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古代寺院と行基集団
─和泉地域における奈良時代寺院の動向と「行基四十九院」─

梶　　原　　義　　実

はじめに

　行基は奈良時代の僧であり、民衆や在地の有力者などに多くの支持者を得つつ、時として当時

の律令政府の迫害を受けながらも、橋梁や港湾施設の建設や布施屋の造営、池溝の開発など、多

くの社会事業をおこなったことで知られる。行基集団による社会事業は、畿内地域一円で数多お

こなわれたことが、『行基年譜』中の「天平十三年記」の記載から知られる。その一方で、『行基

年譜』の「年代記」などには、行基が建立したとされる、いわゆる「行基四十九院」に関する記

述があり、これまで多くの学者による位置比定がおこなわれてきた。

　しかしそれに対し、裏付けとなる考古学的な寺院遺跡の検出および比定は、多くの考古学者が

試みたにもかかわらず、順調に進んでいるとは言い難い。行基関連寺院としてあきらかなのは、

多くの人名刻書瓦が出土した、和泉の大野寺（土塔）や、山背の山崎院のみである。行基が活

動した畿内地域は、古代寺院の検出例も多く、出土古瓦に関する研究も進んでいる地域であり、

「四十九院」のみがいまだ遺構・遺物とも地中に埋もれているとは考えにくい。

　近年では、これら「行基四十九院」について、伽藍をもち瓦を葺いた、いわゆる「古代寺院」

ではなかったのではという見解も提示されるようになった。千田稔氏は四十九院の多くが所在地

不明であることから、「その堂宇は小規模なものであったことが想定できる」としており【千田

1994】【千田 1998】、また竹原伸仁氏も、摂津伊丹廃寺を崐陽池院に想定する諸説への反論の中

で、行基集団建立の諸寺院については、掘立柱建物の小堂などの「村落内寺院」の景観を彷彿と

させるとし、また、「（伊丹廃寺のような）私的な氏族寺院で、装飾された白鳳寺院を「道場」と

することは、利他行を目指す行基集団の理念からしてあり得ることなのであろうか」という指摘

をおこなっている【竹原 2001】。

　本稿ではそれらの諸説をうけつつ、行基の出身地である和泉地域を題材として、「四十九院」

など行基関連寺院と、考古学的に確認できる古代寺院の造営や修造などの様相を重ね合わせるこ

とで、行基集団が古代寺院というものを、どのように認知していたかに迫ってみたい。

　なお、行基関連寺院の比定地については、千田氏の論考【千田 1994】【千田 1998】などに拠っ

ており、和泉地域の古代寺院と出土瓦およびその年代については、近藤康司氏の詳細な研究【近

藤 1997】【近藤 2004】などを基に、若干筆者の見解を加えている。
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１．大鳥郡

　大鳥郡内の古代寺院、古瓦出土遺跡としては、管見の限りでは 12 遺跡が知られている。以下、

各遺跡と出土瓦について述べていく。

　塩穴郷には塩穴寺の１寺が確認されている。塩穴寺は堺市石津北町に所在し、桧塚古墳周辺に

古瓦の散布が確認されている。この古墳の墳丘が寺院基壇の可能性があるともいわれている。行

基四十九院の清浄土院高渚をここにあてる説もある。塩穴寺からは山田寺式の単弁蓮華文軒丸瓦

と三重弧文軒平瓦が出土しているが、奈良期の瓦は確認されていない。

　土師郷では３遺跡が確認されている。

　百舌鳥陵南廃寺は、堺市百舌鳥陵南町２丁に所在する。白鳳期の瓦として幅広弁の有稜素弁蓮

華文軒丸瓦と四重弧文軒平瓦が出土しており、また奈良期の瓦として、平城 6689 系の軒平瓦が

確認されている。文様は 6689 型式Ｂ種に酷似しているが、外区と脇区の杏仁形区画が珠文へと

変化していることから、後出型式と考えられる。6689 型式は平城京の瓦編年では平城第Ⅱ期前

半（養老５（721）年頃～天平初頭（元年：729）頃）の瓦とされているが、平城京の瓦と異なり、

顎形状は直線顎～曲線顎Ⅰに近い形状を呈している。平城京において、段顎から直線顎、曲線顎

Ⅰへの変化は、おおむね平城第Ⅱ期（養老５年頃～天平 17（745）年）の間であるとされており

【毛利光・花谷 1991】、和泉地域への導入は第Ⅱ期前半でも後のほうか、もしくはやや遅れるで

あろう。百舌鳥陵南廃寺の造営氏族としては、百済公が想定されている。

　土師観音廃寺は、堺市土師町に所在する。白鳳期の瓦としては、百舌鳥陵南廃寺と同文の幅広

弁の素弁蓮華文軒丸瓦と、紀寺式雷文縁複弁蓮華文軒丸瓦が確認されている。奈良期の瓦として

は、百舌鳥陵南廃寺と同笵の平城 6689 系のものが出土している。土師観音廃寺の個体は脇区を

欠き、その代わりに第３単位の主葉上にあらたに脇区界線を彫り加えるという改笵をおこなって

おり、百舌鳥陵南廃寺より後出であることがあきらかになっている。また、土師観音廃寺ではこ

れとセットとなる複弁蓮華文軒丸瓦も出土している。花弁の割り付けに狂いが生じているものの、

平城 6304 型式がその祖型であるとされている。なお、6304 型式は平城京の瓦編年では平城第Ⅰ

期後半（霊亀元（715）年～養老５年頃）とされているが、和泉地域に持ち込まれた時期として

は、6689 系の軒平瓦と同時と思われるため、それより降るであろう。

　大野寺（土塔）は、堺市土塔町に所在し、行基創建の大野寺であることがあきらかな遺跡で

ある。奈良期の軒瓦としては、軒丸瓦 11 型式、軒平瓦７型式が確認されている。以下おもなも

のについて、近藤康司氏の記述にしたがいみていく【近藤 2004】。Ｍ－１型式は複弁八弁蓮華文

軒丸瓦で、中房部に「神亀四年□卯年二月□□□」銘が記された瓦で、この神亀４（727）年は、

ちょうど『行基年譜』による大野寺の創建年代にあたり、寺院創建期の瓦と判断されている。軒

丸瓦Ｍ－２型式と軒平瓦Ｈ－２型式は、百舌鳥陵南廃寺や土師観音廃寺と同笵の、平城 6304 系・

6689 系の瓦である。軒平瓦の顎形状は曲線顎Ⅰである。軒丸瓦に土師観音廃寺にはない笵傷が
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図１	大鳥郡における古代寺院と行基関連施設（62,500 分の１）
	 （凡例	 ■：飛鳥白鳳期の寺院遺跡　　□：奈良期の寺院遺跡
	 	 ▪：奈良期の瓦が出土する飛鳥白鳳寺院
	 	 ●：飛鳥白鳳期の瓦散布地　　○：奈良期の瓦散布地
	 	 ◎：飛鳥・白鳳～奈良期の瓦散布地
	 	 卍：行基関連寺院推定地　　▲：行基の土木事業推定地　
	 	 　　　　　：南海道　　　　　　　：その他の幹線道）
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みられること、軒平瓦の瓦当面も土師観音廃寺よりやや荒れがみられることから、大野寺のほう

が後出とされ、また製作技法の共通性から、土師観音廃寺と同一の製作工人によるものとされ

ている。この瓦の年代観については、先述のとおり、祖型とされる平城京の 6689 型式の年代が

720 年代であり、創建瓦のＭ－１型式と同時かやや遅れる時期が想定されている。重圏文軒丸瓦

Ｍ－４型式は、京都市伏見区のオウセンドウ廃寺・ガンセンドウ廃寺と同笵の可能性が高いとさ

れ、この両寺は福山敏男氏によって行基建立の法禅院に比定されることから、行基関連寺院間で

の紐帯が指摘されている。なおオウセンドウ廃寺などの瓦は、従来は平安期のものとされてきた

が、近藤氏は奈良時代のものであると指摘している。重圏文の間に珠文を巡らすこの種の意匠は、

三重県伊賀市三田廃寺や淡路国分寺などでも出土しており、筆者もこの種の瓦の年代は奈良期に

遡る可能性があると考える。軒丸瓦Ｍ－９型式は縦置型一本作りの細弁十四弁蓮華文で、出土点

数から均整唐草文軒平瓦Ｈ－４型式とセットとなり、８世紀後半のものとされている。均整唐草

文軒平瓦Ｈ－３型式は、報告では８世紀後半とされるが、本型式と同様に、外区をもたず、瓦当

部と平瓦部の厚みがほぼ均一な軒平瓦は、平城 6655 Ａ、6719 Ａにみられ、前者は平城第Ⅰ期後

半とされ、後者は恭仁宮造営時（天平 12（740）年）に製作された瓦に先行するとされている。

大野寺のＨ－３型式は文様構成的には 6719 Ａに近く、740 年代頃の瓦とみておきたい。素弁八

弁蓮華文軒丸瓦Ｍ－ 11 型式と均整唐草文軒平瓦Ｈ－７型式は、長岡京期のものとされている。

　蜂田郷では２寺が確認されている。蜂田寺（華林寺）は堺市八田寺町に所在し、行基建立の蜂

田寺ともいわれる。白鳳期の瓦として、丹比廃寺式の重弁蓮華文軒丸瓦が出土している。仏光寺

は八田西町に所在し、平安期の基壇建物や平安後期の多くの瓦とともに、信太寺跡と同笵である、

白鳳期の素弁八弁蓮華文軒丸瓦が出土している。

　石津郷には浜寺石津町東遺跡が所在する。官衙系遺跡とされており、藤原宮 6647 Ａ型式と同

笵の偏行唐草文軒平瓦が出土している。

　日部郷では、鶴田池東遺跡から瓦が出土している。鶴田池東遺跡は堺市菱木に所在し、墨書土

器や硯なども出土することから、氏族寺院「鶴田池院（行基四十九院のひとつ）」としての性格

とともに、日部駅として街道整備の拠点ともなったとされている【大阪府教委 1980】。瓦塔や丹

比寺式の重弁蓮華文軒丸瓦が出土しているが、奈良期の瓦は確認されていない。

　上神郷では２遺跡が確認されている。大平寺は堺市大平寺に所在し、白鳳期の塼仏が確認され

ている。大庭寺遺跡は堺市大庭寺・小代に所在し、天平勝宝２（750）年創建の大庭院（行基院）

との関係も指摘されている【大阪府教委 1989】。

　大鳥郷でも２遺跡が確認されている。長承寺廃寺は堺市鳳東町３丁・４丁に所在し、大鳥連の

造営による大鳥郡寺ともいわれる。藤原宮式の複弁蓮華文軒丸瓦が出土している。大園遺跡は高

石市西取石５～７丁に所在し、行基四十九院の清浄土院尼院にあてる説がある。天武９（680）

年創建の本薬師寺と同笵の軒丸瓦および、山田寺と同笵の塼仏が確認されている。
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図２　大島郡出土瓦（6 分の 1）
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２．和泉郡

　和泉郡内の古代寺院、古瓦出土遺跡としては、12 遺跡が知られる。以下述べていく。

　信太郷では信太寺１寺が確認されている。信太寺は信太首の氏寺とされ、和泉市上代町に所在

し、発掘調査などにより、法起寺式の伽藍配置が推定され、また塼積基壇、築地、鍛冶炉などが

検出されている。出土瓦は多岐にわたっている。白鳳期の瓦としては、軽寺式の瓦を独自に改変

したといわれる素弁八弁蓮華文軒丸瓦ⅠＢ型式が主体であり、これは坂本寺でも同文瓦が使用さ

れているが、先述の仏光寺と同笵の軒丸瓦ⅠＡ型式や、百舌鳥陵南廃寺と同文の幅広花弁の素

弁八弁蓮華文軒丸瓦ⅠＣ型式も出土している。奈良期の瓦としては、平城京 6225 型式と同文の

複弁八弁蓮華文軒丸瓦ⅢＡ・ⅢＢ型式や、上外区に杏仁状珠文、下外区に線鋸歯文を施す均整唐

草文軒平瓦ⅠＡ～Ｄ型式がある。6225 系のⅢＡ型式については、平城宮より先行する可能性も

指摘されるが【大阪府教委 1982】、外縁の鋸歯文帯が凸鋸歯ではなく線鋸歯化していること、内

区の圏線が二重ではなく一重となっていることなど、後出の要素もみられる。ちなみに 6225 型

式は聖武天皇の平城還都（天平 17（745）年）時に造営された平城宮第二次大極殿の創建瓦であ

る。しかし、セットとなる軒平瓦（後述）の杏仁状珠文などは、奈良期でも早い段階の特徴であ

り、本稿ではこれらの瓦は、720 ～ 740 年代と広くとってみておきたい。軒平瓦は平城宮や多く

の地域で 6225 型式とセットとなる 6663 型式ではなく、独自の文様を使用している。もっとも出

土数も多く、文様的にも先行すると考えられる軒平瓦ⅠＢ・ⅠＤ型式は、中央に向けて内行する

均整唐草文であり、この種の文様は平城京など中央とは直結せず、むしろ統一新羅の軒平瓦によ

くみられる文様である。写真で確認する限り、製作技法も朝鮮半島系の包込技法をとる瓦がみら

れ（【大阪府教委 1982】図版 25 － 17）、渡来系またはその系譜を引く工人によるものと考えられ

る。また、「信太寺」銘の刻印瓦も出土している。

　上泉郷では和泉寺１寺が確認されている。和泉寺は和泉市府中町に所在し、位置的に和泉郡寺

の可能性が指摘されている。白鳳期の瓦としては、岡寺式複弁五弁蓮華文軒丸瓦、紀寺式雷文縁

複弁八弁蓮華文軒丸瓦、法隆寺式複弁八弁蓮華文軒丸瓦などや、池田寺Ⅰ式と呼ばれる単弁八弁

蓮華文軒丸瓦が出土している。奈良期の瓦としては、外縁に「つ」状唐草文が巡る複弁八弁蓮華

文軒丸瓦が、年代の評価の難しい瓦ではあるが、奈良期の早い段階に比定されている。

　坂本郷では坂本寺１寺が確認されている。坂本寺は坂本臣の氏寺とされ、和泉市阪本町に所在

する。発掘調査などにより、南北に長い寺域をもち、また伽藍配置は法隆寺式であることが復元

されている。白鳳期の瓦としては、軽寺式の単弁蓮華文軒丸瓦と、二重弧文の軒平瓦などが確認

されている。信太寺のものよりも軽寺のオリジナルに近く、先行するものであろう。川原寺式軒

丸瓦と三重弧文軒平瓦も出土している。やや降る時期の瓦として、藤原宮式の複弁八弁蓮華文軒

丸瓦（6273 系）と偏行唐草文軒平瓦（6641 系）が出土しており、数量的にはこれがもっとも多

い。池田寺Ⅱ式と呼ばれる単弁八弁蓮華文軒丸瓦も確認されている。また、出土した三尊塼仏片
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図３	和泉郡における古代寺院と行基関連施設（62,500 分の１）
	 （凡例	 ■：飛鳥白鳳期の寺院遺跡　　□：奈良期の寺院遺跡
	 	 ▪：奈良期の瓦が出土する飛鳥白鳳寺院
	 	 ●：飛鳥白鳳期の瓦散布地　　○：奈良期の瓦散布地
	 	 ◎：飛鳥・白鳳～奈良期の瓦散布地
	 卍：行基関連寺院推定地　　▲：行基の土木事業推定地　
	 　　　　　：南海道　　　　　　：その他の幹線道）
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は、三重県夏見廃寺のものと同笵とされる。

　池田郷には、３寺が確認されている。

　池田寺は池田首の氏寺とされ、和泉市池田下町に所在する。古代の伽藍は確認されていないが、

寺域北限と共通する中世大溝などが検出されている。寺域北方には瓦窯などとともに、９世紀前

半代まで継続する掘立柱建物群が確認されており、寺院地や寺辺集落の様相があきらかになって

いる。白鳳期の瓦としては、池田寺Ⅰ式と呼ばれる単弁八弁蓮華文軒丸瓦が、また奈良期の瓦と

しては、池田寺Ⅱ式と呼ばれる単弁八弁蓮華文軒丸瓦が、それぞれ確認されている。池田寺Ⅱ式

については、８世紀前半に位置付けられている。また、「池田」「池田堂」銘の文字瓦も出土して

いる。

　松尾寺は和泉市松尾町に所在する。複弁系の軒丸瓦の出土が確認されているが、詳細はあきら

かになっていない。

　安楽寺は和泉市国分町に所在し、承和６（839）年、和泉国分寺とされた寺院である。国分寺

転用以前の瓦としては、松尾寺と同文である、外縁素文の複弁八弁蓮華文軒丸瓦が確認されてい

る。白鳳期の瓦であろう。

　山直郷には田治米廃寺がある。岸和田市田治米に所在し、行基が造ったとされる久米田池の北

東 500 ｍほどに位置する。東隣の田治米宮内遺跡の調査では、奈良～平安期とされる瓦類が出土

している。軒瓦は重弁状の花弁をもつ八弁蓮華文軒丸瓦と、均整唐草文軒平瓦のセットで、文様

的特徴や軒平瓦の顎形状が曲線顎であることなどから、８世紀中葉～後半頃とみておきたい。ま

た隣接する山直北遺跡からは官衙系建物群が検出されており、官衙等に付設された小堂的建物に

葺かれた瓦である可能性が高い。

　八木郷には小松里廃寺がある。岸和田市小松里町に所在するが、寺院の詳細は不明である。後

述の秦廃寺と同笵の豊浦寺式軒丸瓦と、池田寺Ⅱ式の瓦が出土している。

　掃守郷には２寺が確認されている。春木廃寺は岸和田市春木若松町に所在し、白鳳期の有稜単

弁蓮華文軒丸瓦および、池田寺Ⅱ式の軒丸瓦が出土している。別所廃寺は岸和田市別所町に所在

する。伽藍の詳細等は不明であるが、藤原宮 6281 Ｂ型式の軒丸瓦や、また平城京 6282 系（青谷

式）の軒丸瓦が確認されるなど、継続して中央との関係が強い寺院である。

　木嶋郷にも２寺が確認されている。秦廃寺は貝塚市半田に所在し、秦氏の建立した寺院とされ

る。発掘調査によって寺域の南限を画する溝や掘立柱建物などが検出されている。出土瓦として

は、もっとも先行する時期の瓦として、豊浦寺式の有稜素弁蓮華文軒丸瓦が出土しており、630

年代頃の瓦とされている。これと同笵の瓦は、春木廃寺・堀遺跡・加治神前畠中遺跡・地蔵堂廃

寺と、和泉郡南部から日根郡北端部にかけての狭い地域に集中して分布する。また、白鳳期には

紀寺式軒丸瓦、奈良期には唐草文縁の池田寺Ⅱ式軒丸瓦と、上外区に線鋸歯文、下外区に杏仁状

珠文を施す均整唐草文軒平瓦など、継続して寺院の修造がおこなわれている。堀遺跡は貝塚市堀

に所在し、先述のとおり秦廃寺と同笵の豊浦寺式軒丸瓦が出土している。
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図４　和泉郡出土瓦（6 分の 1）
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３．日根郡

　日根郡内の古代寺院、古瓦出土遺跡としては、４遺跡が知られる。以下述べていく。

　近義郷には、加治神前畠中遺跡（貝塚市加治・畠中・石才）と地蔵堂廃寺（貝塚市地蔵堂）の

２遺跡が存在する。寺院の詳細は不明だが、秦廃寺と同笵の豊浦寺式軒丸瓦が出土する。

　賀美郷には禅興寺廃寺がある。泉佐野市長滝・南中樫井に所在し、日根造の造営による日根郡

寺ともいわれる。『行基年譜』の中にも「日根禅興寺」の記述がみられる。出土瓦は海会寺同笵

の吉備池廃寺式・川原寺式など多岐にわたるが、奈良期に下る瓦は確認されていない。

呼唹郷には海会寺１寺が確認されている。海会寺は泉南市信達大苗代に所在し、発掘調査によっ

て、法隆寺式の伽藍配置をもつ寺院および、その東隣には官衙系の建物配置をもつ、造営氏族の

集落跡が存在する。創建瓦は吉備池廃寺（百済大寺）と同笵の重圏文縁単弁八弁蓮華文軒丸瓦で、

吉備池廃寺から四天王寺を経て、海会寺に笵がもたらされている。海会寺では 650 年頃に使用さ

れた瓦とされている。またやや遅れて川原寺式の瓦も使用されている。奈良期に下る軒瓦は確認

されていないが、伽藍地の南方や西方で、補修瓦を焼成した瓦窯が確認されている。

図５　和泉郡南部・日根郡出土瓦（6 分の 1）
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図６	日根郡における古代寺院と行基関連施設（62,500 分の１）
	 （凡例	 ■：飛鳥白鳳期の寺院遺跡　　□：奈良期の寺院遺跡
	 	 ▪：奈良期の瓦が出土する飛鳥白鳳寺院
	 	 ●：飛鳥白鳳期の瓦散布地　　○：奈良期の瓦散布地
	 	 ◎：飛鳥・白鳳～奈良期の瓦散布地　
	 	 卍：行基関連寺院推定地　　▲：行基の土木事業推定地　
	 	 　　　　　：：南海道　　　　　　：その他の幹線道）
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４．和泉地域における古代寺院の様相と行基関連寺院

　以上、和泉地域における古代寺院の動向、とくにその造営と修造およびその時期について、古

瓦の様相から復元しつつ、さらにそれを「行基四十九院」など、行基関連寺院の推定地とのかか

わりを地図上で示してきた。

　これらの作業から、以下のことがあきらかであるといえよう。

①	行基関連寺院の位置は、とくに大鳥郡を中心に、古代寺院の場所と重なる部分も多いもの

の、その多くは白鳳期創建の寺院であり、行基の活動した奈良時代前半に修造をおこなっ

た痕跡はみうけられない。

②	その一方で、和泉地域においては、とくに和泉郡の諸寺などを中心に、奈良時代前半に修

造（または新造）をおこなった寺院が多く確認されており、この時期の造寺・造瓦活動は

かなり盛んであったといえる。

③	しかしそれらの寺院は、大鳥郡の百舌鳥陵南・土師観音の両廃寺を含め、文献上の行基関

連寺院に比定することは、位置的に困難である。

　このことは、何を意味するのであろうか。

　和泉は行基の出身地でもあり、『行基四十九院』のうち、十数ヶ寺が和泉の地に建立されてい

ることから、和泉の造寺活動については、古くから行基とのかかわりが強いものとして論じられ

てきており、文献史ばかりでなく考古資料に関しても、行基との関連で解釈されることが多い。

　たとえば近藤氏は、大野寺で出土し、また百舌鳥陵南廃寺や土師観音廃寺でも同笵瓦が確認さ

れる、平城 6304 － 6689 系瓦の採用について、久米田寺や狭山池など、行基による池溝の築造・

改修事業に参加した見返りとして、平城宮式軒瓦による寺院修造を認められたものであり、また

和泉郡を中心に分布する池田寺Ⅱ式瓦の分布の背景として、氏族寺院の経営への行基の援助を示

すものであるとの考え方を示している【近藤 1997】。

　しかし、まず平城宮系の瓦については、これは近藤氏も指摘するが、瓦笵の使用順序として、

百舌鳥陵南廃寺→土師観音廃寺→大野寺の順でもちいられたことがあきらかになっている。筆者

はこれまで、平城京や大宰府の瓦と地方寺院・国分寺の同文瓦との関係において、中央から地方

寺院を経由して国分寺に導入される瓦当文様については、国分寺造営における地方寺院造営者に

よる技術援助・労働力提供を示すものであり、中央政府の国分寺造営への直接的関与をあらわす

ものではないという立場をとってきたが【梶原 2010a】、この瓦についても、それと同様のこと

がいえよう。大野寺の平城宮系瓦は、その導入経路からは、あくまで大野寺の造営に、百舌鳥陵

南廃寺の造営者である百済公、土師観音廃寺の造営者である土師連が深く関与した証明となるに

過ぎず、大野寺、ひいては行基と中央政府との繋がりを示すものではない。そう考えるならば、

これらの文様はあくまで百済公や土師連が、直接中央政府とのかかわりの中で導入した文様であ

り、そこに行基との繋がりを求めるのは難しいといえよう。
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表１　行基関連年表と古代寺院出土瓦の推定年代

行基関連年表

百
舌
陵
南

土
師
観
音

土
塔

信
太
寺

和
泉
寺

坂
本
寺

池
田
寺

田
治
米

小
松
里

別
所

秦

慶雲元（704） 家原寺
慶雲２（705） 大須恵院

和銅元（708） 神鳳寺

養老元（717） 行基の民間伝道を禁圧

養老６（722） 私度僧・僧尼の民間布教の禁止

神亀元（724） 清浄土院高渚・尼院

神亀３（726） 檜尾池院
神亀４（727） 大野寺・尼院

天平３（731） 行基に従う優婆塞・優婆夷の一部に得度を許可

天平６（734） 隆池院・深井尼院

天平８（736） 摂津に天竺僧菩提僊那を迎接
天平９（737） 鶴田池院
天平 10（738） 行基弟子の大鳥連夜志久爾、年分度者の例に

天平 13（741） 聖武天皇、泉橋寺に行幸。行基に給孤独田を賜う。

天平 15（743） 大仏造立の勧進に起用

天平 17（745） 大僧正に任命

天平 21（749） 聖武・中宮・皇后に授戒。入滅。
天平勝宝２（750） 大庭院



82	 名古屋大学文学部研究論集（史学）

（14）

　これらの瓦が導入され、また和泉地域において既存寺院の修造が活発化したと考えられる 720

年代～ 730 年代は、まだ律令国家と行基との関係がさほど好転している時期とはいえず、行基の

活動への報償を国家が積極的に与えるということも考えにくいのではないだろうか。

　また、行基が和泉地域の寺院の修造に積極的にかかわった可能性も、むしろ薄いと筆者は考え

る。大野寺の文字瓦をみると、百済公や土師連をはじめ、信太寺の造営氏族である信太首、坂本

寺の造営氏族である坂本臣、他にも大鳥連や日根連など、和泉各地の有力氏族が大野寺の造営に

参画していたことは疑いない。しかし、にもかかわらず、大野寺と同笵や同文の瓦が、これらの

氏族寺院にはまったく使用されておらず、またこれら知識を示す人名文字瓦も、大野寺以外の諸

寺ではまったく出土していない。このことはむしろ、大野寺の造営にもちいられた、行基集団の

大きな労働力は、在地寺院の修造には向けられなかったことを想起させる。

　さらに、これら奈良時代前半に修造された在地の郷名寺院が、いずれも「行基四十九院」の中

に入っていないことは、行基に深く帰依し、その活動を積極的に援助していた和泉の在地氏族た

ちが、自らの経営する寺院を、行基集団に提供・寄進していないという事実を示すものといえよ

う。それは、行基集団の側からいえば、在地の有力氏族に対して、労働力など種々の援助をうけ

ながら、布教の場としての寺院、それも既存の寺院の提供という、いちばん容易に要求できるで

あろうことを求めていないと考えることもできよう。

　こういったことを考え合わせると、行基およびその集団の活動として、寺院の造営や修造、維

持管理といった方面への意識の薄さが、むしろ導き出せるのではないだろうか。

　考えてみれば、行基集団の事業は、あくまで池溝や港湾の開発や架橋、布施屋の設置など、直

接民衆が潤う事業にその主眼が向けられている。在地有力者層の援助も、行基の宗教性よりむし

ろ、こういった実利的な活動への理解であった可能性もあろう。「行基四十九院」も、寺院とし

てそれ単独というよりむしろ、これら池溝や橋に隣接して設けられており、宗教施設というより

むしろ、諸施設の維持管理の役割が強かったようにも感じさせる。

　筆者は別稿【梶原 2010b】において、とくに地方においては、国分寺造営以前の古代寺院とい

うものは、人々が参集し法会をおこない、僧尼が常駐しきちんと維持管理される宗教施設という

よりむしろ、とくに礎石建瓦葺の伽藍や高層な塔は、建立者の示威的モニュメントとしての色彩

が強いということを、寺院の選地から示した。それは国分寺でも究極的には同様であり、各国す

べての国分寺に設置された七重塔は、律令国家による地方における宗教的拠点としての象徴であ

り、まさに「国華」であるといえる。

　畿内に属する和泉地域では、寺院への認知として、地方とはやや差異があった可能性もあるが、

やはり壮大な堂塔を建造することは、示威的側面が強いものであり、また現実面でも多くの労働

力と財力が必要な行為である。行基集団の活動内容からみえる理念からいって、そのような「寺

院」施設がかならずしも必要だったのかどうか、再考してみる必要があろう。「はじめに」の項

で触れた竹原氏の指摘は、まったく卓見であると筆者は考える。



	 古代寺院と行基集団　─和泉地域における奈良時代寺院の動向と「行基四十九院」─	 83

（15）

　翻ってみると、「行基四十九院」というのは、あくまで「院」であり「寺」ではない。「院」と

いうのはなにも「寺院」に限ったものではなく、光明子の「悲田院」「施薬院」もやはり「院」

である。大鳥郡南部における行基の事業のひとつとして、和田郷に檜尾池を造営し、檜尾池院を

設けたことが知られている。両者の詳細な位置は不明ながら、堺市檜尾町付近と想定されている。

檜尾町の南側には「伏屋」という地名も残るが、檜尾には布施屋設置の記述はない。檜尾池院、

ひいては「行基四十九院」と呼ばれる諸院には、法会や布教をおこなう仏教施設としての「寺」

の役割も持っていたであろうが、それよりむしろ、池溝や橋などに隣接し、その維持管理をおこ

ないつつ、かつ布施屋的な福利厚生施設としての側面が大きかったのではないかと考える。

　また、これは余談に近くなるが、和泉においては国分寺の造営が他国より遅れており、承和

６（839）年、和泉郡池田郷の安楽寺を転用することで和泉国分寺としている。このような和泉

国分寺の造営の遅れを、行基信仰が隆盛していた和泉への国家仏教の浸透の遅れと解釈する諸説

が存在するが、この問題はむしろ、和泉国の立国の過程に理由が求められよう。和泉国は霊亀２

（716）年に河内から３郡を割いて「和泉監」として成立し、その後天平 12（740）年に河内に再

統合、さらにその後天平宝字元（757）年に「和泉国」として成立する。各国の国分寺の造営を

みると、多くは 740 年代末～ 750 年代を中心に造営が進められており、聖武天皇がすでに亡く、

その１周忌の法要も済んだ 757 年では、そこからあらたに国分寺造営を積極的に推し進める国家

的施策がおこなわれたとは言い難い。事実、類似した立国過程をとる能登も、国分寺を在地私寺

の転用で済ませている数少ない国のひとつである。

　和泉地域においては、平安後期の瓦の出土が顕著であることが知られる。行基関連寺院とのか

かわりが指摘される、塩穴寺や蜂田寺、大園遺跡などや、行基の生家である家原寺、その他在地

氏族の氏寺であった池田寺や坂本寺なども、平安後期に大規模な新造または改修がおこなわれて

いることが指摘されている。この時期になってはじめて、行基信仰とのかかわりからの関連施設

の顕彰活動を通して、行基と伽藍をもつ「寺」が結びつき、行基関連諸院が純粋な宗教施設とし

て「瓦葺寺院化」していったのであろう。

おわりに

　以上、和泉地域を題材に、奈良期における古代寺院の修造と行基関連寺院の相関性から、行基

集団と「寺院」とのかかわりの薄さについて論じた。

　本稿においてはまだ傍証不足であり、推論を重ねた部分も多いが、本稿で提示した内容は、行

基集団の活動の性格や、社会事業を媒介とした行基と氏族、国家とのかかわりについて重要な示

唆をおこなっているだけでなく、さらに広く、奈良時代における人々の寺院観や国家による寺院

政策、地方氏族による寺院の維持管理のあり方など、多くの論点における問題提起を含んでいる

と考える。
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　古代の仏教政策や寺院観に関しては、とくに考古学の側からは、とかく画一的に、ステレオタ

イプに語られることが多いが、まず前提をもたずに考古資料を解釈することが必要なのではない

かと思われるし、それを文献史学や仏教史学の諸成果と融合させることで、みえてくる事実はま

だまだ多いのはないかと考える。

　本稿は、本学日本史学講座の古尾谷知浩准教授との共通開講演習「古代の遺跡と文献史料」の

2009 年度のテーマである、行基の活動と土塔の発掘調査成果に関する演習の授業から想を得て

いる。古尾谷先生をはじめ、受講生の日本史学・考古学などの大学院生および学生たちには、本

稿を著すにあたっての多くの有益な示唆を得た。本稿では、筆者の力量不足から、とくに文献史

学の方面の研究史に関して、それらの貴重な示唆をじゅうぶんに活かしきれているとは言い難く、

まことに忸怩たるものがあるが、今後研究を進めていくうえでの課題としたい。
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Abstract

Ancient Temples and Priest Gyoki

— A trend of ancient temples in Izumi province and “Forty-nine Temples built by Gyoki” —

KAJIWARA Yoshimitsu

 Gyoki （行基）	 is a famous and virtuous Buddhist priest in Nara period. He is known getting many 

supporters from the people and the local influential person by having performed much social work such 

as the construction of a bridge and the harbor facilities, the building of the hotels for travelers, and the 

digging of the pond and the ditch, while occasionally receiving persecution of the legal government. 

Furthermore, he had a legend that“Forty-nine Temples built by Gyoki”.

 But almost of these temples have not been discovered archeologically yet despite many archeologists 

and historians tried it. In this paper, we insists to approach how Gyoki and his believers group recognized 

ancient temples by comparing aspects of building or reconstructing of ancient temple with the presumed 

position of "forty-nine temples built by Gyoki" and other Gyoki-related temples in Izumi district, hometown 

of him. 


