藤原不比等没後 1300 年記念・熊谷市指定有形文化財・彫刻「安楽寺・九品仏」特別公開

（2021/05/22）

報告会解説資料「不比等伝説と九品仏」
熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
１．安楽寺と藤原不比等
臨済宗円覚寺派「安楽寺」は、藤原不比等淡海（659-720）が丈六の三尊を安置して養老年間（717-724）
に草創、武蔵国師藤原式部大輔任助の次男、別府左衛門行隆が六阿弥陀を増補再建し、九品仏堂としたと伝
わる。安楽寺は、その九品仏堂の別当として、繁室玄茂和尚（文和 2 年 1353 年寂）が開山となり創建した
とされる。
『新編武蔵風土記稿』
（西別府村）九品佛堂。縁起の略に云、養老年中藤原不比等淡海の草創にて、丈六の釋迦・彌陀・薬
師の三尊を安ぜしに、其後胤式部大輔任隆の孫、式部大輔任助當國司にて、其二男別府左衛門行隆も、
共に當所の主たるをもて、嚢祀の舊志をつぎ、彌陀六を増加ありて、合て九品の本尊とせしを、尚子
孫別府甲斐守頼重再興ありと、頼重は文和三年三月十一日卒し、法謚して寂照院香峯常賛大禅門と號
す、其後康暦二年九月二日、左馬頭氏満七千餘騎にて鎌倉を打立、當郡別府丈六に陣を居、此所にて
軍勢を催促し、氏満丈六に参詣念誦云々、是により小山に赴んとし給ふ處に、小山下野守義政當所に
来り、身の誤を侘ければ、義政と戦はずして降参せしめしことは、尊像祈誓の感應なりと云。
別當安楽寺。
禅宗臨済派、上野國那波郡柴宿泉龍寺末、吉祥山丈六院と號す、開山繁室玄茂和尚、文和二年三月十
五日寂せり、本尊三尊の彌陀を安ず。
天神社。山王社。白山社。
鐘楼、元禄八年鋳造の鐘なり。
別府頼重墓。本堂の西の方に高七尺、幅二尺の古碑建り、碑面上に梵字、其下に文和三年甲午五月十
一日逝孝子敬記、其左右に甲斐守藤原頼重世壽四十一歳法號常賛矣と彫れり、家譜に據に、頼重は行
孝の二男二郎行助の末にて、夫より五代甲斐権守重光の子なり、始次郎兵衛と號し、後甲斐守と云よ
し見ゆ、又此邊に苔むしたる五輪の塔二基あり定て同姓の墓なるべし。

ふじわらの ふ ひ と

藤 原 不比等 （659－720）
飛鳥-奈良時代の公卿。斉明天皇 5 年
生まれ。藤原鎌足の次男。母は車持与
志古娘（くるまもちの-よしこのいら
つめ）
。藤原四家の祖。
「大宝律令」撰
定の功で大納言となり、和銅元年
(708)、正二位、右大臣。律令体制を確
立し、平城遷都、
「養老律令」編集など
を進めた。娘宮子、光明子を文武・聖
武天皇の後宮として、皇権とむすぶ藤
原氏の特権的地位を築いた。
「懐風藻」
に詩 5 首が残る。養老 4 年 8 月 3 日死
去。62 歳。贈正一位太政大臣。諡(お
くりな)は淡海公。
藤原氏と天皇家の系図（出典：奈良県『古代を創った人びと 藤原不比等』
）
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藤原淡海公之墓（不比等墓地）碑文
藤原淡海公（不比等）は大化の改新の功臣である中臣鎌足の第
二子にして藤原四家の祖です 奈良時代初期の政治家で律令政
治を確立し藤原氏栄華の礎を築きました
当地の言い伝えによれば 公は母 車持与志子姫の故郷 前
橋市大胡町赴く途中当地で病に倒れましたが 別府村民の手厚
い看護により本復し無事役目を果たしました その後 母堂の
霊廟を建てるにあたり村面への感謝と崇祖の精神を尊び 養老
元年（七一七）当地に釈迦 阿弥陀 薬師の丈六三尊を奉安し安
楽寺を開創しました。その三年後に公は薨かられましたが 村民
は公の徳を忍び此処に招魂して弔っています
当地口伝を記す
上弦の月 淡海公に護られて
令和元年十二月吉日
安楽寺住職
施主

安原 宏文
杉田 孝夫

（所在：九品仏堂南方、東別府地内）

２．熊谷市指定有形文化財・彫刻「安楽寺九品仏」概要

安楽寺の九品仏堂に安置されている 9 体の木彫阿弥陀如来座像である。臨済宗円覚寺派寺院の安楽寺は、
吉祥山丈六院と号する。安楽寺は、藤原不比等淡海（659-720）が丈六の三尊を安置して養老年間（717-724）
に草創、別府左衛門行隆が六阿弥陀を追加、九品仏堂としたと伝わる。記録等は無く詳細は不明であるが、
その伝承が現在まで引き継がれている。
安楽寺は、その九品仏堂の別当として、繁室玄茂和尚（文和 2 年 1353 年寂）が開山となり創建したとさ
れる。元来同地に所在していた九品仏堂は、養老年間(717 年～724 年)に没前の藤原不比等が建立したと伝
承されている。忍領三十四所 22 番の寺院巡礼地に指定されている。
現在の九品仏は江戸時代中期に新たに制作され、銘文に元文４年（1739）の年号が確認されている。昭和
54 年（1979）11 月 3 日に熊谷市の有形文化財・彫刻に指定された。
寺伝によると、一度火災に見舞われ、堂自体が消失し、現在の九品仏は、銘に、
「板鼻宿 田中兵部作 願
主 即入道 本年五十四歳 元文四巳末十月（1739 年） 施主 清水長左衛門 奉修造 無量寿仏 尊形
ゐ末世之 干時 天正十五亥六月内（1587 年）
」
（西暦表記は後補）と記され、江戸時代中期の制作と推定
される。
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死後の世界、極楽浄土には、9 つの階層（九品）があり、往生には、九品往生、極楽には、九品浄土そし
て阿弥陀如来にも、九品の弥陀（九品仏）が区別されている。通常、九品仏は、上品、中品、下品、この形
態に、上生、中生、下生が組み合わさり、九種の違った印相（手や指の組み方）をしている。
安楽寺の九品仏には、このうち中品上生、下品中生、中品下生、下品下生の 4 種の印相がなく、他の形態
が重なるなどの配置となっている。また一方で、地域の民俗信仰として、
「別府の里は、安楽の九品仏なる
南無阿弥陀仏」と古くから巡礼歌に歌われるなど、地域を守る崇敬の存在として大切に引き継がれてきたこ
とが分かる。
九品仏の規模は大きく、台座を含めると約 2 メートルとなり、県内にも類例の少ない文化財仏像群であ
る。このような仏像群が地域信仰の一環として保護が継承された意義は大きい。
九品仏の形態・概要
配列
印相
第１体
上品下生

座高
１４３ｃｍ

台座高
８５ｃｍ

第２体
第３体
第４体
第５体
第６体
第７体
第８体
第９体

１３７ｃｍ
１３０ｃｍ
１４０ｃｍ
１３８ｃｍ
１４５ｃｍ
１３２ｃｍ
１４８ｃｍ
１４８ｃｍ

８５ｃｍ
８６ｃｍ
８２ｃｍ
７８ｃｍ
８１ｃｍ
８５ｃｍ
８０ｃｍ
８５ｃｍ

中品中生
下品上生
上品中生
上品上生
上品中生
上品中生
上品上生
中品中生

備考・文化財状況
白龍を欠く（以下９体とも同じ）左右中
指第１欠損
右膝部分一部亀裂、左手接合補修
左膝つけ根部分複合補修

像相異体
首部、胴部、接合補修
手首接合補修、右耳朶下部欠損

印相・手印

く ほ ん おうじょう

【解説】九品 往 生

阿弥陀如来の住む極楽浄土に生れたいと願う
者の 9 段階 (九品) の往生の仕方をいう。浄土三
部経のうちの『観無量寿経』に説かれ，上品上生
(じょうぼんじょうしょう) ，上品中生，上品下
生，中品上生，中品中生，中品下生，下品上生，
下品中生，下品下生の九品がある。これは悟りに
いたるまでの修行の方法，修行する日時，修行に
よって得る功徳や利益などに各種の差があると
ころから 9 段階に分れたものである。なおこれに
関連して印相の異なる 9 体の阿弥陀如来像があ
り，極楽浄土にも 9 種の段階があって，九品浄土，
九品蓮台などという。

（出典:『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』
）
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３．埼玉県指定史跡「別府氏墓」
安楽寺墓地に大小二基の五輪塔と三基の青石塔婆がある。五輪塔（大）
は別府頼重、五輪塔（小）は同夫人の墓であると寺記に記されている。
別府氏は成田助隆の次男、別府行隆を祖とされ。頼重は甲斐守に任ぜら
れたこともあり、この地方の開発に功績があった。建武年間（1334-1336）
に九品仏を増補再建し安楽寺を中興したとされる。別府氏は『成田氏系
図』によれば、藤原氏の流れで、成田助高の次男、行隆を祖としその子
太郎義行は東別府、次郎行助は西別府を領地とした。
―
成田助高 ―
―
―

助広（成田太郎）
行隆（別府次郎） ― 太郎義行（能幸）
高長（奈良三郎） ― 次郎行助 ― 宗助 ― 光綱 ― 重光 ― 頼重
助実（玉井四郎）
― 近光
― 氏重
― 宣重

青石塔婆は、安楽寺中興後の時期の文和３年（1354）に建立された。高さ 2ｍ、幅 52cm の法量で、弥陀
種子（梵字）の下には、次の内容が刻まれている。
甲斐守藤原頼重世寿
文和三年甲午五月十一日逝孝子敬記
四十一歳法号常賛矣
この形態は初期の板碑形式を示し、大型で高く細長い感があり、頂部の三角形が割合に鋭く横の二線も深
く切り込んでいる。種子や図の刳りも力強く芸術味豊かである。下底の丸い蓮の半球形の花弁も、南北朝時
代の特色を示すものと考えられている。
４．
「別府」という地名と「別府城跡」
別府という地名の由来については、平安時代末期頃に「別官符」
（追加開墾状）によって開墾されたという説のほか、国府の支庁で
ある別府が置かれたことによるとも考えられている。熊谷市と深谷
市との境界周辺に所在する国指定史跡「幡羅官衙遺跡群」では、７
世紀後半から 11 世紀前半までの「郡家」
（郡役所跡）が確認されて
いる。これらの説からも、別府の地は古くから開発された所である
ことが推定される。
別府氏については先述のとおり諸説あるものの、
『成田氏系図』に
よると、平安時代末期、成田氏の成田助高の次男である行隆が別府
の地を支配し別府氏を名乗ったのが始まりとされている。行隆の長男である義行が別府の東部に居住し、
「東別府氏」となり、次男の行助が別府の西部に館を構え「西別府氏」となったという伝承がある。
「別府城跡」は、平安時代末期から室町時代における別府氏の居館跡であり、東西約 100 メートル、南北
約 90 メートルの屋敷地が残されている。土塁と堀の保存状態も良好で（上写真）
、その規模は、堀が幅約 5
メートル、深さ約 2.3 メートル、土塁は高さ約 2 メートルである。城跡の敷地面積は約 36,000 ㎡である。
別府城跡に建立された東別府神社は、創建年代不詳であるが、別府氏（藤原氏）の氏神として奈良の春日
神社を勧請、天正 18 年（1590）の落城まで、城の鎮守だったと伝わる。明治 42 年（1909）に埋鳥の村社榛
名神社を合祀、東別府神社と改称したとされる。
主な参考資料 『熊谷市指定文化財台帳』
・熊谷市教育委員会『熊谷市文化財ガイドブック』
・
『熊谷市史』
「資料編２古代中世」
・
熊谷市文化連合『熊谷市の文化財』
・熊谷デジタルミュージアム・別府村史研究会『別府村史』
・
「安楽寺資料」
・
『日本の歴史④ 天平の時代』
（栄原永遠男）集英社・奈良県『古代を創った人びと 藤原不比等』ほか
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