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京
みやこ

まなびミーティング⑭ 

ゴールデン・エイジ・アカデミー 「清水 観音桜」 
 

 

 

 

日 時 ： 平成 2８年２月 12 日（金） 午前 1０時～11時 30 分 

場 所 ： 京都市生涯学習総合センター（京都アスニー） 

講 師 ： 森 清顕 委員 

（清水寺執事補，上智大学ｸﾞﾘｰﾌｹｱ研究所非常勤講師） 

 

 

 

 

 

○ 清水寺縁起① 観音様に導かれた出会い 

   ～ 行叡
ぎょうえい

居士
こ じ

・延鎮
えんちん

上人
しょうにん

・坂上田村麻呂
さかのうえのたむらまろ

 ～ 

 清水寺ができたのは，宝
ほう

亀
き

9（778）年と伝わって

いますが，最初から堂塔伽藍があったわけではありま

せん。当時は，行叡居士という方が修行されている草

庵があるのみでした。 

 ある時，奈良の子
こ

島寺
じまてら

におられた延鎮上人は夢を御

覧になります。夢の中で仙人が「あなたを待っている

人がいるから，北へ行きなさい。そうすると一筋に光

る水の流れがあるので，それを手掛かりにして進みな

さい。」と告げました。延鎮上人は，そのとおりに北

へ北へと歩みを進めます。そして，お告げにあったと

おり一筋の光る水を見つけ，その流れをたどって行く

と東山に到達し，そこで行叡居士に出会います。行叡

居士は延鎮上人に会うなり「おまえを待っていた。私

はこれから旅に出なければならない。この山は観音様

の霊山で，湧き出る水は観音様の霊水である。したが

って，お前に私の後を任せたい。」と遺命を託して姿

を消します。その後，延鎮上人は遺命を守り，清水の

山と水を守りなが

ら修行をされたの

です。 

 ある夏の日，一人

の武将が鹿狩りに

やってきます。その

武将こそが坂上田

村麻呂です。田村麻

呂公はこの日，妻で 

 

ある三善髙子
み よ した か こ

命婦
みょうぶ

の産後の肥立ちが悪かったため，薬

猟として鹿狩りに訪れたのでした。その帰り道，一口

飲むと大変おいしい良質の水を見つけ，その源を訪ね

たところ，延鎮上人と出会います。延鎮上人に鹿狩り

に来たことを話すと，「この山は観音様の霊場だから，

殺生をしてはいけない。」と諭されます。それを聞い

た田村麻呂公は，捕った鹿を葬り，供養をするととも

に，観音様や仏教の教えに触れられたと伝わっていま

す。 

 家に帰った田村麻呂公は，髙子命婦にその日の出来

事を話されました。すると，髙子命婦は自身も夫と同

罪であると言われ，夫婦で住まわれていた家を延鎮上

人に寄進されます。草庵のような粗末な家しかなかっ

た清水に，雨露を凌げる建物ができたのは，この頃で

はないかといわれています。 

 

 

 

 

 

 

○ 清水寺縁起② 征夷大将軍 坂上田村麻呂の 

       東北遠征 ～ 諸堂伽藍の完成へ 

 坂上田村麻呂は征夷大将軍となり，現在の岩手県に

いた武将のリーダー，阿弖流
あ て る

為
い

と母礼
も れ

を討伐するため

に，奥州水沢に赴きます。戦いは，持久戦になればひ

とたまりもなく，特に冬の雪深い時期には身動きがと

れず，苦戦を強いられたと推察されます。 

京都市社会教育委員が学校や地域に出向き，特別授業などを行う「京
みやこ

まなびミーティング」。 

１４回目となる今回は，森 清
せい

顕
げん

 委員が，京都アスニ―の人気講座「ゴールデン・エイジ・アカデ

ミー」とタイアップして，「清水 観音桜」と題して講演されました。京都初公開となる「清水寺参詣

曼陀羅」の高精細画像も登場し，講演は大盛況！多くの方が熱心に聴き入っておられました。 

京都アスニー 「ゴールデン・エイジ・アカデミー」 

京都市に在住または通勤通学されている方を対象とした無料の教養講座。 

毎回，歴史・文学・芸術・健康など様々な分野の専門家を講師に招いて実施しており，今回で第 1603回。 

講演会の後に，懐かしい童謡・唱歌・抒情歌などを合唱する歌唱指導の時間も設けている。 

 

講演は，京まなびネット 
「動画で学ぶ」コーナー
で視聴できるよ。 

伝承では，田村麻呂公が鹿を葬った場所

は，「鹿間
しかま

塚
づか

」ではないかといわれている

んだよ。鹿間塚は，清水寺の仁王門を入っ

たところにある鐘楼付近一体の山のこと

なんだって。 

http://miyakomanabi.jp/movie/?act=list&keyword=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1&key_word.x=44&key_word.y=23
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その中で，田村麻呂公と阿弖流為・母礼との間に何

らかの友好関係が芽生えます。その証拠に，田村麻呂

公は，この二人を生かしたまま京へ連れて帰ります。

おそらく田村麻呂公は，この二人が朝廷に対して謀反

を起こす気がないことを悟ったのでしょう。彼は朝廷

に対し，二人の命を助け，再び水沢の地を治めるリー

ダーとして認めてほしいと嘆願します。しかしながら，

水沢は鉄砲の生産を可能にする鉄や水，また，財力を

形成する金などの豊富な資源に恵まれた土地であっ

たため，朝廷は謀反を恐れ，二人を許しませんでした。

伝説によれば，二人は枚方の交野
か た の

神社で首をはねられ

たとされています。 

田村麻呂公は，この遠征で，二人を助けることがで

きず，また，敵味方を問わずたくさんの命を失いまし

た。そのようなことを延鎮上人に相談され，供養のた

めにお寺を調えようということになったのでしょう。

この後，延暦17（798）年頃には，伽藍が調えられ，

清水寺という形ができたと伝わっています。そして，

延暦 24（805）年には，桓武天皇から寺領を賜り，

勅願寺となっています。また，桓武天皇とその妻で田

村麻呂公の娘・春子との間に生まれた葛井
か ど い

親王は，三

重塔を寄進されています。 

ここまでの話から清水寺は，どこかの宗派の開祖様

が建てたという寺ではないことが分かります。後に，

奈良の興福寺の力が及び北相宗
ほっそうしゅう

になりますが，創建

当時から宗派色がなかったという独特の成り立ちを

したお寺なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 度重なる焼失からの再建 ～観音信仰の支え～ 

  開創から1200年にわたる寺の歴史の中で，最も

多かったのが火事です。概ね100～200年に一度は

大火事に遭っています。火災の原因は，失火や落雷な

どのほか，「応仁の乱」や「南都北嶺の争い」などの

戦争が挙げられます。「南都北嶺の争い」とは，興福

寺を中心とする奈良の寺社勢力と比叡山延暦寺との

衝突です。戦いの際は，比叡山の僧兵が興福寺の流れ

を受けている清水に駆け上がり，焼討ちしてから奈良

へ遠征に行くというお決まりのコースがあったよう

です。 

 このように，何度も火災に遭った清水寺ですが，そ

の都度再建されてきました。このことについて，清水

の寺史を長年にわたり編纂されていた故林屋辰三郎

先生は，「何十回焼けてもそこから復活してくるとい

うのは，観音様が皆さんに支えられてきた証左だと感

じる」とおっしゃっていました。まさにそのとおりで，

幾度もの再建の背景には，清水寺が観音様の霊場とし

て，京都のまちの皆さんに親しんでいただけていたと

いう側面があります。  

 直近の火災は，寛永6（1629）年で，仁王門・春

日社・子安塔
こやすのとう

を除き，すべて焼失しました。この後の

再建では，本堂の落慶が寛永 10（1633）年とされ

ており，三重塔，奥の院，阿弥陀堂，釈迦堂などのお

堂もすべて，わずか4～5年で完成しています。多く

の職人やその世話人らが関わらなければ，これほどの

短期間での再建は無理だったでしょう。当時の将軍・

徳川家光率いる徳川幕府の後ろ盾があったからこそ，

これだけのことができたのです。 

 その前の火災は「応仁の乱」の時で，御本尊は救出

できましたが，本堂は焼けました。江戸時代の火災で

焼け残った，仁王門・春日社・子安塔は，この時に建

てられたものです。そして，この時再建された伽藍や

門前のまちの様子を描いたものが，これから紹介する

「清水寺参詣
さんけい

曼陀羅
ま ん だ ら

」です。 

 

○ 「参詣曼陀羅」に見る室町時代後期の清水① 門前 

「清水寺参詣曼陀羅」は今から500年ほど前，16

世紀前半にできた大きな絵地図で，京都府指定文化財

となっています。実物は，広げると２畳程度の大きさ

です。現在は，掛け軸にして保管されていますが，当

時は，和尚が折りたたんで持ち歩き，全国各地で開い

ては人々に絵解きをしたとされています。 

◆ 坂上田村麻呂ゆかりの地 ◆ 

田村麻呂公が水沢に遠征した時に通った

とされる場所に，田村麻呂公を祀る寺社やゆ

かりの地名が多くあるんだよ。中でも，福島

県の田村市は，田村麻呂公生誕の地という説

もあるんだって!? 

◆ 阿弖流為と母礼がつなぐ御縁 ◆ 

  清水寺のほか，阿弖流為が城を築いていた

という伝説がある岩手県水沢の羽黒山
はぐろやま

神社

の山上，そして，二人の最期の地である枚方

の交野神社には，同じ記念碑があるんだよ。 
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それでは，中身を見ていきましょう。「清水寺参詣

曼陀羅」については多くの研究がありますが，本日は，

奈良大学の下坂守教授の著書『描かれた日本の中世』

（2003年，法蔵館）に沿ってお話しします。 

参詣のスタート地点は，画面左端の下にある五条大

橋（現在の松原橋）です。ここには，和尚さんがを酌

を出している姿と，大黒さんが打出の小槌を持ってい

る姿が見えます。和尚さんは，橋の管理費として通行

料を徴収していたそうです。そして，その横にいる大

黒さんは，現在も清水の本堂を入ってすぐのところに

おられる「出世大黒天像」です。この名の由来は，大

黒さんの居場所が，五条大橋から時代を経るごとに清

水の境内に入ってこられ，開山堂，釈迦堂を経て最終

的に本堂へと“出世”してこられたとされるところに

あります。 

五条大橋から歩みを進めると，門があり，この門を

くぐると門前が始まります。門の付近には，茶筅
ちゃせん

売り

の男性が，上にほうきのようなものがついた長い棒を

持っていて，その後ろには，瓢箪の底をたたいて商売

をしていた人が描かれています。門前の道を進んでい

くと，八坂の塔とされる塔が見えてきます。その先に

は，馬に乗った武士が二人おり，その横には「三本
さんぼん

卒塔婆
そ と ば

」と呼ばれる塔婆が立っています。 

さらに坂を登ると，現在の経書堂
きょうかくどう

（来迎院
らいごういん

）とさ

れるお堂があります。その横にある箱の上に黒い点々

が描かれていますが，これは，「礫
れき

石
せき

経
きょう

」といって，

石にお経を書いて納めたもので，そこには経石の碑を

建てるのが通例でした。これにより，人々は五穀豊穣

や極楽往生などを祈願したのです。現在，清水の音羽
お と わ

の
の

滝
たき

の横に，小さな経碑一基だけが残っています。 

 

 

 

 

 

 さらに歩みを進めると，大日
だいにち

堂
どう

（眞
しん

福寺
ぷ く じ

）だとされ

るお堂が見えます。大日如来をお祀りする大日堂は，

現在，門前の中腹にあります。現在お堂におられる大

日如来は，東日本大震災で倒れた岩手県陸前高田市の

名勝「高田松原」の流木でできています。亀岡の伝統

工芸大学校の学生さんに新たな大日如来の制作を依

頼していた矢先に震災が発生し，流木の使い道がない

という話を聞いて，流木松を使うことになりました。

被災地の方々に，亡くなった方への想いを込めて，一

のみずつ打っていただいた大日如来です。 

 大日堂の先に進むと，茶店が見えてきます。お茶を

たてる人，飲む人，客引きをする人がいる賑やかな庶

民の様子が描かれている一方，反対側には鼓や太鼓，

生け花がある，公家向けの茶店があります。このこと

から，当時の門前は，公家から町衆まであらゆる身分

の人々で賑わっていたことが伺えます。 

＜「音羽山 清水寺」 公式ホームページより＞ 

 

○ 「参詣曼陀羅」に見る室町時代後期の清水② 境内 

＜仁王門～本堂＞ 

もう少し上がると，仁王門が見えてきます。先述の

とおり，仁王門は江戸の火災で焼け残っていますので，

ここに描かれている仁王門と現在の門とは同じもの

です。仁王門の手前には，泰産寺
たいさんじ

子安塔
こやすのとう

があり，三重

塔（子安塔）の側で，女性が手を合わせている姿が見

えます。この女性は子育て安産祈願をしていたと考え

られます。泰産寺は，明治大正期に清水の舞台が正面

に見える位置に移動したお寺ですが，清水とは異なる

縁起があります。聖武天皇の妻・光明皇后が安産を願

って天照大神に一生懸命お祈りされていたところ，夢

に現れた天照大神から一寸八分の観音様を授かりま

す。その観音様を懸命に拝んでいたところ，無事安産

で孝謙天皇がお産まれになります。出産後，観音様を

祀るお寺を造ろうとしていた矢先に，夢の中で観音様

から「京都東山の八坂へ行きなさい。東山に私を祀り

なさい。」とのお告げを受けます。そうして，清水の

地に子安塔を，また，一寸八分の観音様を体内に納め

た大きな観音様を祀った泰産寺ができたとされてい

ます。 

さて，仁王門を入って進んでいくと西門
さいもん

があります。

勅使門として使われていたとされていますが，当時ど

のように使われていたのかは不明です。西門を通り進

んでいくと，六地蔵様が見えます。この六地蔵様の現

在の所在については，二つの可能性が考えられていま

す。一つ目は，地主
じ し ゅ

神社の横，将軍塚につながる山道

にある六地蔵様ですが，絵の寸法から考えると少し小

さめです。二つ目は，歴代の住職のお墓があるところ

にある大きめの六地蔵様です。 

礫石経に一番書かれたお経は法華経で，

法華経の修行の一つ「書写」に由来してい

るんだ。石にお経を「写す」ことが，立派

な修行だと考えられていたんだよ。 
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この六地蔵様の横にある三重塔は，現在，境内にあ

る三重塔です。その横には，琵琶と思しきものを背負

っている男性がいますが，その上に目を転じると，

開山堂
かいさんどう

（田村堂）ではないかとされるお堂があります。

お堂の中には，坂上田村麻呂とその妻・髙子命婦，そ

して，行叡居士と延鎮上人の像が安置されています。

開山堂の後ろには成就院
じょうじゅいん

があります。敷地内には，

当時の流行であったソテツが植えられています。 

本堂の横には，本堂と同様の造りをした朝倉堂
あさくらどう

が見

えます。朝倉堂は現在も境内にありますが，絵のよう

な舞台造りではありません。また，本堂を出たところ

には，当時の清水の住職が小僧を連れて出てくるとこ

ろが描かれています。小僧は，経本や柄
え

香炉
ご う ろ

などが入

った説相箱
せっそうばこ

を持っています。彼らは轟 門
とどろきもん

を出ようと

しているようです。轟門の横には手水がありますが，

現在も門の手前にあります。手水の下の礎石には，真

ん中に仏様，四方にふくろうが彫られていますが，絵

図にも同様のものが描かれています。 

本堂では，和尚さんが日傘をさしてもらっている様

子などが描かれています。本堂の上には地主神社があ

り，「地主の桜」と称される有名な桜が描かれていま

す。庭には，離れた箇所に石が一つずつ置かれており，

手を出してその間を歩いている人がいます。これは，

当時からあった恋占いの一種で，目を閉じて石から石

へ上手く行けたら恋が叶うというものです。 

＜本堂～音羽の滝＞ 

 本堂を出て，お地蔵様の横を通っていくと釈迦堂が，

そこからさらに下がると阿弥陀堂があります。いずれ

の仏様も絵図では南を向いていますが，本当は西向き

です。おそらく，西向きに描くとお顔が見えなくなる

ため，向きを変えたのでしょう。 

 さらに下がると，奥の院があります。今はありませ

んが，多宝塔も描かれています。そして，多宝塔の下

にあるのが音羽の滝です。鎌倉時代からの言い伝えど

おり，三本筋で水が流れている様子が見て取れます。 

滝の少し上方と本堂へと続く坂道には，樒
しきみ

を持っ

た白装束の人が三人ほど見えますが，この人たちは，

樒を 33 本持って，滝と本堂との間を 33 往復する，

「三十三度参り」（お百度参りのようなもの）を踏ん

でいたようです。 

本堂の近くには，もう一人，手をたたいて喜んでい

るように見える男性がおり，その近くには，茶店の従

業員と思われる女性が，手に短冊のついた枝を持って

います。関西学院大学の西山克教授によると，この短

冊には歌が書いてあり，これを意中の人に差し出して

受け取ってもらえたら，「今度お茶にいきましょう」，

つまり告白成功というわけです。おそらく，この男性

は，水汲みの女性への告白が成功したのでしょう。一

方，左に目を転じると，落飾した女性に枝を渡そうと

して失敗し，笑われている武士の姿も描かれています。 

本堂から下っていくと，六坊
ろくぼう

とよばれる６つのお堂

が描かれていますが，現在は，延命院という塔頭しか

残っていません。 

 

○ 観音様の浄土の世界観としての「参詣曼陀羅」 

 「参詣曼陀羅」は，先述のとおり，和尚が折りたた

んで全国を持ち廻り，民衆の前で広げて絵解きをする

という形で使われました。当時は，ほとんどの人が，

実際に清水まで旅をすることができなかったため，絵

をもって，清水に参詣し，手を合わしたのです。いわ

ば，「参詣曼陀羅」という形をとった出開帳だったわ

けです。 

桜が咲いた頃にふらっと清水に遊びに来て日常を

忘れる，そのような姿を仏様は御覧になって微笑んで

おられる。このような世界観が「参詣曼陀羅」の世界

観であり，観音様の浄土の世界観そのものでもありま

す。私たち一人一人が優しい心になり，仏様の心にな

れば，その瞬間からその場所が即「参詣曼陀羅」に描

かれた観音様の浄土に変わっていくのです。 

清水も，もう少し暖かくなると桜が咲いて春の景色

になります。桜の美しい景色を見て日常を忘れていた

だきながら，「参詣曼陀羅」に描かれている観音様の

浄土にお立ち寄りいただければありがたいです。 

（拍手） 


