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はじめに

本稿では､かつて厳島にあったとされる｢今社｣の成り立ちを探ることで(1)､厳島神社における平

清盛への厚い崇敬の念､ ｢平清盛信仰｣とでも呼ぶべきものの源流を明らかにしたいと考える｡

さて､厳島神社関係の史料をひもとくとき､平清盛への感謝の思いが最初に確認できるのは､戦

国時代末期の天正八年(一五八〇)に成った｢房顕覚書｣の次の記事である(同三条)0

【史料1】
-　在時清盛入道殿､高野山江詣テノ時､大師清盛二直ノ玉7､越前ノ慶ノ社サカン成共､厳島

ヲ造栄在へシト被仰渡レケル間､舎弟ノ頼盛ヲ為奉行､~社々ヲ立替､鳥居々々ヲ立カへラ

ル､､女院ヨリ伊与国新庄ヨリ米三千石送り被参ル､

この記事から戦国時代に今日の厳島神社の礎を築いたと考えられる棚守房願も(2)､平清盛が弘法大師

の示現を受け弟頼盛を奉行とし､同神社の複数の社殿や鳥居を立て替えたと考えていることが分か

る(3)｡海上に浮かぶかのように立つ厳島神社の美しい社殿は､平清盛が建立したとするこの理解はい

まなお揺るいではいない(4)｡厳島神社の関係者のみならず周りの人々のあいだでも､平清盛の功績に

感謝しその遺徳を称える思いはなお再生産され続けている｡篤志家の発願によって昭和二十九年

(一九五四)三月に､ ｢清盛神社｣が厳島神社に隣接する西松原に創建されたのは､その象徴的な出

来事といってもよいであろう｡昭和二十七年頃の日本はまだ太平洋戦争の敗戦の重苦しさを引きず

っていた｡しかし､この年が平清盛の没後七七〇年に当たるのを機に､その遺徳を称える同神社の

創建が発願されたのである｡そして､清盛神社の社殿が二年後に完成すると､三翁社(元｢山王社｣)

の右殿から平清盛の神霊を移し､彼の命日に当たる三月二十日に毎年清盛神社祭を催すようになっ

たわけである(5)｡

なお､清盛神社がこのように昭和二十九年に西松原に創建されたのは､平清盛を示巳る神社がそれ

まで宮島には存在していなかったためとされる｡では､平清盛の神霊はもともと三翁社に鎮座して

いたといえるのだろうが6)｡厳島神社における平清盛信仰の源流を明らかにするには､このことにつ

いて確かな理解を得ることが不可欠になる｡そこで､以下､次のような手順で検討を加える｡まず､

(1)平清盛の神霊は神仏分離以前に､どこでいかに配られていたかを確認する｡次に､ (2)戦国

時代の厳島神社で平清盛の神霊は､どこで和られていたのか､その神事･祭礼の特色をも合わせて

明らかにする｡さらに､ (3)平清盛信仰の始発点といえるものを見出し､これと平清盛信仰の関わ

りについて検討する｡最後に､残された未解決の課題に関して見通しを述べることにする｡

まず､平清盛の神霊が江戸時代にどこで､いかに配られていたかを確認する｡

一　江戸時代に平清盛の神霊が紀られた｢場｣と神事･祭礼

(1) ｢今社｣から移された山王社の神事･祭礼

清盛神社が昭和二十九年に西松原に創建されたとき､さきに述べたように平清盛の神霊は三翁社

の右殿から移されたという｡なお､神仏分離以前に山王社の本殿の一基に平清盛の神霊が配られて

いたことば7)､江戸時代末期の文政八年(一八二五)に編まれた『芸藩通志』巻十四の記事で初めて

確認できる｡ ｢平相国を配祭る｡又佐伯祖神をも､配祭すといふ｣と記し､ ｢山王社祭｣についても
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次のような説明を加える｡

【史料2】

二月､十一月､上酉の日､雨宮､内侍､神楽男､仕入､配膳､相会し､神供を献し､求子の舞

ひをなす｡九月廿一日にも､祭集､舞楽あり｡古文書に相国祭のこと見ゆ.此祭の事なるべし｡

当社､平相国を配祭るといふ｡

まず､史料2の｢九月廿一日にも､祭実､舞楽あり｣と

いう記述は､もともと｢九月二十三日｣とあったものの

誤写と考えられる｡なぜなら､天保十三年(一八四二)

に刊行された『厳島図会』巻之二には､次に掲げる図1

｢山王祭之図｣が収載されており､その祭日は九月二十
一日ではなく九月二十三日となっている｡

だが､元禄十年(一六九七)に成った『厳島道芝記』

巻二では､九月二十三日の山王社祭については全く触れ

られていない｡図1に描かれる九月二十三日の山王社祭　図1 9月23日山王票の図(『厳島図会』巻之2)

は盛大な神事･祭礼と考えられるので､江戸時代中頃に

はこの祭りは成立していなかった可能性が大きい｡ところが､史料2から知られるように､ 『芸藩適

意』の編者は九月二十三日の山王社祭を｢相国祭｣と考えている(8)｡ 『芸藩通志』の編者のように九

月二十三日の山王社祭を｢相国祭｣と考えるならば､同社で平清盛の神霊を慰める神事･祭礼が始

まったのは江戸時代中頃以降と推測することもできる｡しかし､ ｢古文書に相国祭のこと見ゆ｣とい

うことであれば､新たに始まった九月二十三日の山王社祭が､平清盛の神霊を慰める神事･祭礼と

見なすのもいささか矛盾する｡ 『芸藩通志』の編者は山王社に平清盛が紀られていることを知ってい

ても､同社のどの神事･祭礼がもともと彼の神霊を慰めるものであったのか十分には分かっていな

いようである｡

なお､さきの史料2に戻ると二月と十一月の初申祭の翌日､初酉に山王社で神事･祭礼が執り行

われていたことが知られるo　二月と十一月の初酉に営まれる山王社の祭りは､元禄十年に成った

『厳島道芝記』巻二でも確認できる｡そして､山王社で二月と十一月の初酉に営まれていた神事･祭

礼は､次に掲げる史料3から江戸時代の早い段階まで遡ることができる(｢厳島野坂文書｣一九三

九号)0

【史料3】

厳島年中御神事御祭礼次第
一正月一日寅一天二御おんそ参

(中　略)

(二月)

初申御祭御供参　但周防山代藤谷御社米ニテ調之､

(中　略)

-初申ノ夜､府中上卿ヨリ代三十疋､各式帖ノ礼ニテ御雇楽頭役也､

一同酉日幣ノ本十疋､　同上卿ヨリ調之､

新帳二山王之事

①一同酉日今社御祭　乙女子舞在之､
社家各本内侍勤之､

但､雑女鳥式ツ､雑掌色々在之､右免田五段平良宮内二在之､
-南京拾五貫文徳分より圃之､

一同日大御前ニテ法花儀法言南之､上席ヨリ八人聴衆武人勤之､

右之免田平良村こんかう九二在之､
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(中　略)

(十一月)

-初申御祭　御供参　但山代藤谷御社米ニテ調之､

(中　略)

②-酉日今社御祭　乙女子舞在之､雑掌アリ､

右､田五段川井二在之､
-同日於大御前法花八講在之､上席ヨリ八人　聴衆武人勤之､

右之免田三宅村二在之､

(後　略)

*史料の頭部に説明の便を考えて① ･ ②の記号を付した｡

さて､史料3に書き上げられた厳島神社の神事･祭礼は､戦国大名毛利氏の支配下にあった最末

期のものと考えられる｡まず､史料3の①の箇条の添書きとして､ ｢新帳二山王之事｣とあるのが注

目される｡二月の初酉の神事･祭礼はもともと｢今社｣において執り行われていたけれども､新た

に作られた｢厳島年中御神事御祭礼次第｣では山王社の祭りとして書き上げられているという｡し

かし､史料3の②の箇条には､これに類した添書きは全く見られない｡その理由として次の二つの

可能性が考えられるo (あ)十一月の初酉の神事･祭礼の場合は､旧来のように｢今社｣で続いてい

たため添書きがない｡ (い)十一月の初酉の神事･祭礼の場合も､二月と同じく｢今社｣から山王社

に移っていたが､ ｢新帳二山王之事｣のような添書きしなかった｡さきに見たように江戸時代中頃に

は二月の初酉の神事･祭礼だけでなく､十一月の初酉の神事･祭礼も山王社で営まれていた｡ (あ)

のように両者が違っていたと考えるより､ (い)の可能性のほうがより現実的であると思われる｡そ

して､結論をさきに述べることが許されるならば､戦国時代末期頃まで｢今社｣で執り行われてい

た二月と十一月の初酉の神事･祭礼は､江戸時代初期から新たに山王社で執り行なわれるようにな

ったということになるo　なぜなら､これは二月と十一月の初酉の神事･祭礼の費用を同時期に､ ｢今

社｣より山王社へ移し替えたことが確認できるからである｡まず､戦国時代を通して厳島神社から

山王社へ､その神事･祭礼のための費用を支給した徴証を見出すことができない｡少なくとも文禄

三年(一五九四)十月二十八日付けの｢厳島社内宮外宮年中祭田付立｣までは､ ｢今社｣に二月と十
一月の初酉祭合わせて六石三斗二升の米が用立てられている(｢野坂文書｣二一八号)｡ところが､

慶長八年(一六〇三)二月七日付けの｢厳島社社米波方覚｣では､二月の初酉の神事･祭礼の経費

として厳島神社から山王社へ｢米三石五斗｣が支給されている(｢野坂文書｣一七八号)｡また､江

戸時代に入ってからのものと考えられる｢厳島社四季祭人目注文｣によると､二月だけでなく十一

の初酉の神事･祭礼のおりにも､山王社に費用として米三石五斗が支給されている(｢厳島野坂文書｣
一九〇一号)｡そのうえ､厳島神社の神事･祭礼の費用に触れた江戸時代の史料なかで､ ｢今社｣の

神事･祭礼に該当するものを見出すことができない｡ゆえに､長らく｢今社｣で続けられてきた二

月と十一月の初酉の神事･祭礼は､江戸時代に入るとまもなく山王社に移され､同社の神事･祭礼

として続くことになったといえる｡

では､二月と十一月の初酉に営まれる神事･祭礼が､なぜ江戸時代に入ると｢今社｣から山王社

へ移されたのであろうか｡残念ながら､この疑問を解くための手掛かりを見出すことができない(9)0

しかし､ ｢今社｣の神事･祭礼が山王社へ移されたことは動かしようのない事実であって､その神

事･祭礼の対象となる祭神も同じく｢今社｣から山王社へ遷座したと考えざるをえない｡では､ ｢今

社｣から山王社へ遷座した祭神は､平清盛の神霊といってよいのであろうか｡また､それはどのよ

うに紀られていたのであろうか｡

次はこの二つの問題について､どうしたら整合的な理解が得られるかを検討する｡
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(2) ｢今社｣から山王社へ移された神事･祭礼の祭神

戦国時代の末期まで｢今社｣で執り行われていた､二月と十一月の初酉の神事･祭礼の祭神は､

果たして平清盛の神霊と考えてよいのであろうか｡次に掲げる十一月四日付けの｢毛利輝元供米返

事｣が(｢厳島野坂文書｣七六八号)､この疑問を解く重要な手掛かりを与えてくれるように思われる｡

【史料4】

(裏打親端表書)

｢今社平相国御祭之事｣

御状披閲候､昨日今社平相国御祭被遂其節､三社之御供米送給候､頂戴令満足候､今度者何与乍

申､別而御馳走之段無中計候､何様従吉田重畳可令申候､恐々謹言､

(元亀三年)

十一月四日

棚守左近衛将監殿
御報

(裏打紙切封)

｢ -ニー｣

(毛利)

輝元(花押)

この史料4は戦国時代後期に｢今社｣で平清盛の神霊を慰める､神事･祭礼が執り行われていたこ

とが分かる唯一の史料である｡しかも､当時､ ｢今社｣で執り行われていた神事･祭礼は､二月と十

一月の初酉に営まれたものしかない｡史料4の供米返事は十一月初酉に｢今社｣での神事･祭礼を

終えたあと､厳島神社から送られた供米に対する礼状と考えて間違いない(10)｡かくして､僅かに-過

ではあるが史料4が伝えられたことで､ ｢今社｣に示巳られていた祭神は平清盛の神霊であったことが

明らかになった｡また､毎年二月と十一月の初酉に営まれる神事･祭礼は､彼の神霊を慰めるもの

であることが分かる｡ゆえに､江戸時代初期に｢今社｣から山王社に遷座した祭神というのは､同

社に示巳られていた平清盛の神霊と考えてよいであろう｡そして､昭和二十九年に西松原に清盛神社

が創建されたとき､山王社から移された平清盛の神霊はこのときに｢今社｣から遷座したものとい

うことができる｡

ところで､いま一度､史料4の書面に注意を払うならば､かつて｢今社｣に示巳られていた祭神は

平清盛の神霊だけでないことに気付く｡なぜなら､毛利輝元は｢今社｣の神事･祭礼について､ ｢今

社平相国御祭被遂其節､三社之御僕米送給候､頂戴令満足候､｣と述べているではないか｡毛利輝元

はどうして｢三社之御供米送給候｣と記しているのだろうか｡ ｢今社｣の神事･祭礼は平清盛の神霊

を慰めるためであるが､同社には外に二神が合わせ示巳られており､その供米も毛利輝元のところに

届けられたと考えざるをえない｡そして､図2として掲げた江戸時代山王社本殿平面図によれば

(『広島県の近世社寺建築』､一九八二年)､平清盛の神

霊が紀られていたという山王社の右殿には､外陣から　画数門　｢.｣叫　　仲

≡き　≡-;== ≡_-:--

平市G? 1/1(氾

図2　山王社(三翁社)本殿3基の平面図

■第3部研究成果

内陣へ三カ所の入口があったことが確認できる｡同神

社の中央殿･左殿はこれとは異なっていて､外陣から

内陣への入口は-カ所しか見出せない｡山王社では右

殿のみ平清盛の神霊の外に､二柱の神霊も祭神として

示巳られていた可能性が大きいといえる｡

かくして､以上のように考えることができるならば､さきの毛利輝元の｢三社之御供米送給候｣

という言葉はより理解しやすくなる｡少なくとも戦国時代末期までの｢今社｣には､平清盛の神霊

の外に二柱の神霊を肥る詞が立っていた｡そして､これらの三柱の神々は江戸時代初期に山王社の

右殿へ､つまり同じ社殿のなかに移されたという結論に達することができるであろう(ll)0

しかし､ 『厳島道芝記』巻二では山王社の｢中の社は江州滋賀郡坂本の山王を勧請しけるゆへに､

坂本といふにや｣と述べるに止まり､ ｢左右の御社は当島におゐて､口決ある御神といひ伝ふ｣とあ

187



教員による研究成果

第3部　研究成果

るのみである｡では､江戸時代初期に｢今社｣から山王社へ移された平清盛などの祭神が､一〇〇

年近くも外部に秘せられていたのはいかなる理由によるのであろうか0

次は､ ｢今社｣の祭神をめぐるこの疑問について､同社が立地していた場所の検討を行い､さらに

同社の神事･祭礼の特色を探ることで解決の手掛かりを求める｡

二　戦国時代の｢今社｣の立地場所と神事･祭礼の特色

日)戦国時代における｢今社｣の立地場所

平清盛の神霊を慰める神事･祭礼が戦国時代末期まで､ ｢今社｣と呼ばれる神社で執り行われてい

たことはさきに述べたとおりである｡だが､この｢今社｣が厳島のどこに立地していたのか､戦国

時代の文書･記録からは窺い知ることができない｡次は､これに前後する長い時代に視野を広げ､

｢今社｣の立地場所を見出すことができる手掛かりを探る｡

｢今社｣の名前は正治元年(一一九九)十二月目付けの､ ｢伊都岐島社政所解｣で早くも確認する

ことができる(｢新出厳島文書｣二四号)｡また､ ｢今社｣は鎌倉時代の前期に｢今宮｣とも呼ばれて

いたようである(同上一一一号)｡ ｢今社｣が｢今宮｣とも呼ばれていたならば､同社は｢御霊信仰｣

に関わる神社であった可能性が大きい｡そして､ ｢御霊信仰｣に関わる地名ということであるならば､

正安二年(一三〇〇)四月十五日付けの｢伊都岐島社未造殿舎造営料言上状案｣には｢御料(霊)

河｣が見える(｢大願寺文書｣一号)｡このように｢今宮｣と｢御霊信仰｣に関する言葉が､鎌倉時

代前期から厳島神社の文書･記録に散見する｡したがって､ ｢今社｣は｢御霊信仰｣と関わりがある

といってよいだろう｡

そして､ ｢今社｣と｢御霊信仰｣との関わりが認められるならば､ ｢御霊川｣という地名が同社の

立地場所を明らかにする手掛かりになりえる｡ ｢御霊川｣という地名は戦国時代後期の､天正十一年

(一五八三)三月十三日付けの｢毛利輝元厳島中綻書条々写｣でも見出すことができる(｢厳島野坂

文書｣五三八号)｡ ｢御れう川滝川江塵芥せいしやう仕掛之事｣と書かれており､ ｢滝川｣と｢御れう

川｣が対で用いられている｡なお､ここで｢御霊川｣と呼ばれている川は､今日の紅葉谷川を指す

ものと考えられる｡さらに､次の『厳島道芝記』巻五の記事を見るならば､ ｢御霊川｣の上流に｢若

宮原｣という地名のあったことが知られる｡

【史料5】

①　御手洗川

西行撰集抄に､東の野に活き流れあり｡ミたらひといふとかけり｡則此川なり｡又の名を御霊

川と云｡流の上に若宮が原とてあれば､是によりて故ある名にや｡ (中略)いにしへよりながれ

の活きゆへに､神前毎日の御供米を此水にて洗ふ｡近き比ハ川の上まて人家たちならべり｡こ

れによって不浄を遊､今ハ此川にてあらひ侍らず｡しかれども川にハ御注連縄を引､其しるし

今に残れり｡ (後略)

②　若宮原

夏堂の前より二十町余､御霊川を伝ひのはりて左の方に広き野あり｡いにしへより清浄地の由

いへり｡

*史料の頭部に説明の便を考えて① ･ ②の記号を付した｡

まず､ 『厳島道芝記』の編者は｢御霊川｣という名前について､史料5の①でその上流にある｢若宮

が原｣に由来するとの理解を示している｡ ｢若宮が原｣は同じ史料の②によると､厳島神社本社本殿

の真後ろにあった｢夏堂｣ (本地堂)から､ ｢御霊川｣を上流に伝い上って約二二〇〇メートルの左

側にあるという｡ただし､ 『芸藩通志』巻十六には｢若宮原｣について､ ｢紅葉谷川より､川を渡り､

三町許にして､原あり｡清浄の地なり｣とある｡ 『芸藩通志』巻十六の叙述を信じるならば､ ｢若宮

が原｣は｢御霊川｣を伝い上って右側に位置することになる(12)｡また､ 『芸藩通志』巻十六ではさら
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に､ ｢今ハ両手も､なけれど､若宮とよべるハ､もと神居の地と見えたり｣とも指摘する｡当時の

｢若宮が原｣には社殿はないけれども､その呼称から｢神居の地｣と考えられるという｡

かくして､ 『厳島道芝記』や『芸藩通志』の編者が書き残してくれた､江戸時代の厳島の地名伝承

やその所見に従うならば､のちに紅葉谷川と呼ばれるようになった｢御霊川｣の上流には､かつて

｢御霊信仰｣に関係する神社があって､多少風変わりなこの川の名前もその神社に由来するものであ

ったと考えることができる｡しかし､江戸時代の識者が｢御霊川｣の由来と考えるのは｢若富原｣

であって､この川と｢今社｣が直ちに結び付かないのは問題といわざるをえない｡ゆえに､鎌倉時

代の初期から｢今社｣の存在が知られているが､同社が｢若宮｣とも呼ばれたことをまず明らかに

する必要があるoつまり､江戸時代の識者の｢御霊川｣に関する理解が｢今社｣と結び付くために

は､ ｢今社｣が｢若宮｣とも呼ばれた可能性があることを立証しなければならない｡

ところで､ ｢今社｣の神事･祭礼は戦国時代末期まで二月と十一月の初酉に営まれ､厳島神社の代

表的な祭りの一つであった｡厳島神社における｢今社｣の神事･祭礼を以上のように理解したうえ

で､棚守房顕が永禄十二年(一五六九)六月十八日に認めた次の短い一文に注目することにする

(｢野坂文書｣二三号)｡

【史料6】

絵縁起上巻　前書

大宮御前　乾向､客人　坤向､山王･若宮　西向､滝御前　乾向､

これは棚守房顕が厳島神社の｢絵縁起｣を息子元綱に譲るとき､その譲状の奥書の頭書に書き入れ

たもので､描かれている社殿の向きの特色を述べたものである｡ここに書き上げられている五つの

神社はというと､厳島神社を代表する主だった神社名ということができる｡しかし､戦国時代後期

の厳島神社に山王社と併記され､ ｢若宮｣と呼ばれる神社があったことは確認できていない｡また､

｢若宮｣の神事･祭礼に特別に免田が割かれている､同所で恒常的な神事･祭礼が行われていたこと

も不明である｡ただ､この｢若宮｣という呼称は多くの場合に｢御霊社｣を意味しており､ ｢今社｣

(｢今宮｣)もこれと同義で用いられていたと考えることができる｡ゆえに､史料6で山王社と併記さ

れている｢若宮｣は､ ｢今社｣とも呼ばれた神社であるとの理解が可能になる｡以上の私見が承認さ

れるのであれば､ ｢今社｣は紅葉谷川の上流の｢若宮原｣に立地していたと想定できる｡

では､ ｢今社｣が紅葉谷川上流の｢若宮原｣に立地していたとすると､二月と十一月の初酉に平清

盛の神霊を慰めるため､そこでどのような神事･祭礼が営まれていたのだろうか｡

次は､二月と十一月の初酉における｢今社｣の神事･祭礼の特色を明らかにする｡

(2) ｢今社｣における戦国時代の神事･祭礼の特色

どのような人が｢今社｣の神事･祭礼を執り行っていたのであろうか｡このことが分かる史料は

永禄六年(一五六三)八月十三日付けの､ ｢厳島内外宮社役神事次第｣まで下らざるをえない(｢巻

子本厳島文書｣五五号)｡二月と十一月の初酉の｢今社｣の神事･祭礼には､ ｢六ケ衆各内侍十人､

舞方･楽人十八人出仕ス｣とある｡社家の最上層の｢六ケ衆｣を始め三四人にもの人々が､この神

事･祭礼に参加しているのが知られる｡かなり規模の大きい神事･祭礼であったと考えることがで

きる｡なお､さきに掲げた史料3の①･②の項目には､ ｢今社｣の神事･祭礼の様子が詳しく書かれ

ていた(13)｡まず､二月の初酉の神事･祭礼のおりには､社家各(｢六ケ衆｣)や本内侍が出仕し､ ｢乙

女子｣ (求子)の舞いが舞われるという｡この舞いに際して歌われた求子歌は｢東遊歌｣の一つで､

次に掲げる歌の変形ではないかと考えられる(14)｡

【史料7】

あはれ　ちはやぶる　賀茂の社の　姫小松　あはれ　姫小松　万代経とも　色は変

あはれ　色は変らじ

求子歌という歌は｢色変りしない松をよんだもの｣と理解されるから(15)､この舞いは｢今社｣に示巳ら
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れる平清盛の神霊に対して､変わることのない思いを伝える役割を担っていたのかもしれない｡求

子の舞いは十一月の初酉の神事･祭礼のときも舞われており､神事･祭礼の場が｢今社｣から山王

社に移っても､江戸時代末期まで続いていたことが知られる(『芸藩通志』巻十四)｡さて､史料3

の①にある二月の初酉の神事･祭礼の項目に戻るならば､求子の舞いのあとに参加者の｢雑掌｣ (会

食)まで仕組まれていたことが分かる｡また､史料3の②を見ると､十一月の初酉にも｢今社｣で

｢雑掌｣ (会食)が行われていることが確認できる｡これは平清盛の神霊との共食の意味合いがあっ

たとも推測される｡

いま一つ看過することができないのは､二月の初酉の神事･祭礼の当日に厳島神社の｢大御前｣

(本社)では｢法華魔法｣が行われ､ ｢今社｣の神事･祭礼に類して供僧の上席八人がこれを務めて

いることである｡厳島神社の｢大御前｣で営まれるこの｢法華俄法｣も､ ｢今社｣の神事･祭礼とよ

く似た意味合いをもつといえよう｡つまり､当神社と深い関わりを持つ平清盛の神霊を供養する仏

事ということである(16)｡改めて史料3の②を見るならば､十一月の初酉においても､厳島神社の｢大

御前｣で｢法華八講｣が営まれているのが確認できるo　これも二月の初酉の場合と同じく､ ｢今社｣

の神事･祭礼と対をなすものであって､平清盛の神霊を供養する意味合いを持ったと考えられる｡

なお､厳島神社の｢大御前｣における二月の初酉､十一月の初酉の仏事について､それぞれ免田が

割き与えられていることにも留意しなければならない｡さきに史料4を掲げ戦国時代の後半には､

十一月の初酉に｢今社｣で｢相国祭｣が営まれていたことを指摘したが､以上の検討に従うならば

厳島神社の｢大御前｣において､いま一つの｢相国祭｣が執り行われていたということもできるで

あろう｡そして､江戸時代後期になると二月の初酉のおりにも､厳島神社の｢大御前｣では｢法華

俄法｣ではなく､レベルアップした｢法華八講｣が営まれるようになっていたのである(『厳島道芝

記』巻六､ 『芸藩通志』巻十四)｡つまり､二月の初酉の神事･祭礼もまた､十一月のそれと同じ位

置づけを持つようになったと考えられる｡

しかし､二月と十一月の初酉に｢今社｣で盛大に営まれた神事･祭礼､同日に厳島神社の｢大御

前｣で執り行われた厳かな仏事が､いつまで遡ることができるのかその直接的な手掛かりはいまの

ところ得られていない(17)｡

なお､厳島に｢今社｣という神社が存在していたことは､早くも鎌倉時代初期の正治元年(一一

九九)の段階で確認することができる(｢新出厳島文書｣二四号)｡次は､平清盛の神霊を絶ってい

たこの神社をだれがいつ､どのような目的で設立したと考えられるのか､残された僅かの文書･記

録を用いてその可能性を探ることにする｡

三　鎌倉時代初期における｢今社｣の設立とその日的

｢今社｣は紅葉谷川の上流にある｢若宮原｣に立地していたと推測でき､当社は平清盛の神霊が示巳

られていたことも明らかになった｡そして､ ｢今社｣は鎌倉時代前期には｢今宮｣とも呼ばれていた

から､この神社は平清盛の怨霊を鎮めるため設けられたものとの見通しを得ることができた｡以上

の検討結果を踏まえ､まず｢今社｣の設立者が誰かについて考える｡

さて､建暦二年(一二一二)七月目付けの｢斎院庁下文写｣に(｢新出厳島文書｣二六号)､鎌倉

時代初期に厳島に設けられていた｢新宮｣ (今宮)についての言及が見られる｡次は､この文書(史

料8)を有力な手掛かりとして､ ｢今宮｣つまり｢今社｣を設立したと考えられる人物について検討

を試みる｡

【史料8】

斎院庁下　伊都伎島社司等

可早以安摩庄私得分内半分参拾五斜､為当社御供料亭､

副下　院宣一紙
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右､今月七日　院宣偉､伊都伎島訴申安摩庄上分米事､故入道大納言頼盛卿以私得分始奉免本社､

後改移新宮､云彼云是､共以彼卿所為也､互非可黙止､於自今以後者､各以参拾五射為本数､

毎年無僻怠可令進済本新両社之由､被仰庄家華､若敦未済者､相触領家､憧可令究済之由､可

令下知社家云云者､早任　院宣状､以彼庄私得分漆給料内半分参拾五斜､毎年無僻怠可為当社

御供料也､庄家若致願意者､相触領家可令究済之状､所仰如件､社司等宜承知､不可遠矢､放下､

建暦二年七月　日　　　　　　知家事右衛門少志安倍　在判

別当大納言兼中宮大夫藤原朝臣　在判

左大弁兼信濃権守藤原朝臣　在判

まず､史料8で問題となっている｢安摩庄私得分｣であるが､これは平頼盛が治承三年(一一七

九)十二月七日付けで厳島神社に寄進した七〇石の米を指す(｢新出厳島文書｣四七号)｡なお､平

清盛は同年十一月十四日に後白河上皇を鳥羽殿に幽閉すると､同月十七日には弟平頼盛をも含む上

皇派の公家の官職を解いたうえに､同月二十二日にはその所領をも没収したことが知られる(18)｡しか

し､平頼盛の｢安摩庄私得分｣七〇石は八条院領に属していたため､このおりに没収される憂き目

に会うことがなかったわけである｡そして､この私得分を自らの現当二世のため厳島大明神に寄進

するとともに､高倉天皇の安穏や皇統が幾久しく続くことを願うことになった(19)｡しかし､平頼盛は

なぜかさきに寄進した七〇石の私得分を厳島神社から悔い返して､同島に新たに設立した｢新宮｣

に改めて寄進することになったわけである｡その結果､彼の没後に厳島神社の社司らがこのことを

後鳥羽上皇に訴え出たため､史料8のように｢本社｣と｢新宮｣で七〇石の私得分を折半する裁許

がなされることになった｡以上の一連の事件の経緯を考えるならば､平頼盛の七〇石の私得分の寄

進と悔い返しについて､次のような二つの疑問が思い浮かぶであろう｡

まず､ (ア)平頼盛は兄清盛の手で解官され所領も奪われて､まさに失意のどん底にあったときに､

なぜ｢安摩庄の私得分｣七〇石を厳島神社に寄進したのであろうか｡そして､このことと裏腹の関

係にあると思われる疑問が､平頼盛はなぜ｢安摩庄私得分｣七〇石を厳島神社から悔い返すことが

できたのか､これを｢新宮｣に寄進することが可能になったのかということである｡平頼盛が置か

れていた政治的に非常に厳しい状況のなかで､彼の強い意向を受けてこの難問を解決することがで

きたのは､当時の厳島神社で殊腕を振るっていた神主佐伯景弘をおいては考えがたい｡しかし､平

清盛と結んで厳島神社を隆盛に導いた神主佐伯景弘､兄平清盛に劣らず厳島神社に厚い崇敬を寄せ

ていた平頼盛(20)､この二人の人物がいかなる関係を取り結んでいたかについては､これまで全くとい

ってよいほど注意が払われてこなかった｡平頼盛と神主佐伯景弘が非常に親しい関係にあり､互い

に補い合うような緊密な交わりを結んでいなかったならば､さきに厳島大明神に寄進した｢安摩庄

私得分｣七〇石を悔い返して､それを改めて｢新宮｣に寄進することなど不可能であったと考えら

れる｡なお､この疑問を解決するのに参考になると思われるのが､神主佐伯景弘と平頼盛の妻の父

僧寛我との交流である｡中原業長が承安四年(一一七四)九月二十九日付けで神主佐伯景弘に書状

を送り､厳島神社に安芸国高田郡三田風早を寄進する意向を伝えたとき､ ｢故木寺法印御房｣のとこ

ろで何度も会い､関係の文書をもかつて見せたことがあると述べている(｢厳島野坂文書｣一七六九

号)｡ここで｢木寺法印｣と呼ばれているのは､仁和寺の僧で六勝寺の随一法勝寺の上座をも務めた

僧寛雅のことをいう｡しかも､僧寛雅は後白河上皇から厚い信頼を受けた僧俊寛の父であり､八条

院に女房として仕えた平頼盛の妻の父でもあった(2日｡神主佐伯景弘は仁和寺の子院木寺に僧寛雅をた

びたび訪ねて交流を重ね､後白河上皇の周辺や八条院とも結び付く努力をしていたとも考えられる(ZZ)o

そして､これは旧知の平頼盛の導きによるものであった可能性が大きいといえよう｡このように神

主佐伯景弘の京都での活動は平清盛方との関わりだけに縛られない幅広いものであり､それを可能

にしたのが弟頼盛との深い交わりであり､その人的ネットワークであったと推測することができる(23｡

また､ (イ)平頼盛は新たに厳島に設立された｢新宮｣に対して､どうして本社厳島神社から｢安

摩庄の私得分｣七〇石を悔い返し､それを付けるという｢無理｣を押し通そうとしたのか､何が彼
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を急き立ててそうさせたのかが未解決であることにも気付く｡この疑問は平頼盛にとって｢新宮｣

がどのような存在であったのか､彼が｢新宮｣の道立にいかなる関わりを持っていたのかという､

新たなそして根源的な問題を突き付けてきているようにも思える｡このことは神主佐伯景がなぜ平

瀬盛による｢安摩庄の私得分｣七〇石の悔い返しを認め､それを｢新宮｣に付ける手助けをしたの

かという問題にもなるだろう｡さて､この大きな疑問を解く重要な手掛かりになると思われるのが､

さきに指摘した｢今社｣ (｢新宮｣)は平清盛の怨霊を鎮めるために設立された神社であるという見通

しである｡

かくして､さきの(ア) ･(イ)二つの疑問を整合的に理解をしようとすると､平頼盛が｢安摩庄

の私得分｣七〇石を｢新宮｣に付けたのは､彼が平清盛の怨霊を鎮める強い思いに駆られて厳島に

新たに同社を設立したとする考えにたどり着く｡

次は､このような推測がはたして成立する余地があるか否か､平頼盛を取り巻く種々の条件を踏

まえて勘案することが必要になる｡

平頼盛が兄清盛の怨霊を鎮めるため厳島に｢今社｣を設立したとすると､その可能性がある時期

は最大に見積もっても五年余りにしかならない｡つまり､平清盛が治承五年(一一八一)閏二月五

日に没したあと､その弟頼盛が文治二年(一一八六)六月二日に死去するまでのあいだということ

になる｡しかし､平頼盛は寿永二年(一一八二)七月二十五日に平氏一門が源義仲の軍勢に追われ

て都落ちしても一人京都に留まり､同年十月十九日には源頼朝を頼って鎌倉に下るなど気概を示し

ている｡このあいだに｢安摩庄の私得分｣七〇石を厳島神社から悔い返し､それを新たに設立した

｢今社｣に付けるなどの冒険は考えがたい｡平頼盛が兄清盛の怨霊を鎮める目的で｢今社｣を新たに

設立したとすると､その怨霊の存在を強く意識することができた客観的な幾つかの条件がなければ

ならない｡では､平頼盛が遭遇したどのような出来事､もしくは事象がこの条件に適合するのであ

ろうか｡

平頼盛が兄清盛の怨霊の仕業と考えた最大の出来事はといえば､元暦二年(一一八五)七月九日

に京都を中心に起こった大地震がそれに当たると思われる｡この大地震の規模といったら中山忠親

に｢五十年己来未覚悟｣といわしめるもので､その後も激しい余震が九月二十九日頃まで続いたこ

とが知られる(いずれも『山根記』同日条)｡鴨長明もこの大地震のすさまじさについて､ 『方丈記』

のなかで次のようにいきいきと鮮やかに描いている｡

【史料9】

ソノサマ世ノ常ナラズ｡山ハクヅレテ河ヲウヅミ､海ハカタブキテ陸地ヲヒタセリ｡土サケテ

水涌キ出デ､巌ワレテ谷こマロビ入ル｡ナギサ漕グ船ハ波ニタ､やヨヒ､道ユク馬ハ足ノ立チ処

ヲマドワス｡ (中略)地ノウゴキ家ノヤブル､音､雷ニコトナラズ｡家ノ内二居レバ､忽二枚ゲ

ナントス｡ハシリ出ヅレバ､地破レ裂ク｡

ところで､関東に下っていた平頼盛は元暦元年(一一八四)五月には京都にもどり､翌六月五日に

還任していることが知られる｡しかし､平頼盛は病が重くなったのか同年十二月二十日に官職を辞

し､翌元暦二年五月二十九日には東大寺のあたりで出家している｡そして､翌年の文治二年六月二

日に死去することになる｡ゆえに､平頼盛は元暦二年七月九日に大地震が起こったとき､京都もし

くは近郊にいたことは確実であろう｡病身で衰えが目立つ平頼盛も史料9に措かれたような､まさに

地獄のごとき状況に身を置いていたものと推測できる｡では､平頼盛は多くの人々をまさに絶望的な

恐怖に陥らせた､この大地震をどのように受け止め考えたのだろうか｡平氏一門の末路を見ずに約四

年前に死去した兄清盛の激しい怒り､その怨霊の怒り荒れ狂う仕業とは考えなかったであろうか｡

しかし､平頼盛が元暦二年七月九日の大地震について､どのように考えいかに身を処したかが分

かる史料は残されていない｡ただ,平頼盛も身を置いていた平安時代末期の貴族の考え方について､

何がしかの断片的な関係史料が今日まで伝えられている｡例えば､後白河上皇は元暦二年七月九日

の大地震の余震がまだ続く､同年八月二十三日にさきに滅んだ平氏一門の追善のため､五輪塔一万
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基を作らせ供養したことが知られる(『山塊記』同日条)｡これが大地震の恐怖と直ちに結びつくか

否かははっきりしないけれども､西海に沈んだ安徳天皇や平氏一門の怨霊の活動を気にした措置で

あったことは間違いない｡また､後白河上皇はこののち平氏の怨霊を宥めるため高野山に大塔を建

立し､文治二年(一一八六)五月一日より仏事を執り行い､七月二十四日にはその供料所として備

後国大田庄を寄進している(『吾妻鏡』同年七月二十四日条)｡なお､平頼盛が平氏一門のなかで後

白河上皇から厚い信頼を得ていたことは周知のところである｡その後白河上皇は元暦二年(一一八

五)三月二十四日に平氏一門が滅ぶや､まもなくその怨霊に怯え始めこれを宥める様々な方策を採

るようになったのである｡この事実は平頼盛の怨霊観について詮索するうえでないがしろにできな

い条件であろう(24)｡また､平頼盛の息子光盛が最も接近し深い交わりを持ったとされる慈円も(25)､著

書『愚管抄』巻五(後鳥羽)で元暦二年七月九日の大地震について､その被害の大きさに触れたあ

と｢事モナノメナラズ龍五動トゾ申シ｡平相国龍ニナリテフリタルトせこハ申キ｣と記している｡

慈円との関係も考えられる『延慶本平家物語』第六末(大地振おひたゝしき事)にも､ ｢今度之事は

是より後も可有類とも不覚､平家の怨霊にて世中の可失之由申あへり｣と書かれている｡さらに､

｢是程ならぬ事たにも怨霊は昔も今も怖しき事なれは世も未たしつまらす云｣と続け､その恐れが決

してなくなっていないことを予言するのである｡平頼盛も後白河上皇を頂点とする都人のこのよう

な怨霊観から､無縁でありえたとはどうしても考えることができない(2㌔

平頼盛が元暦二年七月九日のこの大地震を契機として､兄清盛の怨霊を鎮める必要性を切実に考

えるようになったとすれば､これにいま一つ次のような大きな条件が付加されるのではないだろう

か｡つまり､平頼盛は病が次第に重くなって｢死｣さえも覚悟せざるをえない状況であったから､

彼にとって非常に気掛かりなのは死後も自分の｢家｣が残ることであり､子息たちが末永く安心し

て暮らしていけるのかということであろう｡平頼盛は同年五月二十五日付けで源頼朝に対して､自

らの出家の許しと子息たちの庇護を頼む書状を出している｡源頼朝はこれに対して次のように､今

後とも平頼盛の子息たちを庇護することを約束しているのである(｢久我家文書｣二八一(六)号)｡

【史料10】

きりなからもしの事侯はむに､きうたちの御すへのことおほっかなくおほしめすこと候へから

す､たゝまめやかの御大事の候はむのみそ､あさしましきことにて侯はん､きうたちの御事な

とは､なにことにかはとかうの事候へき､たゝこせの御いとなみ候ハ､､それにまさること候

へからす､

この書状に見られる病の床にある平頼盛への､源頼朝の心のこもったいたわりの言葉は感動的でさ

えある｡そして､平頼盛は元暦二年七月九日の大地震に遭遇する以前でも､子息たちの行く末をい

かに心配していたかが分かるものでもある｡史料10の書状を踏まえて平頼盛にとっての元暦二年七月

九日の大地震の意味を考えるならば､兄清盛の怨霊の激しい怒りを鎮めるため彼に｢新宮｣設立の

思いを抱かせたとしても不思議ではないだろう｡それも､兄清盛が崇敬を寄せた厳島神社のある厳

島においてである｡

以上のような理解が承認されるのならば､平頼盛が｢安摩庄の私得分｣七〇石を強引に｢新宮｣

(｢今社｣)に付け変えたのは､兄清盛の怨霊を鎮める目的で厳島に早々に社殿を建て､神事･祭礼を

続けていくためであったと推測することも可能であろう｡ゆえに､ ｢今社｣が紅葉谷川の上流に位置

する｢若宮原｣に設立されたのは､元暦二年七月九日に大地震が起きてから､平頼盛が死去する文

治二年(一一八六)六月二日までの､非常に短い期間ではないかと考えられる｡

だが､ ｢今社｣の祭日がなぜ二月と十一月の初申祭の翌日なのか､ ｢今社｣が紅葉谷川の上流に位

置する｢若宮原｣に建てられたのはどうしてか､この二つの大きな疑問は依然として未解決のまま

残されている｡

次は､これら二つの疑問について私見を述べ､またどのような課題が残されているかに触れ結び

にかえる｡
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結びにかえて- ｢今社｣の祭日と立地環境一

厳島神社で長らく続いた二月と十一月の初申祭は､治承三年(一一七九)三月二十六日付けの高

倉天皇宣命で定まったものである｡この神事･祭礼には内蔵寮から永代に幣吊が届けられることに

なり､朝廷の関与する｢公祭｣として位置付けられたことが分かる｡また､二月と十一月の初申祭

は天皇の安穏､国家の安泰を祈る神事･祭礼であったことも確認しなければならない｡そして､南

北朝時代の終わりから田所氏が｢奉幣便代｣を務めるようになったのちも､その古き有様は江戸時

代末期まで続いたことが知られる(27)｡さて､平清盛の神霊を慰める｢今社｣の神事･祭礼は､このよ

うな重い意味を持つ初申祭の翌日に営まれることになったわけである｡だが､ ｢今社｣の祭日が二月

と十一月の初酉に定まった理由については､これまで注目されなかったし手掛かりとするものも確

認されていない｡

なお､二月と十一月の初酉に｢今社｣で執り行われる神事･祭礼は､さきに述べたように戦国時

代には大力衆を始め､社家･内侍三四人もの人々が参加する大規模な行事であったことも知られる｡

また､ ｢今社｣の祭日には厳島神社の本社において､供僧の上席八人が｢法華俄法｣や｢法華八講｣

を営んでいたことも想起される｡そして､何よりもここで留意しなければならないことは､ ｢今社｣

の神事･祭礼の役割が､当初は平清盛の怨霊を鎮めるものであったことである｡ゆえに､二月と十

一月の初申祭の翌日に営まれる｢今社｣の神事･祭礼は､厳島神社の社家･内侍だけで執り行う私

祭であっても､平清盛の怨霊を鎮め国家の安寧を祈るという意味で初申祭と同じ役割を担っていた

ものと考えられる｡供僧の上膿八人が厳島神社の本社で執り行う｢法華俄法｣や｢法華八講｣も､

平清盛の神霊を供養するという同じ意味合いがあったと思われる(28)｡このことは｢今社｣を厳島に設

立した平頼盛の意に沿うものであるだけでなく､その子息たちの末永い安寧を祈ることにも繋がる

ことになったといえる｡

かくして､二月と十一月の初酉に営まれた｢今社｣の神事･祭礼は､当初は平清盛の怨霊を鎮め

るという平瀬盛の私的な願いから始まったが､結果的には初申祭に類した国家の安寧を祈る性格を

帯びるものになったといえる｡このことが厳島神社における平清盛信仰の源流をなすものであり､

それが時代の推移とともに怨霊に対する意識が薄れていくことによって､平清盛その人を示巳る神

事･祭礼-と形を変えていったものと考えられる｡つまり､厳島神社における当初の平清盛信仰は

秘められたものであったが､時代が新しくなり戦国時代-､さらに江戸時代末期へと下るにつれて､

顕彰の側面が前面に出ていき肥大化していった感が否めない｡

なお､ ｢今社｣が紅葉谷川の上流の｢若宮原｣に設けられたのは､ ｢御霊川｣という呼称が元禄一

〇年(一六九七)頃でも残っていたように､平清盛の怨霊の激しい怒りにたいする恐れによるもの

といってよいであろう｡この川に長きにわたって注連縄が引かれていたというのも(前掲の史料5)(29)､

平清盛の神霊が示巳られている｢若宮原｣が汚されないための配慮と考えられる｡ところが､天保十

三年(一八四二)に刊行された『厳島図会』巻之三には､行楽地となった紅葉谷の楽しそうな｢納

涼｣の光景が措かれている｡しかし､紅葉谷がこのような人々の行楽の場になったのは､早くても

江戸時代中頃以降のことと考えられる｡長らく｢御霊川｣という異様な名前で呼ばれ続けてきた川

が､のちに｢紅葉谷川｣という人々を誘う名前に改められたのである｡いずれにしろ､ ｢今社｣が立

つ紅葉谷に人が足を踏み入れることができたのは､もとの同社の二月･十一月の初酉における神

事･祭礼のときだけであり､長らく秘所として封印されていたところであったと考えられる｡また､

多くの人々が紅葉谷を行楽の場として足を踏み入れるようになったのちも､ ｢今社｣の社殿が建てら

れていたと思われる｢若宮原｣のみは､ ｢清浄の地｣として誰も近付くことはなかったようである

(『芸藩通志』巻十六)｡

しかし､以上のような見方が承認されるにしても､ ｢今社｣のあった｢若宮原｣の正確な位置につ

いてはまだ明らかになっていない(30)｡そして､ ｢今社｣で二月と十一月の初酉に営まれていた神事･
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祭礼が､なぜ江戸時代の初期に山王社に移されたのかということも未解決のままである｡これらの

問題はなお今後の課題としなければならない｡

註

(1) ｢今社｣について最初に検討を加えたのは､山口佳巳｢『伊都岐島社神主佐伯景弘解』に見える

『大伴社帖こついて｣ (『内海文化研究紀要』第三六号､二〇〇八年)であろう｡つまり､山口氏

は鎌倉時代の二通の文書から｢今社｣と山王社の共通点を見出し(｢新出厳島文書｣一〇三･一

二三号)､両社が同一の神社であるという結論を導き出している｡しかし､後述するように､

｢今社｣は戦国時代末期において山王社とは別に存在しているので(｢厳島野坂文書｣一九三九

号)､このような理解に従うことはできない｡

(2)拙稿｢戦国大名毛利氏と厳島神社｣ (『毛利元就と地域社会』､二〇〇七年)を参照｡

(3)平清盛が弘法大師の化身の勧めに従い､厳島神社を造営したという話は『平家物語』の諸本に

見られる｡だが､清盛がこの社殿の造営に際して､弟頼盛に奉行を命じたというのは他には見

られない｡このように平頼盛が社殿造営の奉行を務めたという伝承が厳島神社に残されたこと

は､後述する彼と神主佐伯景弘との交わりを考えるうえで参考になる｡

(4)三浦正幸氏は従来の考えをさらに推し進め､平清盛は陸地であった境内地を｢人工的に海の入

り江に変え｣､そのうえに社殿を建てるという大土木工事を行ったと主張するようになった(同

｢厳島神社の社殿｣､ 『日本の神々と祭り』､二〇〇六年)｡しかしながら､三浦氏の魅惑的に思え

るこの主張にも､裏付けになりえる記録や文書は全く残されていない｡

(5)平清盛の神霊が｢右殿｣に示巳られていたことは､ 『宮島本』 (二〇〇六年､廿日市商工会議所)

の｢三翁社｣の項を参照する｡ただし､ここでいう｢右殿｣とは後述するように､三翁社を正

面から見て右側にある本殿を指す必要がある｡なお､平清盛の命日である三月二十日の前後に

開かれる清盛祭では､一般の人々も参加できる仮装行列が宮島桟橋から厳島神社へ､さらに清

盛神社へと練り歩き祭りを盛り上げる｡

(6) ｢三翁社｣ (さんのうしゃ)という呼称は明治元年(一八六八)三月の神仏判然令以降のもので､

それまでは滋賀県にある日吉大社の末社として｢山王社｣を称していた｡

(7)江戸時代中頃の元禄十年(一六九七)に成った『厳島道芝記』巻二によると､中央には近江国

(滋賀県)滋賀郡坂本から勧請した山王社が鎮座し､左右の社は宮島で｢口決｣ある御神と言い

伝えているとある｡ところが､天保十三年(一八四二)に刊行された『厳島図会』巻之二には､

次に取り上げる『芸藩通志』巻十四の記事と同じく､中央には近江国滋賀郡坂本から｢山王を

勧請す｡其余二座は､平相国清盛･佐伯の祖神を祭る｣と､山王社に平清盛の神霊が祭られて

いる旨を記している｡幕末になると山王社に平清盛が示巳られていることが､このように外部の

人々にも知られるようになったものと考えられる｡

(8)柳田国男｢人を神に配る風習｣ (『柳田国男全集』一三､ちくま文庫､一九九〇年､初出一九五

二年)によるならば､ ｢九月二十三日｣は若宮八幡宮の祭日に当たるという｡平清盛の神霊を慰

める山王社の神事･祭礼がこの日に決められたとすると､山王社がこの種の神社と同じく､平

清盛の怨霊鎮魂に繋がる神社であった可能性も否定できない｡

(9)二月と十一月の初酉に｢今社｣で営まれていた神事･祭礼が､江戸時代に入ると山王社へ移さ

れた理由として幾つかの要件が考えられる｡後述するように｢今社｣がかなり山中に立置して

いたので､盛大に神事･祭礼を営むには不都合があったことも､その一つの理由になりえるだ

ろう｡しかし､同社が神事･祭礼の場を移した最大の理由は､山崩れなどの自然災害にあると

思われる｡

(10)相国祭が十一月三日の初酉に執り行われたとすれば､史料4は毛利輝元が出家する慶長五年
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(一六〇〇)までのあいだで､元亀二年(一五七一)､元亀三年､慶長四年の三カ年がこの書状

を認めた可能性のある年に該当する(湯浅善美『増補日本暦日便覧下』､一九九〇年)｡しかし､

毛利氏は遅くとも天正十九年(一五九一)正月八日以前には広島に本拠を移しているから(｢厳

島野坂文書｣一一一八号)､慶長四年の書状に｢何様従吉田重畳可令申候｣と善くとは考えがた

い｡そうすると､残るのは元亀二年か元亀三年の書状ということになる｡ところが､図2に見

られる毛利輝元の花押は元亀三年九月十二日以降のものである(舘鼻誠｢毛利輝元文書の基礎

的研究｣､ 『古文書研究』第二六号､一九八六年)｡ゆえに､史料4は元亀三年に発給された毛利

輝元の礼状ということになる｡なお､史料4を広島県立文書館架蔵の写真版で確認すると､随

分と痛んでいるにもかかわらず､一方で裏打ちが施され｢今社平相国御祭之事｣という端裏銘

まで添えられている｡ 『芸藩通志』巻十四の｢山王祭｣の項に､ ｢古文書に相国祭のこと見ゆ｣

とあることから､この文書は同地誌を編纂するときに発見され､裏打ちが施されたのではない

かと考えられる｡

(ll)山王社に右殿･中央殿･左殿の三棟の本殿があるのが史料のうえで確認できるのは､元和九年

(一六二三)十月十八日付けの｢宮島社堂塔付立下書｣まで下る(『宮島町史　特論編･建築』､
一九九七年)｡なお､戦国時代末期まで｢今社｣に配られていた祭神は､平清盛の神霊の外は安

徳天皇と二位尼の神霊と考えられる｡この二柱の神々は今日でも三翁社の中央殿に紀られてい

る｡また､史料4に｢平相国御祭｣の節には､ ｢三社之御供米送給候｣とあるから､ ｢今社｣で

は平清盛の神霊を始め三柱の神々は､それぞれ三基の両に紀られていた可能性が大きいように

思われる｡

(12)妹尾周三氏の御教示によると､ 『厳島道芝記』巻五の叙述に従って紅葉谷川を遡れば弥山の頂上

まで達する｡ゆえに､ ｢若宮原｣の位置は『芸藩通志』巻十六に｢紅葉谷川より､川を渡り､三

町許にして､原あり｡｣とあるのが正しいといえる｡しかし､同書に｢若宮が原｣は｢御霊川｣

の右側にあるというのは､今日の地形から考えても筆写過程の誤りと考えられる｡厳島神社の

ほうから｢御霊川｣に沿って遡り､同川を渡ることが必要ならば､ ｢若宮が原｣はその左側にな

ければならない｡

(13) ｢今社｣における二月と十一月の初酉の神事･祭礼は､永禄六年(一五六三)に棚守房顕が

｢厳島内外宮社役神事次第｣を認めた段階と､史料3にある戦国大名毛利氏時代の最末期とでは

同じか否か詳細は不明である｡しかし､後者では二月の初酉の神事･祭礼のとき､ ｢徳分｣から

南京一五貫文が用意されるなど､より盛大な祭りになっている感が否めない｡

(14)臼田甚五郎｢東遊｣ (『国史大辞典』第-巻､一九七九年)を参照｡なお､史料7として掲げた

歌は､ ｢古代歌謡集｣ (『日本古典文学大系』 3､一九五七年)による｡

(15)註(14)の｢古代歌謡集｣にある｢求子歌｣の注釈を参照｡

(16)仏寺で｢法華儀法｣や｢法華八講｣が営まれる場合､死者の霊を追善供養するために執り行わ

れたことが少なくない｡二月と十一月の初酉に｢今社｣での神事･祭礼に対応して､ ｢大宮｣で

営まれるこれらの仏事も平清盛の神霊を供養する意味合いで前者よりも遅れて始まったものと

推測することができる｡

(17)次章で史料8として取り上げる建暦二年(一二一二)七月目付けの｢斎院庁下文写｣ (｢新出厳

島文書｣二六号)が発給されたのちにも､平頼盛寄進の安摩庄私得分七〇石の半分が｢新宮｣

(今社)に留められたことからも､二月と十一月の初酉に営まれる同社の神事･祭礼は当初から

規模の大きなものであったと考えられる｡

(18)平頼盛の事跡については､ 『公卿補任』文治二年(一一八六)六月二日条の他に､次の論文を主

に参照した｡村田正言｢源頼朝と平頼盛｣ (『国史学』第一〇号､一九三二年)､多賀宗隼｢平家

物語と平頼盛一家｣ (『国語と国文学』第四八巻九号､一九七一号)､上横手雅敬『平家物語の虚

像と真実上』 (一九八五年)､田中大書｢平頼盛小考｣ (『学習院史学』第四一号､二〇〇三年)
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である｡

(19)平頼盛は治承四(一一八〇)年正月二十三日には早くも出仕を許されたので､前年十一月十七

日の解官からそれほどの時間を経ていない｡しかし､ 『公卿補任』文治二年(一一八六)六月二

日条の表現では､平頼盛はこのあいだ｢恐催｣の時間を過ごしたと記されている｡また､多賀

宗華氏は註(18)の論文で､治承三年十一月十七日の解官は平頼盛が排斥の焦点になっていたと指

摘する｡平頼盛がこうした非常に政治的に緊張した時期に､ ｢安摩庄私得分｣七〇石を厳島神社

へ寄進したのは､その背後にないがしろにできない大きな問題が潜んでいたとする推測を可能

にする｡

(20)平頼盛は治承三年(一一七九)十二月七日付けで厳島神社に安摩庄私得分七〇石を寄進したわ

けであるが(｢新出厳島文書｣四七号)､その奉免状案でこれまでに｢是以凌千万里之波涛､及

二十度参詣､丹心是深｣と述べていることも看過できない｡つまり､平頼盛は海路の危険を犯

してまでも､二〇度も厳島神社に参詣したということであり､この一事からも同神社を兄清盛

に劣らず厚く崇敬していたことが分かる｡

(21) ｢木寺法印｣と呼ばれる人物が誰を指すかについては､渡連誠氏より御教示をいただくことが

できた｡

(22)藤原盛親が治承二年(一一七八)七月九日付けで厳島大明神に､多宝塔一基･金泥金光明経四

巻･金泥般若心経一巻を寄進し､現当において憐れみを垂れてほしいと願ったことが知られる

(｢野坂文書｣三二一号)｡なお､この藤原盛親が｢八条院判官代｣であったことが､小松茂美氏

によって明らかにされている(同『小松茂美著作集　第十二巻　平家納経の研究　四』､一九九

六年)｡ ｢八条院判官代｣藤原盛親が厳島大明神にこのような寄進をしたのも､その背後に神主

佐伯景弘との交わりや結び付きを想定することも可能であろう｡厳島神社の神主佐伯景弘は後

白河上皇の周辺にも出入りしていたことは間違いない｡

(23)平氏一門が元暦二年(一一八五)三月二十四日に壇ノ浦で滅んだとき､安徳天皇を護持してい

た宝剣も海中に沈み行方不明になった｡厳島神社の神主佐伯景弘は文治二年(一一八六)三月

四日以前から｢宝剣裳求便｣として探索に当たり､その申状が順次朝廷に届けられたことが知

られる(『玉葉』文治二年三月四日､同年六月十六日他)｡しかし､鎌倉幕府では前年五月五日

頃から海中に沈んだ宝剣の探索が問題になっているので(『吾妻鏡』同日条)､神主佐伯景弘も

この頃から宝剣探索の任務を帯び活動していたものと推測できる｡なお､神主佐伯景弘が平氏

滅亡後も朝廷からも鎌倉幕府からも処罰されず､かなり堂々と活動することができたのは､厳

島神社の神主という理由だけでなく､京都に留まった平頼盛らとの結び付きをも考慮して､そ

の理由を明らかにしなければならないだろう｡神主佐伯景弘が京都で活発な政治活動を行うに

際して､平頼盛らの存在は揺るがせにできないものであったと思われる｡

(24)福田晃｢崇徳院怨霊と源頼朝- ｢夢合せ｣とかかわって-｣ (『辛苦舞曲研究』第八巻､一九九四年)

では､元暦二年七月九日の大地震について鎌倉方は崇徳院の怨霊を想起し､京都側は平家一門

の怨霊を考えるという具合に､両者の怨霊を宥める対象に違いがあったことを指摘している｡

(25)註(18)の多賀論文を参照｡

(26)藤原兼実の『玉葉』やその弟慈円の『愚管抄』には､平頼盛が平氏一門を離れ京都に留まった

ことに対する批判は一切見出せない(鈴木彰｢頼盛形象を規定するもの- (平家都落ち)像変貌の方

向を探りつつ-｣､ 『国文学研究』第一三一号､二〇〇〇年)｡このことからすると､註(17)の村田論

文のように､京都に留まったことに平頼盛が苦悩するというのは誤りであろう｡しかし､平頼

盛が自ら京都に留まったことの正当化はできても､これと元暦二年七月九日の大地震を兄清盛

の怨霊の仕業と考えることとは別問題としなければならない｡

(27)拙稿｢中世前期の厳島神社における国衝祭紀と神事･祭礼の『場』｣ (『芸備地方史研究』第二五

八･二五九号､二〇〇八年)を参照｡
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(28)棚守房顕は史料6の絵縁起譲状において､ ｢若宮｣ (｢今社｣)は山王社と同じく西向きであると

記している｡この絵縁起譲状にある社殿の向きに関する注記は､現存している大宮を始めとす

る社殿の向きと引き比べれば､疑う余地など全くないことに気付くであろう｡ゆえに､ ｢若宮｣

(｢今社｣)の向きに関する注記も信じるに値すると思われ､この社殿の建立に当たり西方浄土へ

の往生を願う思想が一定の影響を及ぼしていたといえる｡

(29) 『安芸国厳島勝景図井記事』は元禄二年(一六八九)なったとされるが､その｢厳島佳景｣と

いう当時の風景を措いたものに､のちに紅葉谷川と呼ばれる川の宝蔵よりもかなり上流に､二

本の青竹に注連縄を張った光景が描かれている｡

(30)先頃､妹尾周三氏の御案内によって､宮島の四宮神社の上流の方面を散策し､ ｢若宮原｣と考え

られる比較的広い場所を確認することができた｡しかも､同所には社殿があったのではないか

と思われる石積みも僅かに残されている｡厳島神社に関わる史跡として､今後の詳細な調査が

待たれるところである｡

(新稿)
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