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かんいんのみや てい あ と

蘇る 京都御苑『 閑 院 宮 邸跡』

京都営繕事務所 技術課 上田聡
１． はじめに
京都御苑には、明治 2 年(1869 年)の東京遷
都までは、宮廷を始めとした公家の建物が建
ち並んで公家町を形成していましたが、明治
10 年に始まった「大内保存事業」（※注 1）によっ
て、殆どの建物は取り壊し整備されました。現
在、唯一御苑に残されている閑院宮邸（※注２）
跡のこの建物は創建以来の場所にあって、歴
史的背景を知る上で大変貴重な遺構です。京

【写真 閑院宮邸全景】

都営繕事務所では、この建物を外観は建設当
時の状態に復原し、室内については利活用を
行う「保存活用工事」を行いました。邸内南に

京都御苑

ある地泉も当時の建設技術を実証実験しなが
ら復原を行い建物と庭園との相互一体化を図

閑院宮邸

りました。
また工事中、中学生の「総合学習」や建築を学
ぶ専門学校生を対象に「体験」学習を５回実
【図１ 正徳三年 公家町絵図/1713】

施、更に一般の方への「現場見学会」も行い、
延べ 1,215 人の方に伝統技能・伝統建築に

下立売御門整備

【整備局による整備状況】

「みて・ふれて」いただきました。

整備済範囲
長屋門整備
作業員詰所整備

２． 閑院宮邸跡保存活用工事の概要

御苑管理事務所整備
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この建物は、今から１２０年余り前（明治１６年）
に、旧宮内省京都支庁として設置されていま
す。その時に新築されたとの記録がありますが、
建設決定から竣工まで三ヶ月足らずの緊急工

南門整備
閑院宮邸整備
（今回整備）

拾翠邸（旧九条家）整備

丸太町通

事であった為、当時存在していた閑院宮邸の
建物や材料が利用されたことが推測されてい
ます。そのため、今回の工事で閑院宮家の歴
史的発見があるか期待がありました。建物は長
年の使用で、屋根の雨漏り、建物の傾きや壁
の破損が甚だしく、平成１５年１１月から修理工
事を始め平成１８年３月に竣工しました。施設
内には展示室が設置され、京都御苑の歴史、

【写真 子供たちの体験学習】
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意義等を知っていただくため同年 4 月より一般

京都御苑の事務所になっております。

に公開しております。

２．２ 構造

２．１ 規模

柱は今回新設したコンクリート基礎の上に既存
ち ど り は

ふ

外構の東門を入ると、正面に千鳥破風（※注３）

花崗岩礎石を据え、周囲に土台を廻して柱を

構えた車寄せと左右に続く書院造り建物が格

建て込んでいます。外壁は腰長押、内法長押

式ある外観を残しています。建物は、約８８０㎡

が取り付き、柱頭には舟肘木が入り、軒桁と取

の規模を持ち、中庭を設けた「ロの字」の形を

り合っています。壁は小舞掻下地 に白 漆喰 を

形成しております。東棟は「玄関、受付、便所」

塗り、窓は竪格子を取り付けたガラス窓になっ

からなり、廊下によって接続された南棟は、京

ています。室内は床板張り、執務空間は OA フ

都御苑の資料や収蔵品の「収納展示室」とな

ロア、壁は内法長押を廻して白漆喰を塗り、天

っています。続く西棟は「レクチャーホール」で

井は棹 縁 天井及びロックウール吸音ボード張

す。渡り廊下をへて北棟は（財）国民公園協会

りとなっています。
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基礎

保存活用工事の基本整備方針
文化財構造物の保存修理と、室内用途に応じた機能性
◎ 建物の歴史的変遷を残す構造の保存整備。
◎ 建築物の耐久性の向上を図ること。
◎ 広く市民に親しまれた京都御苑の窓口として、自然に優しい開かれた管理施設により、公園の利用価値を高めること。
◎ 公家屋敷の面影を遺す文化財構造物及び池庭等の保存活用の充実を計ること。
◎ 災害時の広域避難場所として、中心的施設の役割を担うこと。
整備事業によって、雑然と建設されている建物を整理し、邸内の全体配置計画の統一及び、建物の修復によって耐用年数の増進
を計る。（京都御苑閑院宮邸跡保存活用調査業務報告書 2002 より）
※注

1 東京遷都により公家屋敷の多くは空き家になり、中には料理店に貸し出されるまでとなりました。公家町として
の特殊性は失い荒廃していきました。明治天皇はその様子に深く哀しまれ、御所保存・旧観維持を命じた京都
御苑整備の原点ともいえる事業。

※注

閑院宮家は宝栄 7 年（1710）に、東山天皇の第八皇子であった直仁親王を創始として伏見宮、桂宮、有栖川宮
の三親王家についで設立された。その後、天保 13 年（1842）第 5 代愛仁親王が早世し、東山天皇の系譜が途絶
え、明治 5 年（1872）伏見宮邦家親王の皇子易宮載仁親王が第 6 代として閑院宮家を継承された。明治 10 年に
は東京に移住され、昭和 63 年第 7 代純仁氏が逝去し、閑院宮は絶家となった。

※注

屋根の斜面に設けた小さな三角形の妻壁（妻飾り）
。木連格子(きつれごうし)をはめ込み、装飾や通気用に用いる。据え破風。

２

３

【図１】京都府立総合資料館蔵『中井家文書』の「東山院様御旧殿用秀宮御殿指図」（正徳 6 年/1716）により東山天皇
の御所が親王に下賜され移築されたことを示す資料であり、現在の烏丸通と丸太町通が交差する北東角に位置
していた
【参考文献】
旧閑院宮邸跡庭園修復整備事業 庭園維持管理計画 、京都御苑閑院宮邸跡庭園調査報告書 2001
京都造形芸術大学 日本庭園研究センター
烏丸丸太遺跡（閑院宮邸跡）埋蔵文化財試掘調査終了報告書 2004 京都市埋蔵文化財研究所
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主な保存修理工事

今回の保存修理工事では、当時の建築職人のこころを伝承するために様々な伝統技術が
使われました。当時と同じ技法を取り入れ保存修理し、現在の要求水準を確保できるか
確認しながらの工事でありました。今回採用した様々な工法の一部を紹介します。
3.1.1 基礎改修、柱・梁継手補修

所定の位置に設置する前に痛んだ柱の根継
ぎ補修、梁の架け替え（当時からの仕口加
工継ぎ手と構造金物を併せて使用）足固め
の架け替えを行った

建物全体を H 鋼材により補強し、
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ
により 1.5m 持上げ 基礎を作り直し土台
と緊結した

3.1.2 既存の土壁を蘇られた左官工事

当時からの工法（竹小舞掻）を用いた壁作り
を行った

取り壊した土壁を原料に土作りを行い、新ら
しい壁に蘇らせた

3.1.3.既存瓦を再利用した屋根葺替え

1 枚 1 枚形状・打音検査を行い耐久性が確認
された瓦を再利用して屋根を葺替えた

棟毎に異なる形状・模様を復原した鬼瓦
棟積みに導体避雷針を設置

3.1.4 庭園
閑院宮邸跡にある池を含む庭園遺構も当

８世紀中頃に作庭されたことがわかりまし

時の面影を残すと考えられていました。今

た。水位の上昇により木杭や石積みで過去

回の整備に当たっての事前の試掘調査で、

にも度重なる改修が行われていますが、今

すはまじょう

回の整備では古い池底に対応した作庭当時

新旧の池底や州浜状の石敷きが確認され１
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の遺構は保存し、その上に緩やかな玉石の
州浜を設け作庭当時の池の意匠を復原しま
した。
（旧工法の再現）
文化財としての価値の高い庭園であるこ
とから、その復元整備においても現代工法

【砂利混じり粘土作成状況】

を用いず、できる限り当初の技法にて再現
し、その文化財としての価値を踏襲するこ
とを基本としています。その資料を得るこ
とも目的とした発掘調査から得られた護岸
構造を手本として州浜の復原を行いました。

【砂利混じり粘土崩壊試験】

州浜の基盤となり、石の目地を形成する砂
利混じり粘土の作成についても数多くのサ
ンプルを作成し、崩壊性、衝撃性、柔軟性、
水溶性などの物理性を検証し、配合を決定

【砂利混じり粘土水中崩壊試験】

しました。州浜の作成については、検出し
た遺構の前で、石の並び具合、配合などを
忠実に復原したサンプルを作成し、それを
参考に保護層上に州浜を施工しました。

【州浜

【改修前】

試験施工】

【改修後】
芝
州浜
胴木
州浜遺構

【庭園池部断面】
魚溜遺構

【拡大部分】

中島
影石

丸太町通

古い池床

４．おわりに
既存の保存活用することにより、公家屋敷の雰囲気を損なうことなく執務室、展示室など
の機能をもった建物として整備できた。そのため日本の伝統的建築技術を活かしながら現
代の技術を取り入れることで諸問題の解決を図った。また、総合学習制度を利用した体験
学習等を通じて子供たちが本では得られない「実際の現場」における日本伝統建築の工夫
や技法、知恵を感じてもらえることが出来ました。
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