
1 

 

京都仙洞御所の庭園は，全体の敷地の東側半分以上を占め，北池と南池二つの池が広

がる優雅な回遊式庭園です。後水尾上皇の時代に女院御所，仙洞御所それぞれの庭園

として個別に作られ，時代とともに変化を遂げ，現在の形状となりました。今号では

この変遷を中心にご紹介します。 

 北池 

 前号（栞其の二十二）で紹介した京都大宮御所御

常御殿からその東側にある築地塀の潜り門を通る

と，視界いっぱいに広がる北池（写真：左下）が現

れ，右手には紅葉山，正面には中島が浮かび，その

背後には借景として取り入れられた東山連峰が望ま

れます。また，緩やかな曲線を描く苑路は，優しく

のどかな風景を感じさせます。 

 苑路を歩むと，阿古瀬淵（4頁「仙洞十景」で後

述）にある6枚の切石を使用した「六枚橋」や中島

にある2枚の切石を食い違いに並べた八ツ橋のよう

な特色ある石橋（写真：右上）をみることができ，

秋には紅葉が，春にはサツキやツツジ等の花が苑路

を彩ります。 

 南池 

 北池東部の雌滝から南池に向かって苑路を進み堀

割（2頁「庭園の原型」で後述）のある紅葉橋を越

えると，南池中央の藤棚のある「八ツ橋」（写真：

右下，栞其の三）が目に入ります。南池のほぼ中央

には近接した二つの中島があり，八ツ橋とさらに二

つの石橋が東西の岸とこれら中島を結んでいます。

これらによって南池は二つの池に分かれているよう

に見え，その北側と南側ではそれぞれ雰囲気の違い

が感じ取れます。北側には落差約1.8ｍある雄滝や出

島があり，南側には，池沿いに100ｍを超える範囲

で直径約10ｃｍの玉石で敷き詰められた「洲浜」

（栞其の六）が広大な景観を展開しています。最も

南には，庭園内で唯一焼失を免れた茶屋である醒花

亭が端正な姿で佇んでいます。 

 

北池 観 

北池中島 石橋 観 

南池 藤棚と八ツ橋，洲浜 観 

あ こ せ が ふ ち 

京都仙洞御所・京都大宮御所について（後編） 

めだき 

せいか 

おたき 

てい 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori22.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori3.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori6.pdf
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 寛永度の庭園は，池の拡張などの大きな改修が加えられて

いきます。改修は，後水尾上皇在世中から始まり，霊元天皇

が上皇になられた貞享4年（1687）に作成された図（3頁 図

3）を見ると，当時の形状が現在の庭園の基礎となったことが

わかります。この図では，未だ北池と南池は繋がっておら

ず，橋が今とは違う位置に架かっているなど，現在と異なる

姿も見受けられます。 

 北池の中島と南岸を結ぶ「土橋」（図3）は今はありません

が，現在でも古い橋の礎石と思われるもの（写真：3頁左上）

が存在します。 

南池 土佐橋（左）と当初の名残といわれる護岸（赤丸）観 

 

図2 寛永度後水尾院御所並東福門院御所

指図（部分） 宮内庁書陵部所蔵 

 これらの庭園の原型は，幕府から作事奉行を命じられた小

堀遠州が寛永11年（1634）から同13年にかけて作庭したもの

で，後水尾上皇が仙洞御所に移られて間もなくのことでし

た。 

 当時の庭園の形状は現在とは大きく異なるものでした。庭

園の広さは現在と比較するととても小さく，北池と南池の間

は塀で仕切られ，現在のように堀割で繋がっておらず，北池

は女院御所の池，南池は仙洞御所の池として分かれていまし

た。南池に当たる仙洞御所庭園では、直線の護岸を多用した

方形状の池の中央に大きな島が存在していました（図2参

照）。現在も，南池東岸にある石橋「土佐橋」から南にかけ

て一直線状に切石を積んだ護岸が見受けられます（写真：左

下）。  

図1 現在の庭園 

と さ ば し 

北 池 と 南 池

を仕切る塀 
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 その後，18世紀の前半までに二つの池が中央で堀割

によって繋がれ，一つの池となったことに加え，全体

の敷地が拡大し，北側には水田が作られました。更

に，前述した北池中島にあった土橋は無くなり，南池

中島は二つにわかれるなど，庭園の形状は現在に近い

ものとなりました。 

 また，延享4年（1747）に譲位して仙洞御所に入ら

れた桜町上皇の命により冷泉為村が選んだという「仙

洞十景」（4頁）には，現在存在しない鑑水などの茶

屋が見えています。文化9年（1812）に画かれた図

（図4-1，図4-2参照）にはこれらの建物や樹木等が画

かれ，当時の情景が表現されています。 
図3 延宝度霊元院御所・新上西門院御所   

（貞享） 指図（部分） 宮内庁書陵部所蔵 

あこ女池 

北池 中島にある礎石と思われるもの 観 

 

土橋 

図4-1 文化年間仙洞御所御庭之図    

水田及び北池部分 宮内庁京都事務所所蔵 

図4-2 文化年間仙洞御所御庭之図 

南池部分 宮内庁京都事務所所蔵 

鑑水 

釣殿 

悠然台 

橋殿（滝殿） 

寿山 
水田 

阿古瀬淵 

醒花亭 
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延宝度霊元院御所・新上西

門院御所（貞享）指図（部

分）を一部拡大したもの 

 

 仙洞十景とは，①「醒花亭の桜」，②「寿山の早

苗」，③「悠然台の月」（栞其の十八），④「古池

の款冬」，⑤「釣殿の飛蛍」，⑥「茅葺の時雨」，

⑦「鑑水の夕照」，⑧「神祠の夜灯」，⑨「滝殿の

紅葉」，⑩「止々斎の雪」と伝えられ，仙洞御所庭

園の四季を感じとることができる内容が選定されて

います。この中から現在も鑑賞することができる

「醒花亭の桜」と「古池の款冬」をご紹介します。 

 醒花亭の桜（写真：左下） 

 現在も，南池の最南部に庭園全体を見渡せる杮葺

の茶屋である醒花亭があります。醒花亭の北側に

は，南池西岸の広大な洲浜に沿って広い道が真っ直

ぐに伸びており，その両側にはヤマザクラ等が植え

られ，「桜の馬場」と呼ばれています。 

 春には見事な花を咲かせ，うららかな春の遊びに

ふさわしい環境であり，当時の様子に思いを馳せる

ことができます。 

 古池の款冬（写真：右上）  

 北池北西に，六枚橋の石橋が架かる阿古瀬淵とい

う古い湧泉の跡と考えられている小さな入り江があ

ります。阿古瀬淵は，仙洞御所が造営される以前か

らあると言われています。阿古瀬淵の周囲では，晩

春から初夏にかけて，黄金色に咲くヤマブキを見る

ことができます。 

  

 以上のとおり，京都仙洞御所の庭園は，作庭当初

の姿から約400年という長い年月をかけて徐々に変

遷を遂げ，今日に伝わる歴史的にとても重要な文化

遺産です。前号（栞其の二十二）から京都仙洞御

所・京都大宮御所のご紹介を2回にわたり掲載しま

した。今なお残る宮廷文化への関心を高める一助と

なれば幸いです。 

次回は参観者の方々から「細川幽斎と桂離

宮の関係とは？」とよくご質問のある幽斎ゆか

りの「園林堂」を特集いたします。 

園林堂 観 

細川幽斎像 

宮内庁京都事務所所蔵  

 

醒花亭前の桜 観 

北池 阿古瀬淵に咲くヤマブキ 観 

ひけい 

せきしょう 

し し さ い 

びょう 

そう 

しんし 

やまぶき 

やまぶき 

須弥壇（内部） 

こけらぶき 

しゅみだん 

おんりんどう 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori18.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori22.pdf
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笑意軒前 平成30年（2018）3月28日撮影 観 

 桜は古くから日本文化に馴染みの深い植物で，桜を詠ん

だ和歌が数多くあります。日本最古の歌集「万葉集」に桜

を詠んだ歌があることからも，時代を超えて日本人に愛さ

れてきたことがわかります。 

 特に，京都御所では，紫宸殿前に植えられている「左近

の桜」（栞其の四）がよく知られています。また，参内殿

では，孝明天皇がお花見をされたという記録も残っていま

す。その他にも，京都仙洞御所の「桜の馬場」（4頁）や

桂離宮の笑意軒前，修学院離宮の上離宮の浴龍池西浜など

には多数植えられ，宮廷文化の中で重要な植物であること

を感じ取ることができます。 

  

  

紫宸殿前 左近の桜 平成27年（2015）4月2日撮影 通 

浴龍池西浜 平成30年（2018）3月30日撮影 観 

花ごよみ ～桜～ 

さんだいでん 

しょういけん よくりゅうち 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori4.pdf
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 諸大夫の間は，東から順に，「虎の間」（栞其の

二十），「鶴の間」（栞其の一），「桜の間」と三

部屋で構成され，参内した人の控えの間として使用

されましたが，身分によって使用する部屋が区別さ

れていました。ご紹介する桜の間は，三部屋の中で

格付けが最も下になる部屋でした。現在では虎の

間，鶴の間，桜の間の三間の総称を諸大夫の間と呼

んでいますが，本来，諸大夫の間というと桜の間を

表していました。 

 桜の間の襖には，麻を下地に墨を用いて，東西南

北の襖・戸襖・張付（計18面）に桜が画かれていま

す。とても力強い木の幹の表現や，満開の状態で画

かれた花びら（写真：中段）が，水墨画でありなが

ら華やかな印象を与えてくれます。 

 作者は，安政2年（1855）安政度御造営の際に，

御学問所や御常御殿など，77面もの障壁画を担当し

た原在照です。原在照は，原派の3代目となる人物

で，明治天皇即位の際には，曲水の宴の屏風を制作

するなど，宮中の御用を多く務めています。 

  

北面 通 

東面 通 

桜の花びら 

京都御所には約1,800面の障壁画がありますが，風景，花鳥，走獣等，様々な題材が用

いられています。本号の花ごよみに合わせ，京都御所の諸大夫の間に画かれている桜を

ご紹介します。 

御殿内に咲く桜 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori20.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori20.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori1.pdf
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 桂離宮では，令和2年2月4日より参観者休所の展示をリニューアルいたしました。 

 今回の展示は，茶器や園林堂の三具足（燭台：亀形台鶴ニ蓮華形蠟立蠟皿蓮葉彫，香炉：角形四方ニ菊花浮

彫，花瓶：古銅花立御紋付）の実物展示を始め，御殿内の襖レプリカ，三名棚として有名な「桂棚」（栞其の

一）の特大写真などのパネル，庭園技法「あられこぼし」の模型（実物の石を使用）など，桂離宮をより深く

理解していただける展示となっています。 

桂離宮展示室「あられこぼし」（模型） 観 桂離宮展示室「桐紋唐紙襖」（中央） 

      「三具足」（右）他 観 

こどうはなたてごもんつき 

かめがただいつる れんげがたろうたてろうざらはすはぼり かくがたしほう きっかうき 

宮内庁京都事務所からのお知らせ 

ぼり 

みつぐそく 

桂離宮展示室「桂棚」（右）と「茶器」（左下） 観 

https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori1.pdf
https://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori1.pdf
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観マークは，参観でご覧になれます。申込み方法は， http://sankan.kunaicho.go.jp/ をご覧ください。 

通マークは，申込不要の京都御所通年公開でご覧になれます。詳細は，http://www.kunaicho.go.jp/info/kyototsunen-

sks-sankan.htmlをご覧ください。 

これまでの「《京都》御所と離宮の栞」については，宮内庁ホームページのこちらからご覧ください。 

＜問い合わせ先＞ 

〒602-8611 京都市上京区京都御苑３ 宮内庁京都事務所 

代表電話：075-211-1211 参観係直通電話：075-211-1215 

其の二十三：令和2年3月23日 

京都御所案内図 京都仙洞御所・京都大宮御所案内図 

桂離宮案内図 

浴龍池西浜 

紫宸殿 

八ツ橋と藤棚 

洲浜と桜の馬場 

笑意軒 

土佐橋 

北池 中島 

阿古瀬淵 

諸大夫の間 

修学院離宮（上離宮）案内図 

紅葉山 

展示室 

参内殿 

http://sankan.kunaicho.go.jp/
http://www.kunaicho.go.jp/info/kyototsunen-sks-sankan.html
http://www.kunaicho.go.jp/info/kyototsunen-sks-sankan.html
http://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/kyoto-shiori-index.html

