幡宮は、清和天皇の創建で酒解神を祭神とするが、清和天皇は仁明天皇の孫にあたり、橘嘉智子の

曾孫に当たる。離宮八幡宮が鎮座した地は嘉智子の夫の嵯峨天皇の河陽離宮（山崎離宮）の地であり、橘氏

の末裔が橘氏の氏神・酒解神を祀ったものであるともいわれている。 

 

３.離宮八幡宮の由来と歴史 

 離宮八幡宮が鎮座する大山崎の対岸、男山には、かつて皇室からも伊勢神宮とともに二所宗廟と崇められた

石清水八幡宮が鎮座している。前述の如くその創建は、八幡信仰の大きな波を全国に浸透させた。貞観元

(859)年もしくは貞観２(860)年の創建とされており、離宮八幡宮の創建―貞観元年―と大きく関わっている。また、

中世以降の大山崎の発展にも大きな影響を及ぼしている。しかし大山崎は、この地に鎮座した離宮八幡宮と長

い年月に亘り、それを支え続けた神人・社家や地域の人々よって発展してきた歴史を有している。以下に離宮

八幡宮の由来と歴史を記す。 

 

 3-1.離宮八幡宮の由来 

八幡神が山崎と男山に勧請された由来については、離宮八幡宮に伝わる縁起(２件)と石清水八幡宮に伝わ

る縁起が存在する。離宮八幡宮に伝わる縁起は、貞和４年（1348）の奥書を持つ「離宮八幡宮御遷座本紀」

（「離宮八幡宮史」）と明応４(1495)年の「八幡離宮御遷座記録」(「離宮八幡宮文書」)が存在するが、ここでは後

者によって、その所伝を探る。…「貞観元(859)年、奈良大安寺の僧行教（ｷﾞｮｳｷｮｳ）は、清和天皇即位を祈祷す
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るため、宇佐八幡宮（大分県宇佐市）へ出向いた。参籠した際、都の近くにおいて国家を鎮護するという信託を

受けた。そのため行教は八幡神勧請の地を模索する。行教が帰京する途次、８月２３日、大山崎に立ち寄った。

すると地元の「村老」から神降山（かみふりやま）に霊光が差したことを聞いた。その地は、かつて嵯峨天皇が構

築した離宮であり、さらに清水も湧き出たという。そこで行教は清和天皇に奏請して、八幡宮の社壇を構築し、

由緒ある離宮の場に八幡宮を奉遷した。（これが離宮八幡宮の始まりであるという。）さらに翌２年２月９日には、

この離宮から光が射され、一筋の光は男山に移った。これによって勅使が派遣され、４月３日、男山に遷座され

た…」。これが後の男山八幡宮（後の石清水八幡宮）であったと「八幡離宮御遷座記録」は記す。これに対して

「離宮八幡宮御遷座本紀」では、その内容はおおむね同じであるが、「行教らの報告によって朝廷はここに社殿

を建て「離宮八幡宮」と号したが、貞観 18(876)年に至って再び託宣が下り、神は分身を男山に祭ることを命じた

…」と記し、山崎離宮への八幡遷座こそが、宗教的必然性をもち、石清水の称は本来、離宮八幡宮のものであ

ると強く主張されている（写真 3-1）。 

 一方、石清水八幡宮に伝わる縁起

は、貞観 5 年（863）、行教自身が記し

たとされる「石清水八幡護国寺縁起」

で、大きく異なるところは、「山崎に帰

着した夜、もう一度祈請すると、八幡

神が近都に移座するのは、王城を鎮

護するためであると告げ、25 日の夜

になって石清水男山の峰に移座する

旨を示された」そして「行教の奏聞以

前にすでに天皇は八幡神示現の夢

想を得ていた」と記すところである。こ

こでは、八幡勧請の場所が僧行教個人への夢告だけではなく、天皇をはじめとする多くの人々に告げられ、選

ばれたことを示そうとしているという。これは当時の国政を牛耳っていた太政大臣・藤原良房(804-872)が、娘明

子(ｱｷﾗｹｲｺ)が生んだ清和天皇を、紀氏所生の諸皇子をさしおいて即位させるにあたり、世の非難を避けるため

に、王権等と深いつながりを持つ八幡神かつぎ出しの工作をしたことと、勧請にあたった大安寺僧行教は紀氏

の出身であり、政争に敗れた一族の立場を好転させるため、良房と結んで、紀氏ゆかりの男山に遷座地を求め

たためと考えられるという。（村山修一「本地垂迹」）。なお、天平 19(747)年、山崎は奈良大安寺の荘園、山背国

三処のうち、山前郷（やまさきごう）として記録されている。（「大安寺縁起並流記資財帳」） 

 

3-2.中世の大山崎と離宮八幡宮 

 貞観初年において、山崎離宮に八幡神が遷座したのは事実であり、その事実を踏まえて、この地に八幡宮が

営まれ、多大の信仰を集めたことも事実である。しかし、かつての「遷座」と「離宮八幡宮」の成立の間には、時

代的な隔たりがあるという。山崎離宮は少なくとも 10 世紀に至るまで、一度も「離宮八幡宮」と公称されることは

なかったという。現在、離宮八幡宮に伝わる古文書は、鎌倉期の 2 点を除くとすべて 14 世紀以降のものである。

古文書の中に頻出する「八幡宮大山崎神人」は「石清水八幡宮大山崎神人」の意味で、確実な史料に離宮八

 

写真 3-1.八幡宮御遷座記録(離宮八幡宮文書)明応 4(1495)年 
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幡宮の名が出現するのは、15 世紀中葉（室町時代）を待たねばならない。 

 石清水八幡宮に従属してきた大山崎神人（ｼﾞﾆﾝ）は、承久の変（1221 年）後、荏胡麻(えごま)油の専売権を得

て油座を組織し、地縁的結合を強化する過程で、石清水八幡宮から独立する思想的根拠として、それまで八幡

神をなんらかの建造物で奉祀していたのを、１４世紀以降、徐々に神社形態を整備していったと考えられている。

そして、応仁（1467~69）の頃には、離宮八幡宮の社殿はすでに整っていたと

いう（写真 3-2）。 

（油座） 

 延暦 3 年（784）、長岡遷都に伴い、奈良から荏胡麻油の製法がもたらされ、

山崎において平安初期、製油が始められた。この時期に大山崎の神職が荏

胡麻を搾る「長木」を発明したといわれ、鎌倉時代になると生産量も増えた。

平安末期の作品（ 近の研究では承安 3 年（1173）成立）といわれる「信貴山

縁起絵巻・山崎長者の巻」には、油搾機（絵図では「締木」）が描かれている。

やがて、座（同業組合）を組織し、石清水八幡宮神人として灯油を寄進し、荏

胡麻油の専売権を手に入れた。承久の乱「承久３（1221）年」後、幕府・朝廷

から特権の保護を受け、諸国の関・津料を免除され、商圏は東は美濃、西は肥後の国に及んだ。山崎を本所と

称し、京都へ進出する「住京神人」も増加していき、永和 2 年/天授 2 年（1376）、大山崎住京新加神人 64 人

（10 保）の名帳が作られた頃には、京都の油商売は大山崎神人が独占していた。写真 3-3 に「製油濫觴」によ

る「長木」を、写真 3-4 に「一遍聖絵」（1299 年）・淀の上野の里に描かれた油売りを示す。 

  

こうした大山崎神人の活躍に対して、明徳 3 年（1392）、将軍・足利義満（1358-1408）は、大山崎神人の在所（神領）

を、東は円明時限り、西は水無瀬川を限る地とし、諸公事免除、守護不入と定めた。その他、播磨国松原庄・継庄な

どを領していた。写真 3-5 に「足利義満袖判御教書」（離宮八幡宮文書）明徳３年（1392）を示す。 

 

（離宮八幡宮の確立に関する確かな史料） 

 「細川勝元書状」（離宮八幡宮文書）１５世紀中葉、この書状は細川勝元（1430-73）から山名是豊に宛てた書状で、

日使頭役（ひのとやく）について、「離宮神前」で湯起請を以て決定すべきことを、神方へ堅く申し付けるよう書き送っ

ている。年末詳文書であるが、山名是豊が守護であり、細川勝元が管領であった時期を重ねてみると、応仁２年

（1468）から文明３年（1471）頃までであったことが判明する。このことから、離宮八幡宮の規模は、応仁（1467-69）の

 

写真 3-2.本邦製油発祥地 

 
  

写真 3-3.油搾機の長木」 写真 3-4.一遍聖絵に描かれた油売 写真 3-5.足利義満袖判御教書 
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頃、すでに整っていたと考えられている。 

 

３-3.近世の離宮八幡宮 

 油座の繁栄に伴い、南北朝初期に即に存在していた大山崎の自治的組織（地縁的結合）「宮座」は、一層の

地縁的結合を強め、郷村の政治的問題処理を行う「惣中」となる。「大山崎惣中」の成り立ちは 15 世紀前半と考

えられている。徳川政権になってからも大山崎惣中は、土地所有権を離宮八幡宮神領として認められると共に、

自治的共同体そのものの存続にも成功。江戸時代には神人と惣中は一体化し、神人の系譜につらなる社家は、

集団として共和制的な神領政治を行った。全盛を誇った油座は、応仁の乱(1467- 77)から戦国時代に大打撃を

受け、豊臣秀吉(1536-98)に油座の特権は認められはしたが、近世に入り次第に衰えていった。原因として、荏

胡麻油から菜種油への需要の変化、大阪の遠里小野村では菜種油を搾る「締木」を製作し、飛躍的に製油技

術が高まったこと等によるという。 

（離宮八幡宮境内の拡張と維持） 

 16 世紀後半に入ると、大山崎の荏胡麻油に関わる資料は少なくなる。

また、豊臣秀吉の京都改造などにあたり、実際に油販売に従事していた

大山崎の商人が京都へ移転し、京都で直接、小売をするようになった。

天正 8（1580）年、織田信長が離宮八幡宮社殿を修理、そして慶長 5

（1600）年から翌年にかけて、慶長地震で被害を受けた離宮八幡宮の本

殿と拝殿が、惣中の尽力で再建された。慶長 6（1601）年、徳川家康

（1542-616）から大山崎惣中に、神領として所領を認める安堵状が与え

られ離宮八幡領が成立。以降、明治まで不変であった。写真 3-6 に徳川家康安堵状を示す。 

＜寛永の造営＞：現在の境内の概観が整い、社頭景観と変遷の上で画期となる。17 世紀になると神領であった

大山崎は、６人の社家が交代して行政を運営することになる。こうしたなか、八幡宮境内を変化させたのが、寛

永１１年（1634）、三代将軍・徳川家光（1604-51）による官費の造営であった。一般に後世の絵図に残されてい

る八幡宮境内図は、これ以降のものという。 

写真 3-7 に示す「離宮八

幡宮絵図」（離宮八幡宮所

蔵）は寛永 12（1635）年、造

営竣工時に制作されたものと

考えられ、境域内の社殿配

置の全貌を細密に描写して

いる。その概要は次のとおり

である。すなわち、本殿、拝

殿、鳥居と３つの築地塀で区

画され、社家たちの要望で、真中の区画に鐘楼と宝塔も追加建設されている。 下段に描かれている南へ拡張

された境内によって、それまで東西にまっすぐ通っていた西国街道も、八幡宮前面の南へ迂回する景観となっ

た。表 3-1 に京都御大工頭中井家に残された資料で、完成した社殿の構成と規模を記す。 

 

写真 3-6.徳川家康安堵状 

  

写真 3-7.「離宮八幡宮絵図」 

（離宮八幡宮蔵） 

表 3-1.（仮称）「京都奈良寺社造営

覚」（中井忠重氏蔵） 
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きわめて壮麗な境内となった離宮八幡宮であった

が、寛文１０(1670)年８月の京畿の大風水により社

頭が破損。八幡宮を支える社家たちは毎年幕府に

対して、官費による修繕を申し出た。こうした粘り強

い要望により、元禄7(1694)年から元禄９年にかけて

再度、官費による離宮八幡宮社殿の大規模修繕が

実施された。（元禄修理） 

 安永９（1780）年に刊行された「都名所図会」（写

真 3-8）に離宮八幡宮の光景が描かれていて、寛

永古図にみる内容とほとんど変わりないことがみら

れる。しかし、幕末まで寛永造営時の境域・施設が維持されてきた離宮八幡宮は、元治元(1864）年 7 月 19 日、

「禁門の変」の余波を受けて、惣門、東門を残し大半が焼失した。以後しばらくは、本社が神降山の高天社仮社

と合祀されることになる。 

 

3-4.現在の離宮八幡宮 

 焼失した翌年、朝廷より金子を賜り、社殿等が急ぎ再建されることになった。明治期になると、今までのように

社家が交替で離宮八幡宮の経営を行っていた方針が大きく変わり、当時、宮司を担った津田貞斎以外はみな

神職を免じられた。そして神領支配が停止され、八幡宮境内を除き大山崎荘は上知になった。 

明治 9（1876）年、大阪・京都間の鉄道建設が決まると、境内の北半がその用地に吸収されてしまった。そこで大

阪油商山崎講と地元有力者等によって、残された範囲での社殿再建に着手し、本殿等の中心建物が作られ、

明治１２（1879）年復興を遂げた。ところが、大正末に東海道本線の複々線化に伴い、更に敷地が削減され、離

宮八幡宮境内の改変が再び行われ、本殿、拝殿等が全面改築された。 

 昭和４（1929）年に本殿、拝殿などの中心社殿が竣工、境内に社を造営し、今日にいたっている。この改築で

は、本殿、拝殿が接続する形態となり、神門と南北一直線で結ぶ配置となった。本殿の向拝蟇股など、中世の

意匠を施した点に特徴があり、油売りが活躍した時代を意識した建築物であるという。 

 昭和 20（1945）年の、いわゆる「神道指令」によって神社の国家管理はなくなり、「府社」の社格が廃止され、現

在、離宮八幡宮は神社本庁所属の一宗教法人となっている。表 3-2 に「離宮八幡宮の摘要」を示す。 

 

表 3-2.京都府乙訓郡大山崎町、離宮八幡宮神社の和文詳細資料 

1 祭 神 
応神天皇、比売三神（田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命） 

酒解神（または大山祇神） 

2 神社創建 貞観元（859）年 

3 旧社格 府社 

4 例 祭 4 月上旬（土曜日）日使頭祭（油座祭）、9 月 15 日 放生会 

5 神 事 
1 月 1 日歳旦祭 1 月 14 日どんど祭（左義長） 2 月 3 日節分祭 

5 月 3 日、4 日酒解神社例祭 6 月 30 日夏越の大祓 7 月 7 日七夕祭 

 

写真 3-8.「都名所図会」（1780 年） 
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8 月 23 日油の日祭り 12 月 31 日大祓 

6 宮 司 津田定明（ﾂﾀﾞ ｻﾀﾞｱｷﾗ）第 49 代宮司 

7 鎮座地 （618-0071）京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷 21-1 離宮八幡宮 

8 位 置 北緯 34 度 53 分 30.5 秒 東経 135 度 40 分 46.3 秒 

9 標 高 22ｍ 

10 境内規模 境内面積 約 6600 ㎡（2000 坪） 

11 交 通 
JR 東海道線本線山崎駅から約 0.1km（駅前） 

阪急電鉄京都線大山崎駅から約 0.2km（東門まで） 

12 電話・FAX 電話・075-956-0218 FAX・075-956-0223 

13 社 殿 

本殿（国登録有形文化財）：三間社流造 銅板葺。瑞垣：透塀（同文化財）。 

拝殿・幣殿（国登録有形文化財）：入母屋造 銅板葺、正面唐破風造向拝。 

社務所・集古館：RC 造二階建て瓦葺。旧社務所：入母屋造桟瓦葺。 

神門（国登録有形文化財）：四脚門、切妻造 銅板葺（もと柿葺）。 

手水所（国登録有形文化財）：切妻造 桟瓦葺。 

惣門（町指定文化財）：高麗門、切妻本瓦葺。東門（町指定文化財）：薬医門、切妻本瓦葺。 

14 
境内社 

（摂社末社） 

①若宮神社 ②石清水社 ③武内社 ④天照皇太社 ⑤蛭子神社 ⑥鹿島神社  

⑦気比宮 ⑧高天宮社 ⑨住吉神社 ⑩稲荷神社 ⑪十禅師宮 ⑫勝手神社  

⑬腰掛天神社 ⑭高良社 ⑮四社神 

15 鳥 居 石造・明神鳥居（東照宮形）・江戸時代 扁額「離宮八幡」（伝）藤原行成筆 

16 燈 籠 29 基。寛永 5（1776）年刻銘のものを 古とし、大阪油問屋、菱垣問屋等から奉献されたもの。 

17 榜 示 

神領標示石。かつて大山崎の上下入口にあって守護使の犯過人取り締まりや徴税を拒否した中

世的遺物。江戸時代には、五位川町の東及び山崎渡し場に立てられていた。2 基。表面に「従是

西八幡宮御神領守護不入之所」右「殺生禁断所」左「大山崎総荘」とある。もう 1 基は、やや小形

で刻銘の順序は異なる。 

18 石 碑 
河陽離宮址碑 （銘大正 11 年 3 月 10 日 大阪油商山崎講） 

本邦製油発祥地碑（銘皇紀二千六百年十一月吉辰） 

19 石 像 油祖像（昭和 37 年４月） 御神馬（昭和 4 年 5 月 12 日献納） 

20 手水鉢 
寛永 11（1634）年 12 月、造営奉行永井直清が社殿完成記念として奉献。直清の請により林羅山

が寄せた漢詩が刻まれている。石清水社西傍にある。 

21 
かしき石 

（扇形石） 

塔心礎（町指定文化財）。江戸時代、当宮南門辻の東南角に置かれていた。 

22 宝塔礎石 二重の宝塔が建ち、大日如来が祀られていたようであるが、今は礎石だけ残る。 

23 社 宝 

（国重要文化財）「大山崎 離宮八幡宮文書」：貞応元（1222）年の文書を 古とする 15 巻 270

通が主体をなす。その他、当宮の鳥居額「離宮八幡」（藤原行成筆）の拓本、境内図、製油濫觴

絵図（3 巻）、油座関係史料を集古館に所蔵。 
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表３-３.京都府乙訓郡大山崎町、離宮八幡宮神社の英文詳細資料 

1 Festival God 
Worshipped Gods is Emperor Ōjin, Three goddess (Tagori-hime· Tagitu-hime· 

Itikishima-hime) and Sakatoke-god.  

2 
Shrine 

Foundation 

Emperor Seiwa decided to divine from Usa-Jingū as a guardian deity of Heian-kyō in 

the first year Federation (859), due to the national security by the oracle 

3 Rankings Husha 

4 
Annual 

Festival 

Early April (Saturday) day: Miocera (Fried Festival)、9 月 15 日：Houjoue 

5 Shinzi 

January 1: Sun Yat Festival, January 14th: Dontosai, February 3: Setsubun Festival, 

May 3rd and 4th: Shakatoke shrine festival. June 30th ：The Great Pot of Natsukoshi. 

Tanabata Festival on 7th July. August 23: Oil Day Festival. December 31st: Great 

Exhaust 

6 Chief Priest 49ｔｈ Guuzi of Tuda Sadaakira 

7 Shrine Site (618-0071) Kyoto Prefecture Otori Gun, Oyamazaki Town Ooyamazaki Nishitani 21-1 

8 Latitude Northern latitude 34°53′30.5 ″east longitude 135°40′46.3″  

9 Height 22ｍ 

10 Keidai Scale  Keidai Scale About 6600 m² (2000 tsubo) 

11 Access 

About 0.1 km from the main line of JR Tokaido Line, Yamazaki Station (in front of the 

station)．Approximately 0.2 km from Hankyu Railway Kyoto Line, Oyamazaki Station 

(until Dongmen) 

12 TEL・FAX TEL・075-956-0218 FAX・075-956-0223 

13 Shaden 

Shaden is as follows. Main shrine (Country registered tangible bunkazai)：Sangensha-

Nagare-zukuri, Douhanbuki/ Mizukaki: Sukasibei (Country registered tangible bunkazai) / 

Haiden・Heiden（Country registered tangible bunkazai）：hip-and-gable roof, Douhanbuki./ 

the front-Karahahu-zukuri-Kouhai. /Shinmon（Country registered tangible bunkazai）：

Shikyakumon, Kirizuma-zukuri, Douhanbuki./ Soumon：(Town-designated bunkazai）：

Kouraimon, Kirizuma-kawarabuki./ Toumon（ townDesignated bunkazai）：Yakuimon, 

Kirizuma-Hongawara. 

14 

Keidai

（Sessha 

Massha） 

In Keidai-kaisha, ① Wakamiya Shrine, ② Iwashimizu-Sha, ③ Takeuti-Sha, ④

Tenshoukou-Taizinguu, ⑤Hiruko Shrine, ⑥Kashima Shrine, ⑦Kehi-gu, ⑧Koten-

gu, ⑨ Sumiyoshi Shrine, ⑩ Inari Shrine, ⑪ Juuzenji-gu, ⑫ Katte Shrine, ⑬

Koshikake-Tenzinsha, ⑭Koura-Sha and ⑮Shisha-god. 

15 Torii 
Masonry · Algae Torii (Toushou gou) · Hengaku of the Edo period "Remnant 

Hachiman" 

16 Tourou 
29 units. In 1776, the one with the inscription was the oldest one, consecrated by 

Osaka Oil wholesaler, Higaki wholesaler etc. 
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17 Stela 
Kayo Rikyu Monument (Osaka Oil Trading Yamazaki lecture on March 10, 1911) 

Japanese refinery birthplace monument (November 2600) 

18 
Stone 

Sculpture 

Oil god statue (April 1962). God Ma (dedicated May 12, 1929) 

19 Chōzubachi 

In December 1634, Nagai-Naokiyo of Construction Magistrate consecrated as a 

commemoration of the establishment completion. Chinese poetry Hayashirazan got 

engraved by Naokiyo's request. Iwashimizu-It is in the west side of the slant. 

20 
Related 

Searches 

It is also called a fan-shaped stone. Toushinishizue (town designated cultural asset). 

In the Edo period, it was located in the southeast corner of our miya nanmon Tsuji. 

21 

Buddhist 

Treasure 

Ştone 

A double treasure tower was built and it seems that Dainichi Nyorai was enshrined, 

but now only cornerstone remains.。Buddhist Treasure Stone  

 

４.離宮八幡宮の社殿 

離宮八幡宮は、桂川・宇治川・木津川が天王山と男山の間を流れる山崎地峡の最峡部に位置する。この地

には古代から京と九州太宰府を結ぶ山陽道が通り、西国街道、地域的には山崎通(やまざきみち)と呼ばれ殷

賑を極めていた。この東西方向に走る西国街道沿いにかつては「西の日光」と称されるほどの境内を有して

いたが、明治 9(1934)年の鉄道開設等によって境内が縮小され、現在は南面を正面として、およそ方 77m の

地積を占める。 

 現在の中心社殿は、昭和４(1929)年に改築されたもので、京都府技手・東金吾郎の設計、棟梁・吉田源三

郎による施工である。（離宮八幡宮拝殿棟札による）。これらの社殿は平成 25(2013)年 12 月 4 日付で国登録

有形文化財に指定された。「総体として、中世の技法、細部を正確に引用して造形に反映し、近代的な図案装

飾は最小限の使用に止めている。（中略）華美に流されず、全体比例、細部技法、軒廻曲線など、構造と技法

による表現を主体とするその作風は、京都における復古的社寺建築の到着点を示すものといえよう。」と京

都府近代和風建築総合調査報告書（平成 21(2009)年７月）に評される。指定されたのは、本殿・拝殿・中門・

手水所・透塀と境内社の高天宮（こうてんぐう）神社の６件である。 

境域内の社殿配置は、図 4-1 のとおりである。南面西寄りに惣門、東面に東門を置き、境内は東西方向の

板塀で南と北の区画に仕切られる。境内の中央北側に、神門（中門）、拝殿、幣殿、本殿が一直線に並び、

本殿の三方を瑞垣（透塀）が囲む。この北区画には新社務所・集古館（展示施設）が東側に配置され、西側

には 11 棟の境内社が配されている。南区画中央部には石造鳥居、手水所が配され、東門を入った位置に旧

社務所が配置されている。元治元(1864)年の禁門の変の余波を受け離宮八幡宮は、その大半が焼失したが、

惣門と東門は焼失を免れ往時の面影を止めている。昭和 63(1988)年 11 月 1 日、惣門、東門が大山崎町指定

文化財に指定される。表 4-1 に文化財に指定されている社殿の概要を記す。 
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図 4-1.離宮八幡宮中心社殿配置図。①高麗門、②東門、③第燈籠、④かしき石、⑤神領境標石、⑥油

祖造、⑧本邦精油発祥地碑、⑨河陽宮故跡碑、⑩手水所、⑪中門、⑫拝門、⑬本殿、⑭若宮社、⑮社

務所・参集殿、⑳石清水、㉑手水鉢、㉒武内社、㉓天照皇太神社、㉔蛭子神社、㉕鹿島神社、㉖気比

宮、㉗高天宮社、㉘十禅師宮、㉙腰掛天神社、㉚高良社、㉛三社さん、㉜多宝塔礎石、㉝戸隠神社・

風伯社・淀社碑。 

 

    

図 4-2.平面図 図 4-3.境内案内図 図 4-4.離宮地図 図 4-5.150 年前の鳥瞰図 

 

図 4-2 は平面図、図 4-3 は境内案内図、図 4-4 は離宮地図および図 4-5 は 150 年前の鳥瞰図である。 
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4-1.離宮八幡宮の本殿（国登録有形文化財） 

 

   

写真 4-1.本殿・拝殿 写真 4-2.本殿正面 図 4-6.本殿平面図 

 

写真 4-1 は本殿・拝殿、写真 4-2 は本殿正面および図 4-6 は本殿平面図である。 

 

   

表 4-3.社殿の計測値 図 4-7.本殿の間口と奥行き 図 4-8.本殿の面積 

 

表 4-3 は社殿の計測値で、図 4-7 は本殿の間口と奥行き、図 4-8 は本殿の面積である。本殿は三間社流造

(桁行 5.595m、梁行 2.420m、向拝柱梁行 2.084ｍ）、銅板葺(もと檜皮葺)で、三方に縁を出し、浜床及び浜縁を

付す。基壇を築き、主体部は亀腹上に建つ。平面は内外陣に分け、外陣正面を吹放しとする。繋梁りが反りの

少ない形状で、主体部内法長押に下端を咬ませて納める点、向拝組物が笹繰付き連三斗(つれみつど)となる

点は、室町期神社建築の技法を意識的に引用したものといわれる。また、向拝蟇股(かえるまた）、木鼻(きばな)

には、鎌倉期の意匠を引用しているという。内陣中央に応神天皇、左殿に酒解神(もしくは大山祇神)、右殿に比

売三神が祀られる。 

 

4-2.離宮八幡宮の拝殿及び幣殿（国登録有形文化財） 

 拝殿は、入母屋造り、平入(桁行 5.595ｍ、梁行 4.701m)で、平入の主体部正面に唐破風造向拝が突出

し、両妻背面側 1 間(2.283ｍ)に桁行 2 間(4.210、4.240ｍ）、切妻の釣殿が取り付く。軸部は角柱、組

物は舟肘木で軒は二軒疎垂木(ふたのきまばらだるき)とし、地垂木に反り、飛檐垂木(ひえんだるき)に

コキをつける。小屋組は和小屋である。天井は主体部を折上格天井（おりあげごうてんじょう）、釣殿

を化粧屋根裏とする。唐破風妻には蟇股内部、大瓶束(たいへいづか）、笈形(おいがた)に図案化された
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独特の意匠がほどこされる。総体に木割が太く、復古的意匠で固めた建造物となっている。写真 4-3 は

拝殿正面、写真 4-4 は拝殿内部および図 4-9 は拝殿平面図を示す。 

 

表 4-1.国登録有形文化財 昭和 25（1950）年 12 月 24 日指定 

 

   

写真 4-3.拝殿正面 写真 4-4.拝殿内部 図 4-9.拝殿平面図 

 

写真 4-3 は拝殿正面、写真 4-4 は

拝殿内部と図 4-9 は拝殿平面図で

ある。表図 4-1 は、離宮八幡宮の

東門・中門・惣門の間口の比較で

ある。高い門は惣門・高麗門であ

る。低い門は東門・薬医門である。 

 

4-3.離宮八幡宮神門（国登録有形文化財） 

表 4-2.大山崎町指定文化財 昭和 25(1950)年 12 月 24 日指定 

 

  

表図 4-1. 離宮八幡宮の東門・中門・惣門の間口の比較 
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表 4-2 は 大 山 崎 町 指 定 文 化 財 昭 和

25(1950)年の指定である。神門は、切妻造

の四脚門で、袖塀を付属する。軒は二軒繁

垂木（ﾌﾀﾉｷｼｹﾞﾀﾞﾙｷ）で、垂木は反りをつけ

る。蟇股に東福寺月華門の形態を引用する。

写真 4-5 は神門正面である。図 4-10 は神

門平面図を示す。 

 

 

 4-4.離宮八幡宮惣門（大山崎町指定文化財） 

 惣門は、切妻造の高麗門で築地塀を付属する。寛永 12 年

（1635）に３代将軍・徳川家光によって再興された離宮八幡宮の一

番南の築地塀西寄りに設けられた門で、当初の形をよく伝え意匠

的にも優れた建造物である。間口3.90ｍ。写真 4-6 は惣門である。

東門・中門・惣門の中で、惣門(高麗門)の高さは 高である。 

 

4-5.離宮八幡宮東門（大山崎町指定文化財） 

 東門は、切妻造の薬医門で築地塀を付属する。延宝年

間（1673-1680）に建設されたと考えられており、惣門ととも

に幕末の禁門の変の兵火を免がれて残ったものである。

小型ながら優美な薬医門で、当初材の残りも良く、優れた

遺構である。間口 2.145ｍ。写真 4-7 は東門である。東門・

中門・惣門の中で、東門・薬医門の高さは 低である。 

 

 

4-6.塔心礎（大山崎町指定文化財） 

塔心礎とは、五重塔など木造塔の

中央に建つ「心柱」を支える礎石のこ

と。この礎石の 大幅は約 2.66m、

中央の柱座（心柱を立てる部分）は、

短径 1.06ｍ、長径 1.10ｍを測り、か

なり大規模な塔であったと思われる。

柱座の中央には、直径約 0.20ｍ、推

定深 0.35ｍの舎利孔が設けられ、そ

の形式から制作年代は、奈良時代

  

写真 4-5.神門（中門）、（四脚門） 図 4-10.神門平面図 

 

写真 4-6.惣門(高麗門) 

 

写真 4-7.東門（薬医門） 

  

写真 4-8.塔心礎「かしき石」 写真 4-9.塔心礎案内板 
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以前と考えられている。 

心礎が使われた寺院については、7 世紀の山崎廃寺、８世紀前半の行基による山崎院、９世紀中葉に壱演

が建立した相応寺が想定されている。後年、中央の柱座部分を扇形に彫り込み、手水鉢として使用された。19

世紀初めの「山崎通分間延絵図（やまざきみちぶんけんのべえず）」では、離宮八幡宮南門（惣門）前の交差点

付近にあり、「手水石」と記されている。別の絵図では、「かしき（カシキ）石」とも記されている。石の形が能面の

「喝食（かしき）」に似ているので、名付けられたともいう（扇形石・かしき石）。写真 4-8 は「かしき石」、写真 4-9

は「かしき石・案内板」を示す。 

宝塔礎石：寛永１１（1634）年造替された時、宝塔が記載されている。その礎石が現在社殿の西側にあり、遺

蹟が明らかにする。１６個の礎石が４列に並んでいて、その周囲に縁廊の礎石がある。おおよそ間口、奥行きと

も二間半ほどの宝塔でその周囲に３尺の縁廊がある。こを本社境域古図のものと照らし合わせると現在の境域

は往古が３分の１である。往古境内が大きく、荘厳なるものであったかを察することができる。 


