平成二十七年度仏教文学会大会研究発表要旨（午前の部）

１．「気多神社古縁起」の成立と謡曲〈鵜祭〉

山吉頌平

能 州 一 宮 気 多 大 社 は、古 くは『万 葉 集 』にその名 が見 えるのをはじめとして、延久 四 年 には「気 多 宮 歌 合」が催さ
れ、室町時代には当社の縁起に基づく謡曲〈
鵜祭〉がつくられた他、近代に至っても当社とゆかりのある折口信夫によ
ってその佇まいがうたいあげられたように、文芸と深いかかわりを持つ北陸の古社である。
その気多大社には数種の縁起が伝えられているが、その中でも最も古く、またまとまった内容を持つと考えられる

（ママ）

ものが、室町時代末期写と推定されている「気多神社古縁起」と通称される巻子本の縁起である。この縁起は、気多
社の別当寺 であった正覚 院に伝来 し、気 多社 の由 来や歴 代の天皇 の寄進などを記すもので、「当 社根元縁儀可大切
者也」との識記があるように、根本縁起として重要視されていた。
しかしながら、現在に至るまでこの縁起の成立過程や縁起中の説話については本格的に考察されたことがなく、気
多社諸縁起中における本縁起の位置も不明確なままであった。そこで本発表では、「気多神社古縁起」に記された内
容や同時代の周辺史料を細かく分析していくことで、当社で中世に行われていた社説を浮かび上がらせるとともに、
当社の社家・寺家ともに深く交流を持っていた吉田家の神道説（吉田神道）の「古縁起」への影響を明らかにし、この縁
起が作製された思想的な背景を解明することを目指す。かつ、そうした分析をもとにして、気多社諸縁起の全体像
を俯瞰した上で、「古縁起」がどのように位置づけられる縁起であるのかを検討していく。また、それに関連して、当社

筒井 大祐

の縁起 を基 につくりださ れた金 春流独 自の能〈鵜祭 〉にも、「古 縁起」と通底する中 世の社説 が濃 厚に反映 されてお
り、一見不可解ともとれる詞章や演出が、そうした社説に由来することをも明らかにしたい。

２．『八幡宮寺巡拝記』と『平家打聞』、『神道集』

弘長年間（一二六一―一二六三）以降、文永五年（一二六八）以前の数年の間に成立したとされる『
八幡宮寺巡拝
記』（以下、『巡拝記』。）は、八幡宮関係の縁起・霊験譚の集成であり、八幡信仰関係の霊験譚の集大成と位置付けら
れる『八幡愚童訓』（以下、『愚童訓』。）甲・乙本との共通説話を有している他、八幡縁起絵巻の詞書の依拠資料とし
て利用されるなど、八幡縁起の展開上、非常に重要な意義を持っている。
しかし例えば、その『巡拝記』と『愚童訓』、特に乙本との共通説話の影響 関係についても、『巡拝記』自体の依拠資
料の解明がいまだ不十分なため、影響関係とめぐっては議論が分かれている。
そこで本発表では、その『巡拝記』の成立を解明する端緒として、佐々木紀一氏が指摘された『巡拝記』と『平家打
聞』、『
神道集』との同文関係について、改めて検討したい。
佐々木氏は、『王年代記』という資料の位置付けを行われた際、同文関係にある資料 として、『平家打聞』、『神道
集』とともに、『巡拝記』
を挙げられた。ところが佐々木氏の論考の主眼が『王年代記』の位置付けであったため、『巡拝
記』と『平家打聞』、『
神道集』との同文関係については、考察が十分にはされていない。
また、『平家打聞』と『神道集』の同文関係をめぐっては、高橋貞一氏や黒田彰氏により両書の直接の書承関係が指
摘される一方、村上学氏は両 書に共通 の依拠資 料を推測されるなど、両書の同文関係についても未だ確定していな
い。このような『平家打聞』と『神道集』の同文関係をめぐり、『巡拝記』を通して、『巡拝記』を含めた三書に共通の依
拠資料が認められる事を明らかにする。それにより、八幡縁起絵巻の詞書の依拠資料でもある『巡拝記』の成立を検
討して、中世における八幡縁起の展開を考察する一端としたい。

３．近世 高 野山 の神 道関 係資 料 にみる愛 染明 王信 仰 について

吉田

唯

井原西鶴の『男色大鑑』（一六八七）や、近松門左衛門の『冥途の飛脚』（一七一一初演か）には、大阪の愛染堂勝鬘
院での愛染まつりに際し、遊女等が献灯したことが記されており、愛染明王が庶民から崇敬を集めていたことが確認
できる。しかし、高野山での愛染明王の扱いは、庶民の信仰とは異なり、仏教と神道を結びつける役割が担わされてい
たよう である。そこで本 発 表 では、近 世 の高 野 山 における愛 染 明 王 の立 ち位 置 について神 道 書をもとに読 み解 きた
い。
今回使用する資料は、高野山大学に寄託されている、増福院本と金剛三昧院本である。すでにデータ化されてい
る増福院本は、英仙（江戸時代中期）や鑁善（江戸時代後期）によって整理されたものが多い。一方の金剛三昧院本の
神 道関係資 料（吉田神道 ・御流神道・両 部神道・印信関係の箱ごとに分類されている）は、英仙や鑁善のすぐ後にな
る増琢が書写したものが多く、大山公淳氏が『神仏交渉史』（一九七八）で一部紹介しているが、ほとんど整理や調査
が行われていないのが現状である。本発表では、増福院本を参考としながら金剛三昧院本を精査し、金剛三昧院本の
資料的性格についても併せて示していきたい。
近世高野山の神道書の中で愛染明王について言及している資料の多くは、遷宮作法関係である。一例を示すと、祭
神がどの神であっても、その本地が愛染明王であると記しているのである。さらに、遷宮の際に御神体を入れる社（新
殿）の天井と床に貼られた八葉蓮華にも、愛染明王の種子もしくは、三身が記されていることから、愛染明王は他の
尊格よりも、より神との関係が密接な存在として登場しているのである。
以上のように、愛染明王が神と密接な関係を築くことができた理由について考えてみたい。

平成二十七年度仏教文学会大会研究発表要旨（午後の部）

４．山鹿文庫本『発心集』の調査と検討

神田邦彦

山鹿文庫の『発心集』（近世前期写、五巻二冊）については、一九六三年、島津忠夫氏によって紹介され（「素行文庫
本「発心集」」、『説話文学会会報』第六号）、一九七二年には簗瀬一雄氏により、『異本発心集』（古典文庫第三〇一
冊）所収の神宮文庫本翻刻にその校異が掲載されているが、これまで長く山鹿家の所蔵であったこともあってか、全文
の影印や翻刻はなかった。簗瀬氏以降は研究にほとんど活かされずにある。
しかし、山鹿本は、かつて五 巻本唯一の伝本であった神宮文庫本の誤写・誤脱を訂しうる伝本として貴重であるこ
と、神宮文庫本とは兄弟の関係か、あるいはそれを遡る可能性もあると見られ、神宮文庫本と並んで五巻本を代表
すべき伝本であって、取り上げられてよいものである。『発心集』においては、本文校訂に使用できる完全な伝本が少な
い（八 巻 本 … 慶 安 版 本 、寛 文 版 本 。五 巻 本 … 前 述 神 宮 文 庫 本 ）こともあってか、現 在 でもなお文 意不 通 の箇 所があ
り、その本文校訂にあたっては一本でも多くの伝本の公開が俟たれるところでもある。八巻本と五巻本の関係追究、
『発心集』の原態追究にも活用されることが望まれる。
山鹿文庫本と神宮文庫本は、収録説話、説話配列が同じであり、かつ両者の奥書もまったくの同文である。したが
って、両者には同一の祖本が想定できる。また、両者を比較するに、山鹿文庫本の方が誤写が少なく、原態を留める
箇所が多いよう に思われる。従来は五巻本といえば神宮文庫本、神宮文庫本といえば五巻本であり、神宮文庫本の
みが検討の俎上に載せられてきた感があるが、五巻本の研究にあたっては、山鹿文庫本と神宮文庫本とを校合する
ことが望ましいと考える。

長倉信祐

山鹿文庫の蔵書は大部分が近年国文学研究資料館に寄託され、ついで最近同館に寄贈されて、研究の幅が広がっ
た。そこで、原本の調査と検討を通して、その資料的価値や神宮文庫本との関係等について考察する。

５．北原白 秋の信仰と生涯―新 出史 料「信 心」（『世界の日蓮』）の背景 をめぐって―

本年は、北原白秋（本名［隆吉］一八八五［明治十八年］一月二十五日～一九四二［昭和十七年］十一月二日）の生
誕一三〇年にあたり、生家（福岡県柳川市）などの白秋ゆかりの地で、その偉大な功績を称えた各種の学術講演会な
どが開催されている。近代日本の文学界を代表する白秋の詩人、童謡作家、歌人としての卓越した才能は、今日もな
お歌い継がれる多くの童謡、短歌、校歌、市歌から明らかだが、その活躍の陰には白秋を物心両面で支え、実業家と
して手腕を奮った実弟達の存在が大きい。事実、長弟の鉄雄はアルス出版社、次弟の義雄はアトリエ美術社、従弟の正
雄は玄光社という写真会社の創業経営者だった。本報告は実弟鉄男の勧化に導かれ、白秋が宗教的回心に至り、大
石寺信仰に帰依した史実を繙くため、「信心」（『世界の日蓮』）の背景をめぐって、白秋晩年の信仰と生涯を再考した
中間 報告である。従来 の白秋研究 者は「近 代日蓮 主義」の視点 から、国柱会員 の妻（菊子）を介し、白秋が田中智学
と親交した点について『白秋全書』などに散見する記事を指摘したに過ぎない。ところが昭和八年頃、起立工商会社
の幹部であった品川妙光寺檀家の西尾喜三郎の教化で、白秋の実弟が入信し、同年三月十三日に北原家は大石寺信
仰に帰依した。この思想背景を繙く点が主要な目的であり、その宗教的感動（秘話）を白秋が詠じた作品が「信心」
で
ある。すなわち「実父長太郎は昭和三年から両目の失明状態だったが、入信以来、毎日三度の勤行（
『法華経』要品読
誦 ）と一 日 一万 遍の題 目を唱 え、翌年一 月に北 原家は大石寺 に参詣 し名 医と出会う 不思 議の因縁を得て、視力を
回復する宗教体験を得」ていた。本報告では目黒妙真寺設立に尽力した長弟の信仰深化にも着目し、白秋晩年期の
生涯を再検討したい。

６．「石清水権別当宗清願文」考

中川真弓

石清水八幡宮別 当家の田中宗清（一一九〇～ 一二三七）は、家伝文書や記録をまとめて『宮寺縁事抄』を編纂し
た人物である。藤原定家『明月記』の記事や紙背文書からは、同時代に生きた定家と宗清の交流が知られる。この宗
清 から定 家に執筆 を依 頼したのが「石 清水八 幡宮権 別当田 中宗清 願文案 」（天 理大 学附属天 理図書館蔵）である。
作品の前提には、建保五年（一二一七）に大江周房が執 筆した願文（『群書類従』神祇部所収「権別当宗清法印立願
文」）の存在がある。定家の作品は大江周房による真名文を訓読して書き換えたものであり、先行研究でも各方面か
ら取り上げられてきた。
このほか、宗清を願主とする願文として知られるものに、石清水八幡宮が所蔵する「石清水八幡宮田中宗清願文」
二巻（重要文化財）がある。『本朝文集』巻六十五にも所収されるこの二巻は、『石清水八幡宮文書目録』では栗之部
・ として収載されており、前者は四条盛経による貞永元年（一二三二）九月の願文、後者は藤原家光による天福
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）も、同じく章清の供
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たい。

７．二つの『因果経』―古代・中世文学と『善悪因果経』―

受容の一端を示す用例であると思われる。

に経典としてどのように読まれ、扱われてきたか、不明の点が多い。『平家物語』の引用文は、中世における『因果経』

『善悪因果経』は近世初期に町版として出版され、平仮名本や絵入本や注釈書が次々に刊行されたが、中世以前

もある。この一節は謡曲などにも引かれ、ことわざのように広く伝えられたようである。

霊異記 』上巻 第十八 縁の引用 と思われる一文が存在する。「因果経」ではなく、「過去因果経 」「心地観経」とする本

『平家物語』灌頂巻に「因果経には、『欲知過去因、見其現在果、欲知未来果、見其現在因』と説かれたり」
と『日本

稿』の引用が『善悪因果経』
の取意だとすると、実際にこの経典が読まれていたことを示す最古の例となる。

ることが指 摘されている。そのため、編 者景戒が『善 悪因果経』を読んでいたかどうかは不明である。『東大寺諷誦文

霊異記』に引用されている文は『善悪因果経』にはなく、上巻第十八縁の引用文は『諸経要集』『法苑珠林』のものであ

『善悪因果経』の日本における経典名の初出は『日本霊異記』である（上巻第十八縁、中巻第十縁）。しかし、『日本

った可能性が高い。

も『東大寺諷誦文稿』の同文は見出せないが、内容が近いために、『東大寺諷誦文稿』の「因果経」は『善悪因果経』であ

生の貧富貴賤美醜などの様々な色相は過去世の善悪の業によるものであるという因果応報を説いている。この経典に

『因果経』と略称される経典には、もう一つ『善悪因果経』（一巻）もある。これは中国で作成された疑経であり、衆

代以前に日本に伝来、流布した。だが、経文には該当する文はみあたらない。

名な『過去現在因果経』（四巻または五巻）がある。釈尊自身が過去世から現在世までの来歴を説く仏伝で、奈良時

平安初期 成立の『東大 寺諷誦 文稿』に「因 果経 云」ではじまる引用 文がある。『因 果経』といえば、「絵因果経」で有

小 林真 由美

の孫 である良清（一二五八～一二九 九）によって編纂された『鳩嶺集』との関係などから、その後 世への影響を指摘し

さらに、宗清の依頼によって作成されたこれらの願文作品が、石清水八幡宮内でどのように伝えられたのか、宗清

別当宗清願文」を加えて考察し、宗清による供養の目的や背景について明らかにしたい。

本発表では、右の願文 群に、建保六年（一二一八）、藤原孝範作 の京都 大学附属図書館蔵谷村文庫本「石清水権

養に際してのものである。

六）、および嘉禎三年（一二三七）三月の「比丘尼善阿諷誦文」（『石清水八幡宮文書目録』栗

された。また、菅原為長を作者とする貞永元年十二月の「為亡男某修冥福願文〈代法印宗清〉」（『本朝文集』巻六十

元年（一二三三）の願文である。これらの願文は、貞永元年八月に亡くなった宗清の子、章清に対する供養のため執筆
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