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厳島のポータラカ―平氏政権の経済基盤と海上社殿の成立 

概要 

 本稿は平清盛によって造営された厳島大明神海上社殿の謎について、補陀落浄土信仰の
観点から解明しようとするものである。補陀落浄土信仰は熊野三山のうち、那智の飛竜権現
の観音信仰と結びついて異例の発展を見せた。それは補陀落渡海という宗教的自死につな
がるものであり、清盛の孫・維盛が同所で入水を遂げている。この那智との深い結びつきの
のなかで発展したのが厳島であった。厳島大明神は娑羯羅竜王の娘とされるが、それは法華
経の竜女成仏譚の主人公でもある。両地の結びつきは、鎌倉時代成立の本地物語が酷似して
いることからも傍証される。仁安度社殿は、厳島神主家が清盛と結びついた佐伯景弘から藤
原親実に代わってからなされた仁治時社殿とほぼ同一であったが、本殿裏に夏堂と呼ばれ
た観音堂がある。この構造は弥山の聳える宮島を海上に浮かぶ補陀落山に見立てる思想の
存在を示唆するものである。 

JEL 分類番号：B11, N9, Z12 

キーワード：厳島大明神 飛竜権現 補陀落浄土 本地物 竜女成仏 



Potalaka of Itsukushima 
– Economic Infrastructure of Heike Administration and the Origin of the Shrine on the

Sea 

Abstract 

    This paper solves the riddle of the Itsukushima Shrine on the sea which Kiyomori 
Taira built from the view point of the belief in Paradise Potalaka. This belief developed 
extraordinary in Japan connecting with Avalokiteshvara of a dragon god in Nachi 
Waterfall. It escalated into religious suicides where people drowned themselves in the 
sea. Koremori Taira, Kiyomori’s grandson, did so. Itsukushima developed in the close 
connection with Nachi. The goddess of Itsukushima was supposed to be a daughter of 
Dragon King Sagara. She became a Buddha in a story of the Lotus Sutra. The Shrine on 
the see used to have a temple for Avalokiteshvara in its most sacred place. This structure 
means that people used to regard Miyajima Island as Pradaise Potaraka. 

JEL classifications: B11, N9, Z12 

Keywords: the goddess of Itsukushima, the god of a flying dragon, Paradise Potalaka, 
Shinto and Buddhist syncretism, the daughter of the dragon king’s story of becoming a 
Buddha. 



厳島のポータラカ：平氏政権の経済基盤と海上社殿の成立 

山﨑 好裕 

はじめに 

仁安三（一一六八）年、平清盛は寄生虫のサナダムシに起因する寸
す
白
びゃく

と呼ばれる病に倒

れた。後白河法皇は清盛の病臥が政情を不安定にすることを恐れ、清盛はやがて回復する。
清盛は福原に雪見御所を造営するとともに、厳島神社海上社殿の建設を行った。これは平氏
政権の経済基盤を形成していた日宋貿易を拡大する意思の現れであった。本稿は他に例を
見ず、謎の多い海上社殿の成立原因を補陀落渡海信仰との関連で明らかにすることを目的
としている。 
平清盛と厳島神社の関わりについて平家物語は次のように述べる 一。 

抑
そもそも

平家、安芸の厳島を信じ始られける事はいかにと言ふに、鳥羽院の御宇
ぎ よ う

に、清

盛公いまだ安芸守たりし時 二、安芸国をもッて、高野の大塔を修理せよとて、渡辺の遠
藤六郎頼方を雑掌に付られ、六年に修理をはンぬ 三。修理をわッて後、清盛高野へのぼ
り、大塔おがみ、奥院へ参られたりければ、いづくより来る共なき老僧の、眉には霜を

たれ、額に浪をたゝみ、かせ杖のふたまたなるにすがッて出き給へり。良
やや
久しう御物

語せさせ給ふ。「昔よりいまにいたるまで、此山は密宗をひかへて退転なし。天下に又
も候はず。大塔すでに修理をはり候たり。さては安芸の厳島、越前の気比の宮は、両界

の垂迹で候が、気比の宮はさかえたれ共、厳島はなきが如に荒はてて候。此
この
次
ついで

に奏聞

して、修理せさせ給へ。さだにも候はば、官加階は肩をならぶる人もあるまじきぞ」と
て、立たれけり。此老僧の居給へる所、異香すなはち薫じたり。人を付て見せ給へば、
三町ばかりは見え給ひて、其後はかきけつやうに失給ひぬ。たゞ人にあらず、大師にて

まし〱けりと、弥
いよいよ

たッとくおぼえて、娑婆世界の思出にとて、高野の金堂に曼荼羅を

かゝれけるが、西曼荼羅をば、常明法印といふ絵師に書せらる。東曼荼羅をば、清盛書
かんとて自筆にかゝれけるが、何とかおもはれけん、八葉の中尊の宝冠をば、わが首の
血を出いてかゝれけるとぞ聞えし。 

清盛は弘法大師と出会い、厳島神社が真言密教の金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅いずれかの



垂迹であることを知らされる。そして、厳島神社を修理すれば、官位が思いのままになると
託宣を受けたのであった。また、ここでは、今に伝わる清盛の血曼荼羅の起源も語られてい
る。 
 託宣を受けた清盛は厳島神社を修理し、新社殿に参篭するがそこで霊夢を見る 四。 
 

 さて都へのぼり、院参して、此由奏聞せられければ、君もなのめならず御感あッて、
猶任をのべられ 五、厳島を修理せらる。鳥居を立かへ、社〃を作りかへ、百八十間の廻
廊をぞ造られける。修理をはッて、清盛厳島へ参り、通夜せられたりける夢に、御宝殿

の内より、 鬢
びんずら

ゆうたる天童の出て、「これは大明神の御使也。汝この剣をもッて、一

天四海をしづめ、朝家の御まもりたるべし」とて、銀のひるまきしたる小長刀を給はる
といふ夢を見て、覚て後見給へば、うつゝに枕がみにぞ立ッたりける。大明神御託宣あ
ッて、「汝知れりや忘れりや、ある聖をもッて言はせし事。但悪行あらば、子孫までは
かなふまじきぞ」とて、大明神あがらせ給ぬ。目出たかりし事共也。 

 
 厳島大明神は清盛に、清盛が天下を平定することを予言する。しかし、悪行があれば、繁
栄は子孫には及ばないだろうと平家の滅亡が暗示されている。清盛は朝廷を守ることを神
から命じられるのだから、その悪行はお上をないがしろにすることをもって極まる。こうし
て平家物語に描かれた平家の盛衰の歴史自体が厳島神社との関わりにあることが、清盛の
若いころの逸話として述べられるのである。 
 
 
一．平家と補陀落浄土 
 
 治承四（一一八〇）年以降、各地方で平家の支配に対して反乱の狼煙が上がると、清盛は
息子たちを梃入れのために討伐に送る準備を進める。そんななか、清盛は熱病に倒れ、九条
川原口にあった平盛国の屋敷で六四年の生涯を閉じた。寿永二（一一八三）年四月、木曽義
仲の追討軍が組織されると、その大将軍に任じられたのは、清盛の孫である維盛であった。
維盛の父は、清盛の後継者とされながら清盛に先立って死去していた重盛であった。平家軍
は五月の倶利伽羅峠の戦いで義仲軍に大敗を喫する。七月に平家は都落ちして西へと逃れ
た。 
 寿永三（一一八四）年二月、一ノ谷の戦いにあたって維盛は密かに陣中から逃亡する。高
野山で出家した維盛は熊野三山を参詣した最後に那智に到着した。平家物語は述べている
六。 
 

 明ぬれば、本宮より船に乗り、新宮へぞ参られける。かんのくらををがみたまふに、



巌松たかくそびえて、嵐妄想の夢を破り、流水きよく流れて浪塵埃の垢をすゝぐらむと

も覚えたり。明日
あすかの

社ふしをがみ、佐野の松原さし過て、那知の御山に参り給ふ。三重

に漲り落つる滝の水、数千丈までうちのぼり、観音の霊像は岩の上にあらはれて、補陀

落山共言ッつべし。霞の底には、法花読 誦
じゅ
の声聞こゆ。霊

りょう
鷲山
じゅせん

とも申つべし。抑権

現、当山に跡を垂させまし〱てより以来
このかた

、我朝の貴賤上下歩をはこび、かうべをかた

むけ、掌をあはせて利生にあづからずというふ事なし。 
 
 那智の滝を神体とする飛竜権現は千手観音を本地とし、那智は法華経信仰の中心地と考
えられていた。このため、当時滝には千手観音像を納めた千手堂が建てられていたのである。
その後、千手堂は廃絶となって観音像は青岸渡寺へと移された。 
滝と観世音菩薩の結びつきであるが、仏教以前の水の女神がその前身であると考えると

濃厚なものがある。たとえば、ゾロアスター教のアフラ・マズダーの娘であるアナーヒター
などである。この女神は世界の中心である山の頂から流れ出す水を守護する。そこから、ハ
ラフワティー・アルドウィー・スーラー（水を持つ者にして湿潤にして力強き者）という称
え名を持つ。このハラスワティーはサラスヴァティーであり、日本で弁財天として信仰され
るヒンドゥーの女神サラスヴァティーと観世音菩薩はすなわち同根である。 
観音経とは法華経観世音菩薩普門品第二十五のことである。そこでは観世音菩薩の功徳

が具体的に説かれ、法華経信仰と観音信仰とが相伴いながら人々に広く普及していく機縁
となった。しかしながら、観音経では観世音菩薩が所在する場所の記載がない。それが最初
に現れるのは大方廣佛華嚴經においてである 七。「善男子 於此南方 有山 名補怛洛迦 
彼有菩薩 名觀自在」としており、サンスクリット語のポータラカが補怛洛迦と音訳されて
いる。ここではインド南部の山名とされている補怛洛迦であるが、陀羅尼集經ではそれが海
上にあることが明記されている 八。すなわち、阿彌陀佛大思惟經説序分第一冒頭に「一時佛
在補陀落迦山中 此云海島也 與大阿羅漢衆一千五百人倶 觀世音菩薩 大勢至菩薩摩訶
薩等五千人倶」と記されている。この記述を端緒として、南方海上に浮かぶ観音浄土である
補陀落浄土への信仰が生まれていった。 
 平維盛は那智の滝を参詣したその足で海岸へと下り、兵衛入道、石童丸とともに補陀落渡
海を遂げている 九。 
 

 三つの山の参詣事ゆゑなくとげ給ひしかば、浜の宮と 申
もうす

王子の御まへより一葉の船

に棹さして、万里の蒼海にうかび給ふ。はるかの奥
おき
に山なりの島といふ所あり。それ



に舟をこぎよせさせ、岸にあがり、大
おおき

なる松の木をけづッて、中将銘跡をかきつけら

る。「祖父太政大臣平朝臣清盛公、法名浄海。親父内大臣左大将重盛公、法名浄蓮。三
位中将維盛、法名浄円、生年廿七歳、寿永三年三月廿八日、那知の奥にて入水す」と書
つけて、又奥へぞこぎ出給ふ。思ひきりたる道なれ共、今はの時に成ぬれば、心ぼそう、
かなしからずといふ事なし。 

 
 維盛が舟を出した浜の宮には現在補陀落山寺が所在する。補陀落山寺は平安時代から江
戸時代にかけて合計二十名の渡海上人が船出したことで知られるが、維盛に先立っては、貞
観一〇（八六六）年の慶竜上人、延喜一九（九一九）年の祐真上人、天承元（一一三一）年
の高厳上人の名を確認することができる。後年には渡海船に上人を乗せると出入り口を塞
いで岸から送り出したようであるが、維盛に関する記述では対岸の島に上陸していること
に注目したい。 
浜の宮から東へ向かって湾外へ漕ぎ出した後、維盛は狼煙山のある南北に伸びる半島を

右手に見ながら南へ向けて進むことになるが、そこには大小十五の岩礁と言ってよい小さ
な島々がある。現在でも樹木が生えているのはこのうちの一つだけだが、維盛はその島に上
陸したのである。維盛は自らに先行した四人の上人の作法を踏襲した可能性が高い。つまり、
平氏政権の時期には、補陀落渡海の際、補陀落浄土そのもの、又は、補陀落浄土への入り口
に見立てた、人界の南方海上に浮かぶ島へ渡っていたということである。 
 
 
二．熊野と厳島 
 
 平維盛が入水を遂げた熊野と、平家が厚い信仰を寄せた厳島との間に深い結びつきがあ
ったことを示唆する記述が平家物語のなかにもある。平康頼は中原氏に生まれたが、十代で
清盛の甥である保盛の家人となった。保盛が長寛元（一一六三）年に越前守に任ぜられたと
き、任地に同行して平の姓を与えられた。しかし、安元三（一一七七）年、鹿ケ谷の山荘で
藤原成親、西光、俊寛らの平家妥当の密議に参加した康頼は、捕縛されて成親、俊寛ととも
に鬼界ヶ島へと流された。配流にあたって出家して性照と号した康頼は、千本の卒塔婆に都
を思う二首の歌を書付けて流すことを思いつく 一〇。 
 

 康頼入道、古郷の恋しきまゝに、せめてのはかりことに、千本の卒塔婆を作り、阿字

の梵字、仮名
けみよう

・実名、二首の歌をぞかいたりける。 

   薩摩潟おきのこじまに我ありとおやにはつげよ八重の潮風 
   思ひやればしばしと思ふ旅だにもなほ古郷はこひしきものを 



是を浦に持ッて出て、「南無帰命頂礼、梵天・帝釈、四大天王、堅牢地神、王城鎮守諸
大明神、殊には熊野権現、厳島大明神、せめては一本成共、都へ伝てたべ」とて、奥津
白浪の、よせてはかへるたびごとに、卒塔婆を海にぞ浮べける。卒塔婆を作り出すに随
て、海に入りければ、日数つもれば、卒塔婆のかずもつもり、その思ふ心や便の風とも
なりたりけむ、又神明仏陀もやおくらせ給ひけむ、千本の卒塔婆のなかに一本、安芸国
厳島の大明神の御まへの渚に、うちあげたり。 

 
 ここでは、康頼の口から熊野権現と厳島大明神の名だけがことさら名指されていること
に注意したい。これはもちろん、当時最も信仰を集めていたということもあるし、厳島が清
盛の庇護を受けていたこともあるのだが、この取り出し方は、やはり、何らかの強い関連性
を表現していると考えてよい。 
 打ち上げられた卒塔婆は、康頼ゆかりの僧によって拾われて都に伝えられ、結果、康頼と
成親は赦免されることになる。それを語る下りでは、厳島大明神の本地などが明かされてい
く 一一。 
 

 康頼がゆかりありける僧、しかるべき便もあらば、いかにもして彼
かの
島へわたって其

行へを聞かむとて、西国修行に出たりけるが、先
まず
厳島へぞ参りたりける。爰

ここ
に 宮

みや
人
うど

とおぼしくて、狩衣装束なる俗、一人出できたり。此僧何となき物語しけるに、「夫
それ
和

光同塵の利生さま〲なりと申せども、いかなりける因縁をもッて、此御神は海漫の 鱗
いろくず

に縁をむすばせ給ふらん」ととひ奉る。宮人答けるは、「是はよな、娑羯羅竜王の第三
の姫君、胎蔵界の垂迹也」。此島に御影向ありし初より、済度利生の今に至るまで、甚
深奇特の事共をぞかたりける。さればにや八社の御殿、甍を並べ、社はわだづみのほと
りなれば、塩のみちひに月ぞすむ。しほみちくれば、大鳥居あけの玉墻瑠璃の如し。塩
引ぬれば、夏の夜なれど御まへのしら洲に霜ぞおく。いよ〱たッとくおぼえて、法施ま
ゐらせて居たりけるに、やう〱日くれ月さし出て、塩のみちけるが、そこはかとなく藻
くづ共のゆられよりけるなかに、卒塔婆のかたの見えけるを、何となうとッて見ければ、
「奥のこじまに我あり」と、書きながせることのは也。文字をばゑり入、きざみ付たり
ければ、浪にもあらはれず、あざ〱としてぞ見えたりける。 

 
 ここでは厳島大明神は竜王の娘であり、胎蔵界大日如来の垂迹とされている。厳島の本地
仏については、当時からいくつかの説があった。長寛二（一一六四）年、平家納経とともに
納められた平清盛願文に「相伝云、当社是観世音菩薩之化現也」とあって、平家は本地を観



世音菩薩と見ていた。かと思うと、承安四（一一七四）年に藤原俊経が草した建春門院厳島
御幸願文には「夫当社者尋内証者則大日也」とあって、平家物語同様大日如来としている。 
 平家物語に描かれた熊野と厳島の結びつきの証左はこれに留まるのであるが、時代が下
って本地物として製作された熊野の本地を、厳島の本地がほぼそのまま引き写しているこ
とは、両者の緊密な連携が古くからあったことをうかがわせるものである。熊野の本地は、
江戸時代に小山田与清が文和・延文期の成立と推定した神道集に現れるが、諸神本懐集や源
平盛衰記巻四十などから鎌倉時代前期ごろには姿を現していたと推測される。これに対し
て、厳島の本地は貞和二（一三四七）年作成の絵巻物以前の痕跡が見られない。もちろん、
資料が歴史のなかで失われた可能性もあるのであり、単にこの状況証拠から熊野の本地か
ら厳島の本地への一方的な影響を断定するわけにはいかない。ただ、内容の酷似は、厳島の
本地が熊野の本地を取り入れたと考えるにせよ、熊野の本地が厳島の本地を取り入れたと
考えるにせよ、人的交流を含めた両者の密接な交通を裏付けていることだけは間違いない。 
 さて、伝承ごとに多少の変奏は見られるものの、熊野の本地の概要は以下のとおりである。
中天竺摩訶陀国の善財王の妃であった五衰殿は、一〇〇〇人の妃のなかで最も容貌が醜か
ったために王から顧みられなかったため、千手観音に祈ったところ、三十二相八十種好を具
足し、紫磨金色に輝く美貌となった。五衰殿は早速寵愛を受けて懐妊したが、嫉妬した九百
九十九人の妃たちは占い師に、生まれてくる王子は九足八面の鬼であり、都を焼き、国王を
喰い、天下を皆海中に沈めるであろうと予言させた。母子の処置を王から任された九百九十
九人の妃たちは、五衰殿母子を鬼谷山の鬼持谷に連れて行かせて、武士たちに首を刎ねさせ
た。一人殺害を免れた王子は十二匹の虎に養育されていたが、千七百歳の法華行者である喜
見上人という聖が、十羅刹女の使いである蜘蛛から王子のことを教えられ、王子を匿って三
年養ったのちに参内して王に告げた。善財王は宝蔵から五本の剣を取り出して北に向かっ
て投げたところ、すべてが日本に落ちた。王、五衰殿、聖たちはそれら五か所を巡った後に
紀州に落ち着いた。それぞれが熊野三山の諸神となるわけだが、このうち、那智権現が五衰
殿であり、本地を千手観音とする。 
 既述の通り、厳島の本地もストーリーはほとんど変わらない。善財王が天竺東城国・東善
王の王子・善哉王に変えられており、五衰殿が西城国・天日王の姫・足引の宮に変化してい
るなどの違いがあるだけである。もちろん、このストーリー自体に原典があることが知られ
ている。今昔物語集・巻五、阿弥陀本地、白宝口抄や覚禅抄に引用された大乗毘沙門経、旃
陀越王経である 一二。だが、それらの流布していた説話を熊野と厳島だけが本地物として採
用することは、決して偶然だけで片付けることはできない。 
 

さて、あしひきのみやは、御ほんぢ、たいさうかいの大日なり 
又あとよりせんさいわう、御たつねありて、いらせたまへは、きやく人、御いり候と、
おほせあるによつて、まらふとの御せんと申なり、せんさいわうの、御ほんち、ひしや
もんてんにて、おはします 



たきの御せんと申たてまつるは、からひくせんの、わうしの御事なり、御ほんち、せん
しゆくはんをんにて、わたらせ給ふ 
ひしりの御前と申は、かいらい国の、上人の御事なり、ほんち、ふとうめやうわうなり 
あらゑひすと申は、しまのあんない申たる、くらもとの事なり 
はやこの御せんと申は、さいしやう国へ、ふみもちて、まいりたる、五からすの事なり 
かはのみやと申は、せんさいわうの、はゝきさきの御事なり 

 
 上の厳島の本地の引用 一三からわかるように、厳島大明神の大宮に祭られるのは厳島の本
地の主人公である足引の宮である。熊野の本地で足引の宮に対応するのは五衰殿であった。
五衰殿は那智権現になったのであるから、厳島大明神は熊野三山のなかでもとりわけ那智
権現に対応しているということになる。維盛の入水でも見たように、那智権現は補陀落浄土
の入り口であり、熊野の観音信仰の中心地であると言ってよかった。したがって、厳島にも
根強く観音信仰が入り込んでいる可能性が高いのである。 
 
熊野三山 祭神 本地 
西御前 熊野夫須美大神 千手観音 
中御前 熊野速玉大神 薬師如来 
証誠殿 家津美御子大神 阿弥陀如来 
若宮 若一王子 十一面観音 
厳島大明神 祭神 本地 
大宮 伊都伎島大明神 十一面観音 
中御前 中宮明神 大日如来 
客人御前 大兄客人明神 毘沙門天 
滝本御前 若君御子明神 千手観音 
聖御前 聖御子明神 不動明王 
表一 祭神本地対応表 
 
 
3．清盛と佐伯神主家 
 
 厳島の本地で、推古天皇の御代に天竺から飛来した足引の宮を厳島の海岸で迎えたのは、

内舎人の佐伯鞍職
もと
である。播磨国印南野に不思議な鹿がいた。その鹿の鳴き声を聞く人は

魂が消えてしまうのである。そこで推古天皇は宣旨を発して鞍職に鹿を射殺すことを命じ
た。鞍職は和泉国大鳥郡で鉄弓を作り、その鹿を射殺して天皇に献上した。毛色が金色に輝
くこの鹿を見た天皇は、見事な鹿を射殺したことは罪であるとして、鞍職を安芸国と周防国



の境にある大滝に流罪とした。その鞍職のもとに足引の宮が舟に乗って現れる 一四。 
 

せめて、おもひのあまりに、つりをして、ほんかのしまあたりを、すぐるところに、に
しより、くれなゐの、ほかけたる舟、ちかくなるをみれば、こん〲るりの、とまの中に、
けたかき、ひめ一人まします 
そのとき、くらもと申は、いかなる国の、いかなる人にて、ましますと申ければ、ひめ
きみ、こたへて、のたまはく、これは、なんてんちくの、さいしやうこく、てん一わう
の、ひめみやなり、日本あきの国にきたる事は、わうしやうにちかつき、しゆうしやう
さいとの、ためなり、われすてに、うへに、のそみたり、はや〱、くごを、まいらせよ
とありけれは、くらもと、なにをまいらせんと申けれは、こめを、うしほにてあらひて、
まいらせよとおほせける 
さらはとて、くろますのしまに、ふねをよせ、おのかずは、いかにほとにて、はんへる
やらんといへは、大みやは、ひたち八つ、みぎは九つ、中は十六と、おほせけり、さら
はとて、三十六せん、そなへけり 
さて、かの、くろますのしまを、御らんして、てんちくのほかのしまにも、さもにたり
とて、たきのうら、みかさのはまに、あとをたれたまふ、かの御ほうてん、ならひに、
百八のくはいらうを、たてたまふ、いまた、これほとのしまをみずとて、いつくしまと、
おほせけるによつて、それより、いつくしまと、申とかや 

 
 宮島には古くから鹿が数多く生息していたが、鞍職は言わば鹿に導かれて厳島にやって
きたのであり、からひく山で王子が十二年間鹿に養われていた逸話と相まって、宮島の鹿が
大切される起源の説明ともなっている。 
鞍職の子孫である佐伯景弘は長寛二（一一六四）年に初めて史料に現れるが、安芸守にな

る以前から清盛に接近し、厳島神主として多額の寄進を引き出すことに成功した。平家の滅
亡後、景弘は鎌倉幕府に仕えたが、承久の乱で後鳥羽上皇に加担したため、厳島神主には御
家人の藤原親実が就任した。厳島神主は在地武士団の当主でもあったが、佐伯氏はそれ以後、
在地の神官として専ら祭祀に専念することになる。室町時代以降、藤原氏は大内氏と国人勢
力の紛争のなかで立ち回ることを余儀なくされたが、一族の友田興藤が当主のときに大内
氏と毛利氏の連合軍と戦って敗れ、滅亡した。厳島神主家当主を継いだ杉隆真は大内義隆の
家臣であり、やはり藤原氏一族で、当主の座を興藤と争っていた小方加賀守の娘婿であった
が、神主就任後佐伯景教を名乗った。大内義隆は天文二〇（一五五一）年に陶隆房の謀反に
あって自害し、名を晴賢と改めた隆房も天文二四（一九五五）年、厳島の合戦で毛利元就に
敗死した。 
 佐伯景弘は清盛ら平氏とは血縁関係を結ばなかったようだが、清盛の七女は厳島大明神
の巫女との間に生まれ、御子姫君と呼ばれた。彼女は十八歳で後白河法皇に入内している
一五。後白河法皇は、清盛の娘・建礼門院が嫁いだ高倉上皇の母・建春門院を安元二（一一七



六）年に亡くしていた上、その高倉上皇も治承五（一一八一）年に没していた。冷泉局が入
内したのはその直後であった。 
 

 入道相国、かやうにいたくなさけなうふるまひおかれし事を、さすがにおそろしとや
思はれけん、法皇なぐさめまゐらせんとて、安芸の厳島の内侍が腹の御むすめ、生年十
八に成たまふが、優に花やかにおはしけるを、法皇へまゐらせける。上臈女房達あまた
えらばれて参られけり。公卿・殿上人おほく供奉して、ひとへに女御参りの如くにてぞ
ありける。上皇かくれさせ給ひて後、わづかに二七日だにもへざるに、しかるべからず
とぞ、人〃内〃はさゝやきあはれける。 

 
 清盛が厳島に海上社殿を造営したのは、この冷泉局が生まれた五年の後のことである。 
 
 
四．足下を波洗う夏堂 
 
 清盛による仁安三（一一六八）年の造営によって現在の海上社殿という結構が確立したと
言われているが、その後、建永二（一二〇七）年と貞応二（一二二三）年という二度の大火
によって焼失したため、当時の社殿は一棟も現存していない。現在の社殿建設で最も古いの
は、仁治度の再建で造られた本社拝殿と祓殿の二棟である。建永の火災では直ぐに造営が開
始され、八年後の建保三（一二一五）年に内宮の遷宮を行った。これに対して、仁治度の再
建は火災から遷宮まで十八年という長期間を要したこともあり、かえって多くの古文書が
現存している。とりわけ、当時の材木の発注書がほぼ完璧に残っていることから、再建され
た社殿を細部まで確認できるのである 一六。 
 貞応の火災焼失後に社殿の再建が始まったのは、藤原親実が安芸国守護となった嘉禎元
（一二三五）年になってのことだった。本社および客神社本殿に次いで拝殿と祓殿の再建が
終わった後、暦仁二（一二三九）年に残る社殿の材木が発注された。付属する社殿の再建も
大方終わった仁治二（一二四一）年には内宮の遷宮が執り行われている。 
 山口（二〇〇九）によれば、仁治度の廻廊は東端部が現在よりも六間もしくは九間長い百
十六間もしくは百十九間であった。また、当時再建されて、現存しない建物として、廻廊東
端部の粥座屋、朝座屋背面の朝座待屋、本社本殿背後の夏堂があげられる。また、仁治度再
建では、御供屋西側に連歌堂、西廻廊屈折部に能舞台が新たに造営されている。 
 厳島で夏堂と呼ばれていたものは、厳島大明神の本地と考えられた十一面観音像を納め
た本地堂のことである 一七。海岸縁に建てられた夏堂は、海上に造営された本社本殿と平橋
によって結ばれていたが、土石流などの自然災害の結果、本社後方の陸地が増え、平橋は現
在の橋脚間十九間の橋長まで縮小された。失われていた夏堂は天正九（一五八一）年に毛利
輝元によって再建されたが、平橋橋脚に使われている大面取の赤間石は輝元の先祖である



元就の奉納と伝承される。 
 

 
写真一 厳島神社本殿（左）と夏堂四足門（右） 
 



 
写真二 厳島神社夏堂四足門 
 
 夏堂は、桁行三間、梁間二間の身舎正面および両側面に一間通りの庇を付けた桁行五間、
梁間三間の平面構造である。屋根は日吉造を思わせる切妻檜皮葺であった。総角柱で内部は



板敷となっており、縁長押と内法長押で柱を固め、組物には最も簡素な舟肘木を用いた。身

舎梁と繋梁はいずれも陸梁で、妻壁だけに妻飾として 豕
いのこ

扠首
さ す

を置き、他は天井裏に隠れる

ため、棟束にしていた。十一面観音像を安置する身舎には天井を張っていたが、庇は一間疎
垂木を化粧屋根裏に用いていた。柱間は一間を妻戸としているほかはすべて蔀戸であった。
身舎の周囲には廻縁を回していた。 
 本地堂を夏堂と呼ぶのは夏安居を行う施設だからである。安居はサンスクリット語のヴ
ァールシカであり、雨期を意味する言葉である。インドでは雨期になると草木が繁茂して昆
虫や小動物の活動が活発になる。このため、修行僧は無益な殺生を恐れて、雨期の間は遊行
を止め、一か所に集まって定住修行を行う。日本でも極めて古い時期から仏教行事として導
入されており、日本書紀にも二か所に登場している。一つは巻第二十九天武天皇紀下であり、
「是夏、始請僧尼安居于宮中、因簡浄行者卅人出家」というものである。もう一つは巻第三
十持統天皇紀に「庚寅、於内裏始安居講説」とある。このように天武・持統朝のころ、宮中
の仏教行事として夏に講説を伴うような、多くの僧尼による祈願が行われるようになり、こ
れを安居の名で呼んだことがわかるのである。 
 問題は冬安居である。安居は元々夏安居であるから、冬安居がなければ夏安居とわざわざ
呼ぶ必要はない。栄西禅師の興禅護国論では中国禅林のしきたりとして冬夏安居があると
しており、四月十五日結夏し、七月十五日に解夏すること、また、十月十五日に受歳し、正
月十五日に解歳することが記されている。その一方で道元禅師の正法眼蔵では、梵網経のな
かに冬安居があるが、その法は日本に伝わっていないと否定的である。だが、パーリ語経典
である梵網経に冬安居はありえない。実際、梵網経を実際に読めば、言っているのは夏冬に
座禅せよということであって、安居については夏だけしか語っていないことがわかる。ただ、
これらの章句が同じ個所に連続して現れるので、中国と日本では誤解されてきたというこ
とであろう。 
 ただ、誤解であるにせよ、日本でも冬安居は夏安居と並んで古くから行われてきた。現在
も四天王寺の講堂は内部が夏堂と冬堂とに分かれるが、この構造は平安時代に遡ることが
できそうである。というのは、四天王寺古文書のうち、寛弘四（一〇〇七）年に出現したと
伝わる御手印縁起に次のように書かれているからである 一八。 
 

講法堂一宇 瓦葺八間 
 夏堂四間、金色阿弥陀仏像一軀、丈六 
 冬堂四間、塞観音一軀 

 
 この縁起には仏子勝鬘の自著があり、御手印も押されているが、聖徳太子に仮託されて、
発見された当時作成されたものと推定されている。実は冬堂の存在は四天王寺を措けば現
在確認できないのだが、夏堂は厳島大明神他いくつも確認できる。このことから、平安時代



後期以降、安居が夏冬に行われることはかなり一般的だったと考えて間違いない。 

 

 
写真三 四天王寺講堂 

 
 夏堂のうち、本殿内陣の真裏に位置するという点で厳島大明神に配置的によく似た感神
院祇園社を見ておこう 一九。現在の八坂神社本殿は承応三（一六五四）年の再建であるが、
概形は久安四（一一四八）年の造営時に遡ることが明らかにされている。当初の社殿は文治
五（一一八九）年と建保二（一二一四）年に修築された後、承久二（一二二〇）年に焼失し
た。夏堂と呼ばれたのは、独立した堂宇ではなく、本殿中内陣の北側、本殿の最背面にあた
る後戸の空間である。ここには神に仏教儀礼の供花と供水を行うための閼伽棚が置かれた
場所であった。感神院祇園社では夏堂は花堂とも書かれるが、それは夏安居の間毎日供花を
行ったことに由来する。実際、感神院祇園社では後戸の空間は、夏安居に参加する夏衆の詰
所の役目も果たしており、神供はいったん後戸に下げてから社家や社僧に下された。また、
後戸においては、夏衆の飲食である直会も行われていた。 

 



 
写真四 八坂神社本殿後戸 

 
 厳島大明神では当初夏堂と呼ばれていた観音堂が、徐々に本地堂としか呼ばれなくなる
経過が見られる。これは当初夏堂で行われていた夏安居の供花が次第に行われなくなり、神



の本地仏を祀る建物に純化していったことと相即していると考えられる。感神院祇園社は
疫病神である武塔天神、あるいは、牛頭天王を祀るが、本地仏は薬師如来である。夏安居に
おいて供えられた花は当然薬師如来に手向けられたと考えられ、本殿後戸が観念のなかで
は本地仏を祀るお堂と意識されていったことから夏堂の名称が発生したものであろう。実
際に本地堂を分離した厳島大明神も夏堂の名称が使われたのは、同じような変化を反映し
ているものと推測されるのである。 
 
 
おわりに 
 
 これまでの考察を総合するかたちで、平氏政権の時代の厳島参詣を追体験してみよう。 
 舟が岸を離れると南に、観音浄土である補陀落山と見紛う弥山を背負った宮島が迫って
くる。正面の夏堂には十一面観音が我々凡夫を救うために足下を波洗う岸辺に立ちおわし
ます。しかし、眼前に広がる朱塗りの廻廊と寝殿造の社殿はなんであろうか。仏が和光同塵、
凡夫に近い神の姿で垂迹した大明神の社である。それはまるで海上に浮かぶ竜宮の姿を彷
彿とさせる。厳島の神は娑羯羅竜王の娘であった。まことに厳島は法華経の霊場である。提
婆達多品において竜女は変成男子して成仏を遂げ給うのだ。 
 厳島大明神を娑羯羅竜王の娘とする伝承はその後更なる展開を見せることになる 二〇。天
台僧である光宗が延慶四（一三一一）年から貞和三（一三四七）年まで筆録した渓嵐拾葉集
には、厳島の竜女とは弁財天のことであり、その本地は如意輪観音であると書いてある。ま
た、瑞渓周鳳が著した臥雲日件録は文安三（一四四六）年から文明五（一四七三）年までの
記録だが、厳島の本地の説話を取り上げており、推古天皇の御代に一人の美人が舟に乗って
やってきたが、この夫人が大蛇と化して厳島の神になったと記している。このため、百八十
間の廻廊はその大蛇がとぐろを巻いているかたちを映しているのだというのである。 
 このように、平家物語にも記載された厳島の神を竜女とする伝承と結びついて、弁財天と
同一視され、最終的には蛇体の宇賀弁財天とまで習合されるようになった。しかし、この習
合過程は偶然のものではなく、法華経に見られる娑羯羅竜王の娘の竜女成仏の説話を導き
の糸とするものであった。法華経への信仰は観世音菩薩への信仰と一体のものであり、この
習合過程も強い関連性が示唆される那智と厳島に共通のものと見られる。実際、那智の滝は
それ自体が飛竜権現としての信仰を集めている。さらにその深層には、観世音菩薩の原像で
あるアナーヒターと弁財天ことサラスヴァティーとの根源的一体性があると考えられる。 
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