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上淀廃寺の完成は西暦 683 年　
米子の郵便番号と同じと覚えよう

ガラスの靴よりロマンチック？
蓮の花を咲かせた玉清姫

白鳳の丘展示館のレプリカ大仏は必見

法隆寺に匹敵する仏教美術を

有する上淀廃寺が建立された　！

文武天皇のお后に　！　

聖武天皇の母だった　！

奈良の大仏のルーツか ! ？

玉清姫は実在した ！

疫病や飢饉など、 当時の日本で相次ぐ社会不安を一

掃する大事業が、 大毘盧遮那仏の造営だった。 これ

を聖武天皇に強く勧めたのが、 母 ・ 宮子 （玉清姫）

だと言われている。 おそらく、 ふるさと ・ 淀江の大仏

を思い浮かべてのことだったに違いない。

玉清姫
( 藤原宮子）

文武天皇

淀江～大山町の伝説 （朝妻縁起、 大山寺縁起） に

よると、 病気がちの父親に代わって都にのぼり働いた

親孝行な13歳の女の子がいた。 伯耆の国のタマちゃ

んが文武天皇に見初められ、 なんとお后になったと

いう。 そして産んだ子が、 のちに日本に仏教文化を

広めたことで有名な聖武天皇である。

かつては、 おとぎ話だと思われていた玉清姫伝説。

だが、 淀江で古代寺院 ・ 上淀廃寺が発掘された。

玉清姫が実在したとすれば、 上淀廃寺が法隆寺に匹

敵する仏教美術を有していた謎が解けるのだ！

当時は大陸に、 唐という強大な

国家が現れ、 朝鮮半島の国を

次々滅ぼしていく時代。 淀江に

は多くの難民が押し寄せ、 仏教

文化が流入した。 寺院建立の工事現場を遊び場にして

育った女の子がいた。 仏教美術に興味を持って最先端

の知識を吸収した利発な彼女は、 仏教文化を取り入れ

た都づくりの現場で、 渡来人の通訳として引っ張りだ

こに。 才色兼備、 伯耆国の玉清姫と呼ばれるようにな

り、 都で知らぬ者のいない有名人になった。

やがて文武天皇の目にとまり、 寵愛を受ける。 これに

目をつけた当時の権力者 ・ 藤原不比等が玉清姫を養

女に迎え、 藤原宮子として、 宮中に輿入れさせる。 こ

れが世に言う 「玉の輿」 の由来ではないだろうか。

文武天皇は、 宮子の故郷 ・ 淀江の里に寺院を建立さ

せる。 それが中央に引けを取らない立派な寺院、 上淀

廃寺の正体なのだ。 塔の建設が未完の謎は、 文武天

皇の早世が理由と考えれば、 つじつまが合う。

  玉清姫が帝の御前を歩くと、 足跡から次々蓮の花が

咲いたと大山寺縁起に記述がある。 まさに日本のシン

デレラ伝説だ！　

日本のシンデレラ

  巨大な前方後円墳を次々と築造していた淀江では、飛鳥時代（683 年）

になると古墳に代わるモニュメントとして仏教寺院の建立が始まりました。

この上淀廃寺 map    では、仏像を安置した金堂と並んで三重塔が建築され

ますが、塔が２基ないし３基南北に並ぶ配置は他に例をみないものでした。

塔・金堂は中門・回廊・築地で囲まれ、広大な境内には「七堂伽藍」と呼ばれる壮大な建物が立ち並びました。

見晴らしのよい後背丘陵には、寺院を建立した豪族の居館も発見されています。

  金堂内には丈六大仏の如来像（塑像）と脇侍の菩薩像、四天王像などが安置され、壁面は極彩色の仏教

壁画で飾られた「みほとけの世界」が出現しました。壁画は奈良の法隆寺金堂壁画が我が国唯一のものと

考えられていましたが、1300 年の時を経て淀江で出土したことにより、この地に大和に劣らない仏教文化

が栄えていたことがわかりました。また、お堂の軒先を飾った「上淀廃寺式」と呼ばれる瓦の文様は独特

なもので、当時の国境を超えて、出雲国や隠岐国の古代寺院にも採用される影響力をもっていました。

  奈良時代には荘厳な姿を誇った上淀廃寺もやがて衰微していき、創建から約 300 年がたった平安時代に

火災により失われます。発掘調査で発見された大量の焼土や炭が火災のすさまじさを物語っており、壁画

や塑像片もこの中から発見されました。

　国史跡に指定された上淀廃寺跡 map    には、発掘された時の様子や金堂基壇などが再現されています。

また、上淀白鳳の丘展示館 map     には、壁画・塑像・瓦などの出土品と併せて、金堂内の仏像・壁画が

復元展示されており、再現された白鳳・天平文化の華が人々を魅了しています。

妄想？真実？ 貴方が決めてごしない！

中原斉　米子市文化振興課専門官

「玉の輿」の由来

【飛鳥～平安時代の淀江】

だいびるしゃなぶつ

しちどうがらん
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湯口の泉 

住宅地 

淀江平野 

Ｎ 

サイノカミ 

名水スポット 

③名水とサイノカミさんコース(5.5km) 

淀江ゆめ温泉 

上淀廃寺跡 

妻木晩田遺跡 

（洞ノ原地区） 

ここで折り返す 

START 
GOAL 

伯耆古代の丘公園 

名水スポットやサイノカミを巡るコースです。 

START 伯耆古代の丘公園 

    ⇓(25min) 
EXTRA(中西尾サイノカミ) 

      ⇓(10min) 
高井谷サイノカミ 

       ⇓(1min) 
天の真名井 

      ⇓(10min) 
上津守神社 

      ⇓(10min) 
湯口の泉 

稲吉サイノカミ 

      ⇓(25min) 

GOAL 伯耆古代の丘公園 

EXTRA コース 

※マップ内の数字は各時代の解説文の番号に対応しています。 

１１ 

１３ 

５ 

４ 

向山 4 号墳 

天の真名井 

上淀廃寺跡 

8 

上津守神社 
14 

角田遺跡 

QRコード読み込むと 

角田遺跡から出土した 

絵画土器の解説がお聴き 

いただけます。 

絵画土器解説 

 



 

 

上淀廃寺跡 

妻木晩田遺跡 

（洞ノ原地区） 

ここで折り返す 

 

国内最古級の仏教壁画が出土

した。飛鳥時代に建立、平安

時代に火災で焼失した。本来

の名前は不明なため「上淀廃

寺」とよばれている。秋はヒ

ガンバナが美しい。 

 

国史跡・上淀廃寺跡 
 

上淀廃寺の壁画・塑像・瓦な

どや向山古墳群の多彩な出土

品を展示している。金堂内部

が原寸大で再現され、丈六三

尊の大仏と周りの壁面には極

彩色の仏教壁画が復元されて

いる。 

 

国史跡・向山古墳群のある公

園。園内では、万葉集の草花

などを四季折々に楽しむこと

ができる。古代ハスの園では 6

月から 8 月にかけておよそ

2,000 年前の大賀ハスなどが

楽しめる。 

上淀白鳳の丘展示館 

 

大山町と米子市にまたがる丘

陵上にある我が国最大級の弥

生遺跡。大山山麓に存在した

弥生時代のクニの中心集落で

あったと考えられ、魏志倭人

伝の世界を彷彿とさせる。 

 

本州では唯一淀江に存在する

石製の馬埴輪。石馬谷古墳に

立てられていたと推定され。

江戸時代には石馬大明神とし

て信仰されていた。見学申込

は上淀白鳳の丘展示館へ。 

国史跡・妻木晩田遺跡 

伯耆古代の丘公園 

淀江の歴史や文化を体験できる史跡や観光施設を紹介しま

す。旅の途中に是非お立ち寄りください。 

重要文化財・石馬  

アルカリ単純泉の温泉。湧出

量が豊富なためかけ流しのい

つでも新鮮なお湯が楽しめ

る。レストラン「ゆめ亭」で

は軽食や飲み物を提供してい

る。 

淀江ゆめ温泉 

☎0859-56-6817 ☎0859-56-2271 

☎0859-56-6801 

15 

☎0859-56-2271 

☎0859-56-2271 ☎0859-37-4000 

令和 3 年 10 月米子市発行 【本書に関する問合せ先】米子市淀江振興課 ☎0859-56-3164 



 

 

  

①初めての遺跡巡りコース(2.2km) 

伯耆古代の丘公園 

上淀廃寺跡 

ここで折り返す 

所要時間：９０分 

START 伯耆古代の丘公園 

    ⇓(5min) 

向山 4 号墳 

      ⇓(5min) 

岩屋古墳 

       ⇓(10min) 

石馬 

      ⇓(5min) 

上淀廃寺跡 

      ⇓(10min) 

GOAL 上淀白鳳の丘展示館 

古代の道 

上淀廃寺跡 

岩屋古墳 
GOAL 

Ｎ
 

石馬谷古墳 

石馬さん 

(天神垣神社) 

淀江ゆめ温泉 

※マップ内の数字は各時代の解説文の番号に対応しています。 

白鳳の里 

気軽に歩けるコースです。 

淀江伝説・定説を体感できるウォーキングコースを３つ選定しました。 

実際に歩いて、肌で感じてみてください！ 

４ 

５ 

７ 

８ 

START 

上淀白鳳の丘展示館 

12 

向山 4号墳 

石馬さん解説 

 QR コード読み込むと 

石馬さんの解説がお聴き 

いただけます。 

上淀廃寺跡 

上空 360°映像 

 QR コード読み込むと 

上淀廃寺跡上空 360°映像 

がご覧いただけます。 

(Youtube につながります) 



 

 

 

②古代の淀江満喫コース(3.5km) 

上淀廃寺跡 

妻木晩田遺跡 

（洞ノ原地区） 

ここで折り返す 

山道注意 

GOAL 

START 

淀江ゆめ温泉 

上淀白鳳の丘展示館 

伯耆古代の丘公園 

Ｎ 

白鳳高校 

上淀廃寺跡 

山陰道 

妻木晩田遺跡 

※マップ内の数字は各時代の解説文の番号に対応しています。 

淀江の歴史をたっぷり体感できるコースです。 

START 伯耆古代の丘公園 

    ⇓(25min) 

妻木晩田遺跡 

(洞ノ原地区) 

      ⇓(25min) 

岩屋古墳 

       ⇓(10min) 

GOAL 上淀白鳳の丘展示館 

１０ 

９ 

５ 

４ 
８ 

岩屋古墳 

13 

むきばんだ上空映像 

 
QR コード読み込むと妻木 

晩田遺跡上空の映像がご覧 

いただけます。 

(Youtube につながります) 
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