はじめに
ちさん

さいふくじ

つづき

い

で

本コーナーでは、真言宗智山派西福寺（京都府綴喜郡井手
しんとう かんじよう

町）が所蔵している神道灌 頂儀礼に関係する資料群の
たまみず

一部を展示します。ＪＲ奈良線の玉水駅からほど近い西
福寺は、京都と奈良を結ぶ旧街道に面した歴史風土豊か
な地域に位置しています。これまでは学術調査も行われ
ておらず、文化財指定などもなされていません。
かつさい

ぶんさい

ここに展示するのは、近世の西福寺において活済・文済
師弟の時代に神道灌頂を復興させ、玉水流神祇灌頂とし
て一流を形成していたことを如実にものがたる資料群で
す。一寺院にこれだけまとまって残っている例は珍しく、
神道史研究はもとより、地域文化史的にも優れた資料群
と言えるでしょう。

神道灌頂とは

↓西福寺現本堂

中世神道に関わる秘事及び伝書の、師から
弟子への伝授は、灌頂という手続きを介し
じん ぎ

て行われました。これを神道灌頂（神祇灌
頂）といいます。
でんぽう

密教の伝法灌頂に倣ったこのような儀礼は、
鎌倉時代に現われ、中・近世を通じて真言
ごりゆう

みわりゆう

宗系の御流・三輪流など
りようぶ

の両部神道諸流や天台系
さんのう

の山王神道によって伝習
されました。
れ い き き

に ほ ん ぎ

両部神道では、『日本書紀』及び『麗気記』の伝授の際に日本紀灌頂
お や し ろ

あめのいわと

・麗気灌頂がなされたほか、伊勢灌頂、父母代灌頂・和歌灌頂、天岩戸
さんしゆのじんぎ

わこうどうじん

灌頂・三種神器灌頂などがありました。山王神道でも和光同塵灌頂・
仏神一体灌頂などがあります。
神道灌頂がなされた当初は、密儀的性格が濃かったのですが、室町後
じゆしや

期以降は、俗人の男女を受者とする灌頂（父母代灌頂）も現われるな
ひようほう

ど、より広い享受がなされるようになり、修験道や兵 法における伝
授もその影響を受けていると考えられます。また伝授に際して、灌頂
だん ぎ

の由来、本尊や個々の作法の意味の説明などを主眼とする談義が行わ
れて、その台本や聞き書きが多く残されています。
くじたいせいきよう

近世以降、吉田神道や『旧事大成経』の影響を受けながら受け継がれ
ましたが、明治の神仏分離・廃仏毀釈以後は、ほとんど行われること
はなくなりました。そのこともあり、神道灌頂に関する資料がまとま
って残っている例は多くありません。

ごりゆうしんとうくけつ

かん す

【A-1】『御流神道口決』 高27.5cm(巻子装)
西福寺には、中世神道書の江戸期写本がいくつか残されていますが、
これもそのひとつです。
本書はもともと「大神宮本地（事）」といい、空海を天照大神の化身
うちやまえいきゆうじ

とする秘説を集めたもので、室町初期に内山永久寺の寺主であった
こうけん

光賢の編纂になります。西福寺本は安永七年（1778）の写しです。
しんとうかんじようさいふくみつじきろく

【A-2】『神道灌頂西福密寺記録』 縦23.5cm×横17.4cm
寛政元年（1789）三月、西福寺の文済が行った
御流神道灌頂の記録の案文（下書き）です。
ちしやく

ばんけい

しようじゆしや

ふほう

智積院主鑁啓（1718～94）を正 受 者として、付法
けちえん

五十余人、結縁四千五百余人に上るというじつ
に大規模なもので、先師活済が果たせなかった
宿願を、その十三回忌を期に執り行ったもので
す。神道灌頂が「興行」としての性格を持って
いたことを示すといえるでしょう。
しんとうしよいんじん

【A-3】『神道諸印信』 縦24.1cm×横17.0cm
御流神道の印信（秘法伝授の証として弟子に
与えられる文書）を集成したものです。江戸
ふくろとじ

後期の写で、袋 綴装。本来七冊ですが、第四
冊は失われています。第一冊三十九条、第二
冊九十三条、第三冊十四条、第五冊二十一条、
第六冊二十一条、第七冊七十七条の合計二六
五条が記されています。
じんぎかんじよういんじん

【A-4】『神祇灌頂印信』
ぎようぶん

けいり

ばんけい

安政五年（1858）に、西福寺の尭 文が、契理より受けた神道灌頂印信です。法流は鑁啓
しゆうしよう

―周

せんしん

じんぎこかかんじよういんじん

せいほう

照―先晋―契理―尭文と相承されています。
『神祇許可灌頂印信』
（A-5）などの盛芳

所伝分と同様の意図の下に伝授されたものです。
けちみやく

「神祇灌頂附属之事」「両部灌頂血 脈」「三種神祇灌頂」「大日本紀灌頂」「麗気灌頂」「麗
気灌頂第二重」「神祇奥旨第三重印信」の全七通が収められています。
じんぎこかかんじよういんじん

【A-5】『神祇許可灌頂印信』
嘉永二年（1849）に西福寺の尭文が、盛芳より受けた神道灌頂印信です。鑁啓―周照―先
じゆんさい

晋―契理と相承されます。西福寺主となった尭文が活済・文済・純 済以来の御流神道玉
こ

か

水流の正伝を復興させようとしていたことがわかります。このときの印信は、「許可」「神
祇灌頂附属之事」「大日本紀灌頂」「麗気灌頂印信」「神道奥旨印信」が残っています。

しんとうかんじようどうじようず

【B-1】『神道灌頂道場図』 縦57.0cm×横79.8cm
かけふく

灌頂道場では、法具や掛幅の位置など、基本的な構成・配置が決められています。しかし
現実の本堂の形状はさまざまであり、それに合わせて法具や掛幅の配置などを変更する必
要がありました。
本図は、西福寺旧本堂び形状に合わせて作成されたと考えられる灌頂道場の見取り図です。
こ う の じ

とうがくもん

基本的な構成は「神野寺道場図」
（C-3）と類似していますが、受者が通り抜けていく等覚門
みようがくもん

てんじんしちだい

や妙 覚 門（鳥居）が本堂の部屋や縁側の位置に合わせて配置されたり、天神七代が壁に
沿ってＬ字様に掛けられたりするなど、当時の本堂の形状にそった姿が描かれていること
に特色があります。
さんしゆのじんぎ

なお本尊の十一面観音や三種神器、天神七代、十二天などの掛軸も、西福寺にまとめて伝
来しており（製作年代は多少前後しますが）、本図とともに一括して考察することで、こ
れまで判然としなかった儀礼空間の具体的な復元も可能になると考えられます。
※使用した図像はすべて西福寺所蔵のものです

ごりゆうしんとうでんじゆくぜつ

【B-2】『御流神道伝授口説』 縦24.5cm×横17.4cm
だん ぎ

御流神道灌頂をめぐって行われた談義の台本です。全八冊。
じゆんさい

ぜんが

ぶんさい

純 済の筆ですが（第五冊のみ欠本による禅我の補写）、内容は文済の説
に基づくと考えられます。第一冊では御流神道の由来からはじまり、
りようぶしゆうごう

「両 部 習 合」の意味、唯一神道（吉田神道）との相違を述べ、さらに
いんじん

神道灌頂の意義と作法の概要に及びます。二冊目以降は、伝授された印信
の内容についてひとつひとつ説明したものです。ここに展示されている
しでん

いんか

ふほう

のは第一冊目で、見開き箇所には「師伝に曰く、神道灌頂又印可済み、附法のための重印
こ

か いんみよう

可の人は、惣大事と云て、許可印 明ばかり授くべし。初・二・三印明、神宝等は授くに
につそうだいじ

あ じ や り

きりがみ

及ばず。下礼盤又日惣大事にて事済むが故に、近所に神祇阿闍梨なきときは、俗伝の切紙
も

諸大事等は、授からずとも苦しからず。又若し阿闍梨あらば、一々に伝受を致し、丁寧に
しかり

いえど

かぎよう

し よ ご や

よこたて

授くべし。 然 と 雖 も、加行次第・切紙灌頂・初後夜・横竪次第・遷宮等は、ことごとく
ぎようよう

伝授あるべきなり。みだりに伝授なくして行 用せしめば、神罰を受くるなり…」と記さ
れています。
ごりゆうしんとうくけつききがき

【B-3】『御流神道口決聞書』 第二冊 縦23.7cm×横17.2cm
かつさい

がつてん

こちらは、活済による御流神道談義の台本です。全四冊。書中には、書き込み、訂正や、合点
おうし

・押紙などがおびただしく、実際に使用された跡がはっきりと残されています。
前三冊は、某年九月下旬から十月初旬にかけて十二回に分けて行われた談義の際のもので、
御流神道の由来に始まり、灌頂作法の次第、印信ひとつひとつの解説と続きます。ここに
展示されているのは第二冊の、三日目に行われた灌頂作法上の諸事項の細目についてのく
さし ず

ちしん

だりです。見開き箇所左は「道場指図」に基づき講じた部分で、
「天神七代・地神五代は、
よろ

じんぴ

さ

尊像を掛くるは宜しからず、神号を掛くるが深秘なり。もし尊像ならば、紙を大きに切て下
がんこうしよ

ぐべきなり」「含香所は一鳥居と二鳥居との間にしつらうなり」と指示しています。

←西福寺周辺地図
（国土地理院 20 万分の 1 標
準地図<奈良県内>より）

ひながた

ごへいのひながた

いろたてひながた

【C-1】『雛形』（御幣雛形） 五輪五色 色立雛形 六通入り
西福寺伝来の神道資料で注目すべきは、修法で用いられる灌頂具の雛形が多数含まれてい
ることです。
ほうし

かつさい

ぶんさい

本雛形は、包紙に活済の弟子・文済（西福寺十五世）の署名があり、壇の四角に立てられ
まきたけ

し

め

うしとら

しようがくだん

にちりんだいし

る巻竹の雛形や、竹に巻き付ける六色の注連の雛形、 艮 （東北）の正 覚 壇で日輪大師
が持つ五輪塔の雛形などが彩色された状態で残されています。こうした作例が一括して残
される例は他に見あたらず、具体的な道場の姿を知る資料として貴重です。
ひたちおびかんけい

【C-2】『常陸帯関係』資料
さかき

し

め

し

で

本尊前に供える松・杉・ 榊 の包み紙の見本や、注連や紙垂の切り見本、本尊の上に鏡と
こ う の じ

ともに掛ける常陸帯の結び方を示したものが収められます。これらは「神野寺道場図」（C
ご り ゆうし んとう でん じゆく ぜつ

-3）や『御流神道伝受口説』（C-4）の記述とも対応することから、道場を建立する際に
必要な壇具の見本・雛形として作られたことがわかります。
こうのじどうじようず

【C-3】『神野寺道場図』 縦55.8cm×横40.5cm
西福寺中興の祖とされる活済（西福寺十四世）が書写した神道灌
だいあじやり

頂道場図です。裏面の端書きに「この図は、大阿闍梨の神野寺道
わたくし

な

ほうれき

場図を 私 に成し給ふ御本を以つてこれを書写しおはんぬ。宝暦
きのとゐ

五乙亥天九月五日

ごんのだいそうず ほういん

権大僧都法印活済上人」（原漢文）とあり、

こ う の じ

神野寺（奈良県山辺郡山添村）に伝わる道場図を、宝暦五年（17
55）九月五日に書写したものと考えられます。活済は、本図書写
の三日後の九月八日にも別の神道灌頂壇図を書写しています。そ
ごりゆう

の端書きには「この壇図は御流神道伝受のみぎり、大阿闍梨英 性
び

↑神野寺山門(写真提

えいしよう

供:山添村観光協会)

く

比丘の御本を以つて書写し奉りおはんぬ」（原漢文）とあることから、活済は、この頃に
集中して御流神道の伝授を受け、一連の道場図を入手・書写していたのでしょう。
こんごうかい

本図では、東側に本尊である十一面観音（天照大神の本地仏）が掛けられ、その左右に金剛界
たいぞうかい

・胎蔵界の両曼荼羅が、さらに本尊前に不動明王が配置されています。本尊の正面には壇
ほうけん

しんじ

ないしどころ

が組まれ、三種神器（宝剣・神璽・内侍所）やさまざまな法具が配置されます。東北には、
正覚壇として日輪大師・愛染明王（田夫愛
ししよ

染）・四所明神が置かれます。南側の壁に
天神七代と十二天の内の六天が、北側の壁
に地神五代と残りの六天が、西側の壁に真
言八祖像が掛けられ、本尊の十一面観音と
相対する位置に正観音が配置されていま
す。この構成は、
「神道灌頂道場図」
（B-1）
にも引き継がれており、本図は、西福寺玉
水流において根本となる道場図のひとつと
いうことができるでしょう。
←西福寺・神野寺の位置（国土地理院地図より）

ごりゆうしんとうでんじゆくぜつ

【C-4】『御流神道伝受口説』 第二冊
【B-2】と同じ資料の第二冊です。見開き部分は、雛形の具体
的な使い方が記されており、興味深いものとなっています。
《常陸帯》○毎二本尊上一鏡一面帯一筋懸之／帯ヲ上ケ巻結ニシテ掛ルヲ云
二

常陸帯一ト。鏡ハ常陸帯ヲ緩ク結ヒ中ニモ掛ル。又ハ帯ノ下ニモ掛ル。帯
か

ノ下ニ鏡ヲ掛ル。通途也。［本尊の上ごとに、鏡一面・帯一筋、これを懸
ゆる

ゆ

く。帯を上げ巻結にして掛くるを常陸帯と云ふ。鏡は常陸帯を緩 く結ひ、
つうず

中にも掛くる。または帯の下にも掛くる。帯の下に鏡を掛くる。通途なり］
○八祖・十二天・天神七代・地神共ニ帯一筋鏡二面掛ル之。［八祖・十二
天・天神七代・地神、共に帯一筋・鏡二面、これを掛くる］
《松杉榊包形》○本尊毎尊カサリノ事［本尊毎尊かざりの事］
瓶一対瓶花ハ榊。別尊ノ前毎ニ扇子松杦榊ヒトツニユイ合、本ヲ紙ニ包、水引ニテイハヱ立置也。五
さかき

すぎ

ゆ

色ノ幣一本仏布施一。［瓶一対、瓶花は 榊 。別尊の前ごとに扇子松杦榊ひとつに結ひ合はせ、本を紙
ゆ

ぬさ

に包み、水引にて結はへ立て置くなり。五色の幣一本、仏布施一つなり］
《巻竹》△本壇四角ニ竹一本宛可立。下ハ板敷ヨリ天上迄カ子紙横ニ四ニ折テキザミ三分斗ニ四手ニ作
リ、下ノ方ヘ向テ巻也。黄白赤黒青、青黒赤白黄ト四角ノ作ヲ巻。［本壇四角に竹一本あて立つべし。下
いたじき

し で

は板 敷より天上までかね紙横に四つに折りてきざみ、三分ばかりに四手に作り、下の方へ向けて巻くな
り。黄白赤黒青、青黒赤白黄と四角の作を巻く］
こうのじどうじようず

『神野寺道場図』（C-3）

しんとうじゆつしゆしんぽう

【D-1】『神道十種神宝』
ひながた

十種神宝と三種神器の雛形です。全十二点。神道
かんじよう

灌 頂に際して、真言を唱えた後に、導師から授
ごり ゆうし んとうでんじゆくぜつ

けられます（『御流神道伝受口説』二による）。包
ちしやく

きようによ

紙から、明治三十八年七月に、智積院の教 如か
やはた ぜんが

ら八幡禅我氏（西福寺二十四世・神祇八世）に寄
付されたものだとわかります。
せんだいくじほんぎ

十種神宝は『先代旧事本紀』に典拠を持ち、天照
にぎはやひのみこと

大神が饒 速 日 尊に授け、さらに饒速日尊の子・
うましまじのみこと

ににぎのみこと

宇摩志麻治命が天孫・瓊瓊杵尊に献上したものと
されます。天孫降臨に際して、天照大神より授け
られた神宝として、中世では三種神器とともに重
要視されていました。
おきつかがみ

へつかがみ

やつかのつるぎ

いきたま

本雛形は、瀛都鏡・辺都鏡・八握 釼 ・生玉・
なおしの たま

たる たま

みちかえしの たま

死 玉・足玉・道
しなものの ひ

おろちの ひ

れ

はちの ひ

れ

反玉・ 蛇 比礼・ 蜂 比礼・

れ

ないしどころ

品 物比礼の十種に、三種神器のうちの内侍所

けんさい

↑西福寺中興祖 活済 （憲 済の讃を付す）

と宝剣を加えたものです。厚紙で作られ、それぞれ鮮やかな彩色が両面に施されます（両
面とも同じ彩色）。いずれも包紙に入れられており、包紙の中には、別紙が貼り付けられ、
雛形の説明が記されています。本雛形のように、実体を伴って神宝を表現した作例は類例
がなく、神道灌頂実修の様相をうかがい知ることのできる資料として注目されます。

【 D - 2 】
しんとうしんぽうず

『神道神宝図』
縦23.9cm
×横16.5cm
十種神宝の像容
は、神道図像と
しては一般的な
も の で 、『 弘 法
大 師 全 集 』（ 旧
版）第五巻所収
のものなど諸書に同様の図像が収められています。
西福寺に伝わる本書もそのひとつですが、彩色は多少異なっています。
ごりゆうしんとうくけつききがき

【D-3】『御流神道口決聞書』 第四冊 縦24.7cm×横17.0cm
だんぎ

【B-3】展示資料と一連の写本で、第一～三冊が御流神道の談義の台本であるのに対し、
第四冊は諸書からの抜書で、談義の参考資料であったと考えられます。
くじたいせいきよう

れいこうほんぎ

展示箇所は十種神宝の効能を記しているところです。『旧事大成経』（礼綱本紀）からの
抄出がなされ、「礼」を主題として、その効能が述べられています。

西福寺の縁起
まにへんじようさんさいふくきようじらいえんかん

西福寺の由緒を記すものとして、
『摩尼遍照山西福教寺来縁巻』
（一巻／個人蔵）が残されています。
えおんだいとく

むくもと

天武朝に恵隠大徳が、椋本明神らの助力を得て西福寺の前身
い で で ら

たちばなのもろえ

・井提寺を創建したことから書き起され、橘 諸 兄による再
たいらのしげひら

みなもとのよりとも

建と造仏、平 重 衡の焼きうちと源 頼 朝による再興、後醍
醐天皇の寄寓、さらに近世における伝法灌頂挙行の記事など
が年代順に記されています。明和元年（1764）十月九日づけ
かつさい

けんが

の奥書には、活済の依頼によって兼雅が著したとありますが、
つばいまさたか

さらに椿井政隆の書写奥書が続いており、この縁起はいわゆ
つばいもんじよ

る椿井文書の一つだと考えられるでしょう。
椿井文書とは、近世に椿井政隆なる人物が作成した一連の偽
文書群のことです。政隆は南山城地域の諸社寺の由緒書や家系図を多数作成しており、本
縁起が、種々の伝承をふまえた上で、それらとどのように重なり、南山城全域の歴史をど
のように捉えて作成されたのか、なかなかに興味深いところです。
縁起によれば、「摩尼遍照山西福教寺」の寺号を称するようになったのは、十六世紀中頃
りようこう

の良 興による再興以降で、現在地への伽藍移転は延享四年（1747）から寛延二年（1749）
かじゆうじのみやかんぽう

ていぎ

の頃とされます。移転にあたった活済は宝暦三年（1753）、勧修寺宮寛宝親王の庭儀灌頂
御入檀に出仕しており、同八年（1758）西福寺は勧修寺末となります。
縁起には元禄十年（1697）に神道灌頂を行ったことが記されますが、西福寺が近世から明
治三十年代にかけて、時に智積院から受者を招きつつ、数百人から数千人規模の法会が行
われるような有力寺院であったことは疑いのない事実です。

協力／

遍照山西福寺

（京都府綴喜郡井手町）
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中山一麿

2010-2013科研基盤B「随流寺院間に於ける経蔵形成とその位相に関する研究」

鈴木英之（早稲田大学日本宗教文化研究所招聘研究員）
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