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金閣・鹿苑寺/覆 ヲ}子 ・三予書天|(金閣・鹿苑寺)雹

お釈迦様のお骨をまつった金利殿「金閣Jが特に有名なため、金|‖寺とよばれていますが、

illし くは「Pit苑 寺」と言い、臨済宗相国寺派の禅寸です。 (1994年 、世界文化遺産に登録

されました。)

この地は、鎌倉時代に西い|キ 公経の別荘北山第が在りましたが、足利3代将軍義満が大

変気に入り、応永4年 (1397年 )に 西園寺家から譲り受け、山荘北山殿を造りました。金

閣を中心とした庭国・建築は極楽浄 iを この世に現したと言われ、後小松天皇 (一体禅lT

の父)をお招きしたり、又、中l可 (明 国)と の貿易を盛んにして文化の発展に貢献した所で、

この時代の文化を特に北Ill文化と言います。

義満の死後、遺::通 り夢窓lF.I師 を開山 (初代の住職)と し義満の法号鹿苑院殿から 1字

をとり、鹿苑寺と名づけられました。

本寺因馬舎利殿「金間J特別有名 ,故被稗鳥金閣寺 。而共員 1「 的名橋馬鹿苑寺 ,是臨済
宗相國寺派的薄寺 。

在鎌倉時代 ,這里原本是西際寺公維的別里 ,日1北山第 。室町幕府的第三代府軍足利義満
当∫此地情有獨鐘 ,在應永4年 (1397年 )得到西園寺家的轄譲後建造了山市北山殿 。

而以金閣月中心的庭園 ,建築則被桁鳥是府極柴浄土世界再現
「

人世間。

此虚 ,不偉迎接過後小松天■ (一体騨師之父)'並 且典中國 (明國)也有過頻繁的貿易
往末 ,是馬文化的発展作出了貢献之地 。這個時期的文化又特稀是Jし |「文化 。

義満死後 ,違照他的遺需 ,夢衝医師作局開山元祀 (第一代方丈 ),取義満的法眈鹿苑院
殿中二字 ,命名馬鹿苑寺 。

1994年 被載入世界文化遺産 。

。l電
=ス

トJJ「子今(金閣)」
。1号 Ol♀可O171可

=qlガ
ォ子771(金 閣寺)d01■ ユ

=J♀
ユ

蚊ユLI■ 4可 司= 
「三子♀ス1(鹿苑寺)」 電三月 営利

=(臨
済宗)仝ユ子パ(相 或寺)■・l粒子スト

■督Ll■ 01,Olヒ ア}ロト子4(りに合)人l朝 OllストOl菩対 d墾 Jl(両国寺公率f)Ol嘔 せ嘔 ア1●。トロト(北
山)● 副。l° 21銀ユ■ 子ユロ}月 (li明 )嗜早到 3嘲 を]●卜1オ フト■ス1・l墾 (足 利義i詢 オ 子列 子。ト
ol朝 ,1397嘔 (應 永 4嘔 )スト。l書スlアに 2三 十F101=讐ヨ せ。卜せせ ノ1●10ト ロト嘔71三 フ1壽 ol鍼

告J■ ■‐
l― 子 (金 閣)■ 4=`刹 ユ三 せ 勾是■ 4壽

=号
摯謝■

=■
月l ql王 J;卜 嗽■■

■■口1ユユロト墾 (後 小松)旭 ■ (以 子 (一 体)社ストJ tta)。 lスl引 可可 (行幸)■ 望三 蚊告J
嗜 ■■・ 1ス1引 t子千 」」J斗 せせ■ 手雷

=宅
/1口1=Olサ型到 ;■ ■鍼嘔 スl口 1■

=`|。
|スl到

'|[・
l―

=ノ
1■ 0ト ロ}(北 い

=■
■ユ 早

=Ll嗜立ス1呵 坐(義満)●1スト嗜手ql与 ユ°l♀嘔副三子仝(夢窓)子入}=ニロ1子剌三 〇l哺 ■ス1口 l坐 (義

漏)J嗜 可嘔三子菩咀■(llL苑 院殿)ql月 24=叫月二子書4(lul´ L十 )■ 二 可可■叡合」●
l―

1994せ ,利 ズ1[斗♀を2■
==ヨ

以告」■

月モじ▲」オ一ＶＪ‐ＴＥＭ

「
み
犯
鳳

■
ぺ　　　̈

二看
　
顔

だ
全
ｍ

TEMPLE

参道と総門 参道不回線‖]二子
=ス

|■ ■讐ユニ フト与4 The appHnch to thc maln gatc

THE

[世界文化遺産/対 1冽1暑 重[♀ 社′/Wo‖ d CunurJ Hentage]



History:Kinkaku(Golden Pav■ on)is a pOpular nameお r One ofthe main bdd―

hgs of this temple,which is properly caled Rokuonii Temple ln the 1220's it was the

comfOrtable vma of Khtsune Saiotti

Yoshilnitsu,the 3rd Shmin of AshJ(aga,abdicated the throne in 1394 After three

years, he began tO buJd Kitayamaden and he made a special eht tO make it a

breath takillg slte He indulged in his peaceflll re in this serene setting Alter

Yoshrnitsu's death,Kitayamaden was inade into a Zen temple in accordance、 ′ith his

wm Al the buldings ol thOse days came to ruin except Kinkaku The garden,ho、 ァev―

er,remains asit was in lormer days and can be e珂 oyed as it was hundreds of years

ago Rokuonii Temple wasinsc五 bed as Worid Cultural He五 tage in 1994

Building:Knkaku was flDlmaly caled Shaliden The ebgant,harmOnbus bdd‐

ing consists of three types of archtecttlre The lst floor is Shhden― zuku五,the palace

style lt is named H5‐ sui‐ in  The 2nd floor is Buke― zuk面,the style of the samurai

house and is called Ch5-on‐ do The 3rd floor is Karay5 style or Zen temple style lt is

called Kukky5‐ cho Both the 2nd and 3rd f10ors are covered Nvlth gold‐ leaf on Japanese

lacquer The rod upon v√ hich the Chinese phoenix settles,is thatched with shingles

全

RecenJy,the coathg of」 apanese lacquer was found a little decayed and a new coat‐

ing as wel as Jlding With g。 ld4eal much thicker than the o五 gnal ones,was Jven to

the bu■ding and M「 as completed in 1987 Furthermore,the beauifd painthg on the

ceiling and tlle statue of Yoshimitsu were restored,with utmost care,to theL o五 鰤lal

splendor Then,tlle resto五 ng ofits roof was pe」 ormed h the sp五 ng of 2003

Points of interest:The name Of the pond is Ky5ko clll(M置 Or pond)The

pond contains many large and smal islands Cumbing a fe、 7 steps,you stand at the

edge of another smal pond, An‐ lnin‐ taku The small stone pagOda on the island is

called Hak面 a nO tsuka(the mOund in memOry ofthe white snake)

The classic tea house is c』ed Sekkatei ln Sekkと tei there is a celebrated pmar

made of a nandin The house v√ as restored in 1997  0n the、 /ay to the exit of the

temple,you、、岨 hd the smtt Fudodo sh五 ne where the stone Fuあ ―my∞ (Acala)iS

enshnned as a guardian
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醸 金 閣  召ヲP
The Golden Pavilion
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wに hout wals or doors perched above the pOnd)
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Shin―un(a temp e consecrated to the guardan gOd)

◎銀,可泉  ロフト」
The Ca axy sp‖ ng,Ginga― sen

輪 巌下水  をヲ「仝0
Ganka― sui

檜 龍門瀑  早♀暑叫ヲ 吾王
The Ryomon Taki(a waterfa‖ )

参 安民澤  讐□EF
The pond of An― m n taku

戟 夕佳亭  製ヲ1則 0る対
The Sekka tel Tea House

l》 不動堂  早三二暑き
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Kinugasa Hi

O茶 所 叫型早列仝
Vis tor's Teahouse

電話(075)461-0013
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不動堂/卑三二(不動堂)詈営

本尊は弘法人師が作られたと伝えられる石不動明王で、霊験あらたかな秘仏として広く

一般に信仰されています。節分と8月 16日 に開扉法要がいとなまれます。

祭奉的石佛像不動明王 ,停説是由弘法大師所作 。作馬重験異常的秘佛 ,廣馬人イ「ヨ所信奉 。

毎年節分和八月十六日都在此奉行開門法事 。
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癖脚/」雹
金間の前にある鏡湖池を中心とし、葦原島など大小の島々や、当時の諸大名がきそって

石を献納してその名が付けられた畠山石や赤松石・細川石などの名石が配されています。

西の衣笠山を借景としたこの庭園は室町時代の代表的な池泉回遊式庭園で、国の特別史跡

及び特別名勝に指定されています。

方丈の北側には京都三松の一つで舟の形をした「陸舟の松Jがあり、義満が自分で植えた

と言われています。金閣の後を進むと、義満がお茶の水に使ったと伝えられる「銀河泉J、

手を清めた「巌下水」があり、その次の「龍門の滝Jは、鯉が滝を登ると龍になると言わ

れる中国の故事「登龍門」に因んだ「鯉魚石」が置かれています。

「安民沢」は昔からある池の名前で、中の島には「白蛇の塚Jがあります。

以金閣前方的鏡湖池馬中心 ,湖内分布了葦原島等大大小小的島嶼以及営時各地諸侯競相
奉献的各種名石 。

借西面的衣笠山作遠景的這個庭園 ,是室町時代具有代表性的池泉回遊式庭園。被指定篤
國家的特別名勝古跡 。

方丈的北側有一呈船形状的「陸舟之松」 ,是京都三大名松之-0嫁読是義満親手種植 。
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江戸時代の茶道家・金森宗和が好んだ数奇屋造りの茶席で、夕日に映える金閣が殊に

佳いと言うことから「夕佳亭Jと名付けられた茶席で、正面の床柱が有名な「南天の床柱J

です。その右にある三角の棚が「萩の違棚」、中央の古本が「鶯宿梅Jです。

1997年、解体修理が行われました。

茶席の前の石灯籠と富士形の手水鉢は、慈照寺の「銀閣」を建てた

足利8代将軍義政が愛用したものと言われ、茶席横の「貴人楊」は身分

の高い人の椅子という意味です。

江戸時代的茶道家金森宗和酷愛所的茶席 。

因馬在夕陽輝映下的景色絶佳 ,由此取名鳥「夕佳亭」。

正面的立桂是有名的「南天床桂」 ,其右面的
三角濶架是「胡枝子欄架コ ,中央的古樹是「鶯宿梅J。
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舎利殿(金閣)人}可 覆 裂ヲ}子 (金閣)

2層 と3層 は、漆の上から純金の箔が張ってあり、屋根は植の薄い板を何枚も重ねた机葺

で、上には中国でめでたい鳥といわれる鳳凰が輝いています。1層 は寝殿造で法水院、2層

は武家造で潮音洞とよばれています。3層 は、中国風の禅宗仏殿造で究寛頂とよばれ、三

つの様式を見事に調和させた室町時代の代表的な建物と言えます。

昭和62年 (1987年 )秋、漆の塗替や金箔の張替、更に天丼画と義満像の復元を行いまし

た。又、平成15年 (2003年 )春、屋根の葺替を行いました。

第二層和第三層是在天然漆上再銭貼純金的金箔 。屋頂是用花柏薄板重畳而成 ,頂上饗立
着古代中國表示吉詳的鳳凰 ,金光燦燦耀眼奪目。

第一層是寝殿建築様式的法水院 ,第二層是武士建築様式的潮音洞 ,第二層是中國風味的
暉宗佛教建築様式的究党頂 。三種不同様式的建築風格巧妙地融和馬一證 ,成馬室町時代具有
代表性的建築 。

1987年秋 ,封整個建築進行了修繕 。重新上漆 ,銀貼金箔 ,並封天頂豊和義満像作了修復 。
2003年春 '進行了重葺屋頂。
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