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西賀茂西氷室町栗栖野

氷

氷

氷

① 氷室神社 （京都 ）
京都市内の北北西、鷹ヶ峰、京見峠、城山の峠を越えた山里の氷室（ひむろ）の地に、氷室の産土神、氷室神社がある。

祭神は、第15代・応神天皇皇子・額田大中彦皇子（ぬかたのおおなかつひこのみこ）に氷を献上したという伝承のある

稲置大山主神（いなぎおおやまずみのかみ）を祀る。 古来より、痘瘡（とうそう、天然痘）除けの神として信仰された。

額田大中彦皇子(ぬかたのおおなかつひこのおうじ、生没年不詳) ４世紀の応神天皇の皇子とされる。

母は高城入姫(たかきのいりひめ) 『日本書紀』では、応神天皇没後、皇位継承に関わり、倭(やまとの屯田）と屯倉にまつわり、

異母弟・大鷦鷯尊 (おおさざきのみこと) (第16代・仁徳天皇)と争い阻まれた。 闘鶏で氷室を見つけ、仁徳天皇に献じたという。

② 氷室とは、氷の生産と貯蔵が行われた所で、古くより宮中への氷の献上を行っていた。

第16代・仁徳天皇 の頃より行われていたともいう。（『古事記』）

③ 氷室の歴史
氷室についての文献初見は、『日本書紀』仁徳62年条（434）に、額田大中彦皇子が大和国闘鶏 （つげ、現在の奈良
県天理市福住町）での狩の際に、山中で氷室を発見し天皇に献上したという。 都介（つげ）氷室として管理利用した。

奈良春日野にも同じような伝承と氷室がある。

奈良福住にも春日野にも、「氷室神社」 があり、 どちらも 仁徳天皇 が祀られている。

『日本書紀』 孝徳紀に登場する「氷連」姓は、朝廷献上のための氷室を管理していた職で、賀茂県主の系図にその名がある。
「土を掘ること丈余（ひとつえあまり）。草（かや）を以って其の上に蓋（ふ）く。
敦（あつ）く茅萩（ちすすき）を敷きて、氷を取りて其の上に置く。既に夏月（なつ）を経るにさ（サンズイ+半）えず。
其の用（つか）ふこと、即ち熱き月に当たりて、水酒に漬して用ふ」。

平安京への遷都に際して、当地を含め近隣の複数個所に氷室を新設し、そこから氷を運ばせたという。

『延喜式』に記載された氷室
現在、氷室神社がある、栗栖野氷室（くるすのひむろ、西賀茂氷室町）および土坂氷室（長坂の表記誤りとされる西賀茂西氷室町）。
その他、御室住吉山 <徳岡> 高野氷室山<小野> 衣笠氷室町<石前、いわさき> 「賢木原」等。

禁裏の生活に不可欠な氷を作り出す氷室は、主水司により管理された。 特に平安時代末期に清原頼業が主水正に
任じられてからは、清原氏がその地位と栗栖野･土坂（長坂）両氷室に関する所領を代々世襲し、保護に努めてきた。

主水司は、宮中内の井戸と氷室を管理し、元日には氷室の氷の厚さを測り、豊作の吉凶を占った。
冬場、氷室池に張った氷は、洞窟や地面に掘った穴に保管され、これをカヤなどで厚く覆い、さらに茅葺き小屋などを建てて長期保存
したとみられている。夏場(4月‐9月)に毎日定量が取り出され、峠を越えて都へ運ばれ、禁裏御用品として朝廷などに献上されていた。
飯を白湯に浸し、これに氷を入れて食した。 また、かき氷に、甘葛（あまづら）を入れて食べたという。

鎌倉時代-室町時代、清原家が、氷室神社に、氷室、氷室池の守護神として稲置大山主神（いなぎおおやまずみのかみ）を勧請。

江戸時代初期、後水尾天皇中宮の中宮、東福門院が、氷室神社に拝殿を寄進と伝えられる。
後水尾天皇第2皇女(興子内親王、1623‐1696）が近衛家に降嫁した際に、内裏内小御所に建てられた釣殿
（女御御里御殿とも）がこの地に移設されたともいう。 『山城名跡巡行誌』や『捨遺都名所図会』（1787）に村の様子が描かれている。
脇能『氷室』は、桑田郡池辺（丹波、船井郡八木町神吉）が場所として設定されている。江戸時代の加賀藩に由来するとの異説もある。

◆氷室神社の年間行事 氏子によって例祭の行われる6月15日は、かつて宮中に氷を献上していた日に当たるという。

◆水無月 6月に和菓子店で売り出される京菓子の「水無月」は、氷室の節会に因んでいるという。
この頃、氷室から宮中に氷が差し出されていた。 これをまね、庶民が外郎（ういろう）を作ったとも、公卿が氷餅を作ったともいう。

一般的に、「 氷室」は、賀茂氏との関わりが深いとみられている。 鴨県主は、奈良、平安時代に、律令制下主水司に仕え、賀茂社の神事、薪炭、
氷室の氷の調達などにも関係したとみられている。
「氷室」は、禁裏の生活に価値があります。 日本の古代史から平安までを通観すると、賀茂氏が積極的に、その他の資源も開発しながら北進し

たと考えます。 山岳地域に所在し、「 賀茂氏の大和から山背への北進」、中央政権と賀茂氏の立場や、平安京前後の都での影響から推察すると、
その可能性は高い。大和から山背に変遷していった日本の都、「氷」など資源は、その変遷必然性を探る、歴史的な手懸りとなるかもしれません。

「氷室」史蹟 の 記述・伝承

福住氷室神社

氷室神社

氷室神社

俵屋吉富
「水無月」 生菓子

長久堂
「氷室」 干菓子
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中村正司

奈良春日野

現代の資源開発問題 （エネルギー政策）
メタンハイドレート（英: methane hydrate）とは、

メタンを中心にして周囲を水分子が囲んだ形になって
いる包接水和物である。 低温かつ高圧の条件下で、
水分子は立体の網状構造を作り、内部の隙間にメタン

分子が入り込み氷状の結晶になっている。 「燃える氷」

テーマ 「 氷 」
「氷」は、大和・奈良・平安時代にかけて、夏の禁裏の必需品「癒し」であった。

その希少価値から、支配者層のステイタスとなっていたかもしれない。
今回、「氷」の周辺文化と、資源としての開発足跡、さらに「氷」を含む

大和から山背への資源開発の歴史を辿り、同時代の氏族移動よりその主体を仮説しました。

３００年代



「氷室」史蹟 と 賀茂氏 の「 大和から山背への歴史街道 」との符合

飛鳥時代

（592–710）

古墳時代

（250–592）

平安時代

（794–1185）

奈良時代

（710–794）

雄略天皇（在位456～479）
秦酒公（はたのさかのきみ）

秦氏の伴造として各地の秦
部・秦人の統率者となり、公
の姓を与えられた

欽明天皇（在位539 ‐ 571)
秦大津父（はたのおおつち）

伴造となって、大蔵掾に任ぜ
られたといい、本宗家は朝廷
の財務官僚として活動
蘇我勢力に食い込む

聖徳太子（574年～622年）
秦河勝（はたのかわかつ）
蜂岡寺（後の広隆寺）

太子伝来の本尊弥勒半跏思
惟像

秦朝元の娘の子、藤原種継
が、長岡京遷都を進め
秦氏が桓武天皇を支援。

賀茂氏
秦氏

視点②
継体王系、聖徳太子 と秦氏

資源開発
銅生産、朱砂（すさ）と水銀

製塩技術、土木・建築技術

特に、水銀について
飛鳥後期より仏像建造にアマルガム鍍金法が
導入され、水銀の価値が高まったことにより
秦氏の鉱山技術が必要とされていった。

葛城系
河内王朝

応神天皇～
４００年前後

～５２６年

継体王系
526年

卑弥呼

秦氏の史実参考

地図の該当期間
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山背の 山岳 と 平安遷都
平安京創始前、賀茂氏、秦氏ら 先人たちの信仰により、礎が整えられた。

なぜ、大和から山背に至ったのか？ 単に奈良仏教や旧体制との決別だけ
であろうか？ 当然ながら 「氷」 だけでなく、そこには山岳地域に関係した
必然で、現実的で合理的な 理由があるのかもしれない。

5世紀中頃に新羅から渡来した
氏族集団と考えられます。

【京都市歴史資料館】

平安京創生に至る
山岳信仰、祭神
ページ ４に関連する

三輪王朝

紀元前
１００年頃

葛城系 賀茂氏

賀茂氏

葛城系
河内王朝

④⑤
応神・仁徳～

難波

②

③④

椿井大塚山古墳
３世紀後半

箸墓
古墳

③

賀茂氏（賀茂県主）

⑤

継体王系
526年

越前（近江とも）

高鴨神社

秦氏

⑤⑥

蛇塚古墳

岡田鴨神社

視点①
賀茂氏の
山背への移動

各番号は、年代（順）

「 日本の古代文化 」
林屋辰三郎氏

「丹波王国」 関係書籍
伴とし子氏

「出雲と大和」 村井康彦氏
その他 より 引用 図解

秦氏
太秦遺跡

④⑤

「山城風土記」 賀茂県主の系統
（建角身命は、）葛城を離れ、山代岡田を
経て、乙訓の久我に入りその山手（現在の
長岡京市井ノ内周辺：説）に落ち着き、
その後、山代葛野郡に入り、

最終的には愛宕郡の現在賀茂神社あたり
に落ち着いたことを記してある。

（秦氏）
高尾山大県遺跡

④⑤

神武王系
（崇神）
垂仁
～

仲哀

三輪系
①

②

２５０年頃

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree26-37.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree15-26.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree8-15.png


鉱物の種類

【金属鉱物】Au.金，Ag.銀，Cu.銅，Pb.鉛，Zn.亜鉛，Cr.クロム，Hg.水銀，
Mn.マンガン，Mo.モリブデン，Sb.アンチモン，W.タングステン，U.ウラン。

【非金属鉱物】Ba.重晶石，Cl.粘土，Da.珪藻土，Do.ドロマイト，Fd.長石，Fl.ホタル石，
Gr.黒鉛，Gy.石膏，Ka.カオリン，Ls.石灰石，P.リン鉱，Pp.ろう石，Ps.陶石，Se.セリサイト，

Si.けい石，Ss.珪砂，Tc.タルク。

白亜紀後期の鉱床群(生野～明延地区)：西部に中瀬，明延，生野鉱床が並び，
その南にはろう石やカオリン鉱床が分布する。東部には鐘打・大谷鉱床があり，

周辺には丹波帯の珪石(Si)・マンガン(Mn)鉱床が多数見られる。

丹波山地の赤白・青白珪石
かつて京都北西方の丹波山地では、溶鉱炉などの材料に適した珪石（炉材珪石）が
盛んに採掘された。チャートの角礫と間を埋める白色石英からなり、その色から赤白
珪石・青白珪石などとも呼ばれた。緑色岩とチャートの境界部に多産することから、
玄武岩の火山活動に関係して形成されたものといわれている。

【 参考資料 】 大和 山城 周辺地域の鉱物資源について

大和周辺では、染料・薬用の 水銀 や、建材など 銅 が産出。 一方、山背南部への山岳には、土器・陶器のための 粘土、また、磁器のための 長石 などの 鉱山が密集している。
さらに 山背北部には、炻器（せっき）のための 珪石 が産出される。 都の生活に最低必要な 水、平地面積を確保でき、また同時に生産物のための原材料を近隣で採掘できる場所が望まれた。

ページ ３

「中部近畿の鉱物資源」より

独立行政法人
産業技術総合研究所
地圏資源環境部門

鉱物資源研究グループ

奈良盆地の南東側の山間部にある菟田野

町を中心とする一角は大和水銀の里、
北海道に次ぐ日本第2の水銀産地だ。水銀
は朱の材料。

ここの水銀がおそらく大和の古墳や社寺仏
閣の壁画など、日本の古代史を彩ってきたに
違いない。

太神山（田上山）地域

聖武天皇期 東大寺

盧舎那仏建立のため
良弁が 資源開発した。
天平5年（733年）
聖武天皇の命で、当地に

「 金勝寺」建立

丹生川上神社 周辺



賀茂氏・秦氏と山岳修験道たちの関係 空海の山岳資源開発について

役小角 （賀茂氏系）
（えんのおづの /おづぬ /おつの、舒明天皇6年（634年）伝 ‐大宝元年6月7日（701年7月16日）伝）

飛鳥時代から奈良時代の呪術者である。姓は君。修験道の開祖とされている。

後の平安時代に山岳信仰の隆盛と共に、役行者（えんのぎょうじゃ）と呼ばれるようになった。

実在の人物だが、伝えられる人物像は後世の伝説によるところが大きい。天河大弁財天社や大峯山龍泉寺など多くの修
験道の霊場に、役行者を開祖としていたり、修行の地としたという伝承がある

役氏（役君）は三輪氏族に属する地祇（ちぎ）系氏族で、加茂氏（賀茂氏）から出た氏族であることから、加茂役君（賀茂
役君）とも呼ばれる。 役民を管掌した一族であったために、「役」の字をもって氏としたという。
この氏族は大和国・河内国に多く分布していたとされる。

大和国葛城上郡茅原（現在の奈良県御所市茅原）に生まれる。 生誕の地とされる場所には、吉祥草寺が建立されてい
る。 17歳の時に元興寺で孔雀明王の呪法を学んだ。 その後、葛城山（葛木山。現在の金剛山・大和葛城山）で山岳修
行を行い、熊野や大峰（大峯）の山々で修行を重ね、吉野の金峯山で金剛蔵王大権現を感得し、修験道の基礎を築いた。

藤原京
大宝年間
（701 ‐ 704年）

山岳 修験道
権現・観音

愛宕山 縁起 と 山岳修験道

畿内五国 山岳ノ図

役小角（修験道の開祖）、雲遍（後の泰澄上人）
文武天皇の命によって朝日峰（今の愛宕神社の地）
に神廟を営んだ。 これが愛宕権現の始まり。
また、「愛宕五岳」と呼ばれる 五つの峰を開いた
という。 「愛宕山神道縁起」
文武天皇（もんむ、683‐707）の勅願所になる。
泰澄は、越智山にのぼり、「十一面観音」を念じて
修行を積み、 大宝2年（702年） 文武天皇から
鎮護国家の法師に任じられている。 修験道七高山

近畿地方にある七つの霊山。
比叡山・比良山・伊吹山・愛宕山・神峰山(かぶせん)・金峰山(きんぶせん)・・葛城山あるいは高野山。

愛宕山は修験道七高山の一つとされ、「伊勢へ七たび 熊野へ三たび 愛宕まいり は月まいり」と言われ
るほど愛宕山は修験道場として栄え、愛宕山の修験者は「愛宕聖」や「清滝川聖」とも呼ばれた。

泰澄 （秦氏系）
（たいちょう、天武天皇11年6月11日（682年7月20日） ‐神護景雲元年3月18日（767年4月20日））

奈良時代の修験道の僧。加賀国（当時越前国）白山を開山したと伝えられる。越の大徳と称された。

泰澄の父は、秦氏の秦角於だとされている。
『秦氏の研究 －日本の文化と信仰に深く関与した渡来集団の研究－』(大和岩雄 著／大和書房)

越前国麻生津（福井市南部）、豪族三神安角（みかみのやすずみ）の次男 が通説だが
名前は、泰澄に顕われた三神に由来すると考えます。 白山妙理権現、大行事権現、大汝権現

14歳の時出家し、法澄と名乗る。 越智山にのぼり、十一面観音を念じて修行を積んだ。

大宝2年（702年）文武天皇から鎮護国家の法師に任じられ、その後養老元年（717年）越前国の白山にのぼり妙理大菩
薩を感得した。 各地にて仏教の布教活動を行う。

養老6年元正天皇の病気平癒を祈願し、その功により神融禅師（じんゆうぜんじ）の号を賜った。
天平9年（737年）に流行した疱瘡を収束させた功により泰澄の戒名と大和尚位を賜ったと伝えられる。

紀伊半島・奈良一帯が日本史に重要な土地とされた訳は辰砂（しんしゃ）の存在に負う所が大きい。
辰砂（しんしゃ）の名の由来であるが、中国の辰州（現在の湖南省近辺）で多く産出した事から、「辰砂（しんしゃ）」と呼ばれる。

辰砂（しんしゃ）は硫化水銀類からなる鉱物で、別名に赤色硫化水銀、丹砂、朱砂などがある。水銀は毒性が高いと言われているが、それは有機水銀や水に易溶な水銀化

合物の事で、辰砂（しんしゃ）のような水に難溶な化合物は「毒性が低い」と中国医学では考えられ「朱砂」や「丹砂」等と呼び、鎮静、催眠を目的として、現在でも使用されて
いる。

古来日本では「丹（に）」と呼ばれ、赤色（朱色）の顔料や漢方薬の原料として珍重されている水銀系の重要な鉱石鉱物だった。
辰砂（しんしゃ）は透明感のある深紅色の菱面体結晶、或いは不透明な赤褐色の塊状として産出し、錬丹術などでの水銀に精製された。

この辰砂（水銀）に目を付けて高野山を真言宗の本山としたのが、弘法大師（空海）であった。
日本の古くからの薬剤品名「＊＊丸」の対抗として存在する「＊＊丹」は、この水銀が薬として使われた名残である。
従って、当時「辰砂」の産地を押さえる事は、大きな力を得た事であった。つまり、弘法大師には「辰砂（水銀）」を背景にした資金力があった。
それで、真言宗は信徒の懐を当てにする事なく全国に寺を展開して、急速な布教が出来たのだ。

若き日の空海に虚空蔵求聞持法を教えたのは、空海にとって公私にわたる大外護者ともいうべき大安寺の勤操であり、

実質的な恩師ともいうべき元興寺の護命であったが、この二人ともに出自は秦氏である。 仏教以外に伝授したことも多くあったに違いない。
出身地の讃岐の秦氏、満濃池修築、東寺と伏見稲荷(秦氏）なども、秦氏との関係を現す。
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（参考） 紀伊山地 空海の資源開発

役小角

泰澄
愛宕山

山背は、大和の背後に在り、比べて平地狭く、河川氾濫も多かった。 しかし、賀茂氏の資源開発と、秦氏の淀川、桂川の治水と水運開発により、未来が開けた。
そして、平安京に繋がる最終段階として、同じ賀茂氏、秦氏の修験者たちにより、山岳が開発され信仰の場所に発展した。
稲作が導入されて以来、水をもたらす山岳は、「氷」とともに、大和以来古来から祀られていた。 今回は、「氷」のテーマから、やがて「山城」に祀られる様になるまでの変遷を辿りました。

岩間山

役小角
修験山岳

泰澄開山
山岳（寺院）
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