一本目録稿は︑山王神道に関する資料のうち︑叡山文庫と東京大学史

書の場合︶←外︑題菱に記きれている場合←菱︑内題←内︑等とした︒

をそのまま使った︒閲覧の便を考えたからである︒その他に外題︵直

日吉山王関係目録稿︵二

田嶋一夫
小峯和明
料編纂所の蔵する写本類を中心に整理したものである︒数点ではある

また内題が幾つか有り︑表記が異なっている場合︑内題の位置を︵扉︶

一書目の配列については︑書名の五十音順とした︒同一の書名の中で

ことにつとめた︒

一奥書については︑本の伝来を把握する資料として︑本奥書までとる

︵目録題︶等のごとく示した︒

が内閣文庫︑東京大学総合図書館の資料も加えた︒この他早稲田大学
の教林文庫に三十数点存在するが︑これは加えていない︒しかしこれ
については﹁早大図書館蔵教林文庫目録稿﹂︵﹁調査研究報告﹂六号︶

の中に︑他の資料と共に整理してある︒叡山文庫のものは未だ網羅し
ていない︒元の所蔵者を略名で説明したところまでである︒

は書写の古いものの順とした︒

一虫くい︑よごれ等で読めない文字は＊︵アスタリスク︶におき変えた︒

一目録稿作成にあたっては︑文学研究の立場から必要な資料を見極め
ることを目的とした︒整理の項目は︑書名︑印記︑奥書に重点をおい

一現所蔵者及び保管者の名は略名にしたが︑それぞれは次のようなも

叡山吉：叡山南谷吉祥院蔵書︒

真超が天明Ｉ享和年間に筆写・収集したものが中心︒

叡山無・・無動寺谷蔵書叡山東塔の明徳院内の無動寺谷の什善坊

のである︒

て整理し︑装頓︑大きさ︑丁数を加えた︒またメモを書添えたものも
ある︒

一書名については︑外題︑内題等をとった︒この種の資料は書名の異
同が多いと思われ︑資料の同定が難しいからである︒記述に当たって
の見出し題は︑原則としてそれぞれの所蔵者の目録における見出し題
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小

叡山

叡山

叡山

叡山

叡山

叡山

叡山

叡山

叡山

池：池田史宗蔵書

明・・明徳院蔵書

戒：戒光院蔵書

薬：薬樹院蔵書

止・・止観院蔵書

法：法曼院蔵書

生：生源寺蔵書

華：華蔵院蔵書

別：別当代蔵書

水：水尾蔵書

池田史宗︵一八七六〜一九六四︶の旧蔵

叡山東塔明徳院旧蔵︒

堀恵慶二八
八六
六七
七〜
〜一
一一
九九五
五七
七︶の旧蔵資料︒

叡山東塔薬樹院旧蔵の資料︒

叡山東塔止観院伝来の資料︒

叡山東塔の法曼院旧蔵︒

叡山西塔の生源寺の旧蔵︒

叡山横川の華蔵院旧蔵︒

叡山横川別当代旧蔵︒

水尾寂暁師二八七七〜一九四二︶の旧蔵︒

資料︒

叡山

内閣：内閣文庫蔵本︒
東大総合：東京大学総合図書館蔵本︒
●

東大史料：東京大学史料編纂所蔵本︒

一これはあくまでも中間報告であり︑今後さらに調査を進めるととも
に︑書目をまとめ目録としての完成を期したいと思う︒永い期間にわ
たって︑また目録にまとめることを前提とせずにすすめた作業である
ため︑不統一の点がきわめて多くなっていることをおことわりする︒

一調査に御協力下きった所蔵者各位︑ことに長期間にわたって調査さ
せていただいた叡山文庫に感謝申し上げる︒

︵付記二本稿は︑一○数年前より田嶋が機会あるごとに調査を続け

てきたものをもとに小峯氏の他播摩光寿︑竹村信二︑前田

雅之︑吉原浩人の諸氏の協力を得て作成したものである︒

︵付記三昭和六一年度科研費一般研究︵Ｃ︶︵課題番号６１５１０

２２３︶による研究の一部である︒
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叡山再興縁起︿叡山止／内９／３／８﹀

本覚院慈恵大師像縁起
迅雲弥陀像記
ｃ

比叡山再興縁起︵外菱︶
Ｇｂ

蓮実坊大師乱抜ノ事抜書

ａ

西塔院釈迦霊象還座記

諸門跡一身阿闇梨解状

真盛上人伝ノ中ノ抄出二件

筑前現光院豪秀像記

即心院智梁律師伝

智光院快磐僧都墓誌

同寺良雄伝

黒谷青龍寺ノ記ノ写

薬樹院金宗状行銘

比叡山縁起根本中堂延暦寺戒壇再興縁起山門無動寺堂社再興縁起
ｄ

比叡山浄土院縁起︵扉︶

・１×四・３９丁
山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
︵メモ︶㈲天正十二年五月日探題法印豪盛敬白︑㈹は︑天正十二年八月
で終わる︒江戸中期以降の書写か︒

７

１

叡山雑記︿叡山無／丙弱／４／蛇﹀
叡山雑記天・地︵外・内︶

丁地・蛸丁

園城寺正法糖舎鐘銘

・４×加・２天・
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

播州増位山顕性社叙

４

１

叡山仏閣記坂本神社仏閣記︵叡麓仏閣神社記︶︿叡山無／丙謁／１／蛇︶

︵地ｌ略︶

奥書︑文政八年乙酉三月中旬日以無量院慈本之手本令書写之台嶽執
行探題大僧正豪実識︵天︶

文政八年乙酉三月下旬日以無量院慈本之手本令書之台獄執行探題
大僧正豪実識

近江州滋賀郡坂本神社仏閣記︵内・端作り︶︵下巻︶

叡山仏閣記乾︵外︶︵上巻のみ︶

開山堂侍真条制

上ｌ田丁︑下ｌ記丁

︵メモ︶天雑記目録

宝永四年座主条制

奥書︑元禄十六年癸未六月日執行代

執行代︵上・下同じ︶

椿堂聖徳太子未来記
椿堂正法輪蔵抜書
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︵メモ︶山門堂舎記に同内容

別当代

２

延暦寺領記︿叡山無／丙謁１９／昭︶
１

延暦寺領記︵外葵︶比叡山延暦寺寺領︵内︶

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶護国金剛

奥識︑寛政七年乙卯春以探題僧正覚深御本之写令書写之畢延暦寺住
学生大僧都真超謹記
︵メモ︶本之

右は延宝第五弥生晦日に横川の桑木門釈覚深病のいたはりにふし

なからみしかき筆をとり浅き硯の水をすすきてしるし付侍りぬ︒

これたたかきりなき神恩を報し奉らんとの徴志をはけますどはか

・０×四・３詔丁
沙門真超︵朱︶

りなり︒あるかしこすめるひとのみるべきにはあらず︒みん人な

山王一實神日光山塔中灌頂最秘々中深秘法︵外︶

山王一実神道潅頂深秘法日光山︿叡山戒／外ｌ／４／岬

認・肥×肥・４八冊

御流神道伝授口説上人記︵外︶御流神道口決︵内︶

御流神道伝授口記︿叡山戒／外ｌ／３／卿﹀

︵メモ︶奥書なし︑江戸後期の書写

一乗止観院︵墨︶

・９×灼・９師丁

樹の下の御法︵外︶内題なし

樹の下の御法︿叡山水／外１／７／叫

ほまつみをゆるしたまへ︒

本奥書︑右一冊者宝暦七丁丑年関東下向之瑚止宿東叡山勧善院一日相
＊泉屋守純之書籍画得此書予乞之即授以納明王同蔵置去也趾七月廿

八日善佳院慶龍︵花押︶

奥書︑寛政十年戊午初秋以本渓明王堂之本令書写之者也什善坊大僧
都真超
︵メモ︶比叡山の院・堂・坊・旧跡などを三塔十六谷に分け︑一つ一つに
簡単な説明を付す︒

山の
の石
石高
高﹁
﹁五
五千
千石
石﹂
﹂の
の割
割合
合を
を示
示す︒それによれば︑
はじめに︑全山

一君謂瀦型鰔澱灘囎下行料
ノハ

うち﹁十坊寺領天海大僧正之時付﹂とのこと

樹乃下乃御法︿叡山無ｌ乾泥／昭／迦
樹乃下の御法︵外・内︶

・１×明・３詔丁

162

哩・６×調・０折本
奥書︑一実神道頗如合壁今持以附興弘前薬王精舎覚範法印畢云清浄
金剛亮長
︵メモ︶三丁ゥ﹀後水尾帝震筆授与天海僧正也

四丁ウラより開眼深秘法
六丁ウラより一実神道相承血脈
最澄より天海を経て法印覚範ｌ太守寧親公まで

山王御本地供︿叡山戒戒
／／
外外
１１
／／９
９／
／︽
畑﹀
山王御本地供︵外︶
摩利支天供︵外︶

吃・４×Ⅳ・３〃丁︵８丁十９丁︶
乗房
房泰
泰通書写之
奥書︑千時弘化二乙巳七月一一乗

山王権現縁起︿叡山水／外１／９／卿﹀
山王大権現縁起︵外︶内題なし

・６×加・２羽丁
本奥書︑告元禄八載龍集乙亥孟夏之吉台山蘓陀峯鶏足院住法印大
僧都擬講覺深識
奥書︑天明七丁未歳立秋大吉祥日石本義雄写之
慶応元丁丑歳仲夏
︵メモ︶本文漢字のほとんどにルビあり

山王権現御鎮座御事︿叡山無／乾記／１／秒

山王権現御鎮座御事︵外︑内︶

・２×加・０

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

本奥書︑本云応永九年壬逗ハ月十二日山門本院西谷浄定院坊快源記之︑

承応三年三月吉日書之︑嵯峨二尊院以本書し之︑江州粟太郡盧浦
観音寺法印舜興蔵

奥書︑文化十一年甲戊七月以鶏頭院蔵本令書写之台嶽南峯大僧都真
超

︵メモニ大宮権現ト申ハ大和国三輪ノ社ヨリ御影向⁝⁝
一︑二宮権現云々

山王権現秘記︿叡山別／外１／５／皿﹀

山王権現神記︵外︶山王秘記︵内︶

．ｌ×灼・４過丁
扱

本奥書︑級依智信阿闇梨記＊守一流記録説如形所令記也真慮有憧取不

可及救露深可秘惜者也耳

子時正和元年十月廿日於東塔神蔵寺許比丘光宗遍照金剛義源

干時康永二年麩峨五月十一日於結州界物部円宗寺東窓酉三宝守護終

書之切一乗末資定祐

永和二年卯月十七日遍照金剛了＊於常別＊尾山書写早二月廿

二日朝慶亮清
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応永二年乙亥十二月廿三日書写之常別筑波山麓青烏山熊野堂読所ニ
テ書写之

奥書︑比叡山南山無動寺於覚恩傍書写之
応永十四年乙亥三月廿二日
︵メモ︶表紙左下に別当代蔵とあり

印記なし

奥書︑元禄五年壬申霜月吉日謹写畢上野国世良田村大澤宗棟
︵メモ︶内容

大宮︑神躰︑扶桑明月集云々

扶桑明月集︑山王密記︑三宝輔行記︑山王記︑日吉社参記︑日吉

ム

ト

神道秘密記等の引用多し

﹁記家一途定二如意輪﹂のごとく︑記家の説として示すところ多し

原蔵毛呂雪男氏︵群馬世良田村︶撮影昭和三六年

元禄五年霜月大沢宗棟写

山王七社略記︿叡山無ｌ乾認／調／町
外外
・・
扉扉
︶︶
内内
全なし
山王七社
社略
略記
記戸
戸津
津説
説法
法々
々楽
楽︵︵

赤城縁起に合綴撮

印記書籍館長︑浅草文庫︑和学講談所︑日本政府図書

・２×肥・８昭丁

山王神聖御鎮坐猿伝記︵内︶

山王猿伝記︵外菱︶

山王神聖御鎮坐猿伝記︿内閣蝿／哩

詔・９×肥・７叫丁
山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
本奥書︑天正十六年内供
供奉
奉存
存心
心受
受深
深垂
題豪仁説記之云々

正徳三年癸己四月念三日借三院庫本令弟子天忠書

奥書︑文化十一年甲戊十二月中旬以難頭院蔵本令書写之台嶽大僧都
真超

︵メモ︶天正十六年六月二十日より七月二十一日までの東南寺三十講︵戸

本奥書︑宝治元年吉辰日従五位下祝部宿祢成茂︵７オ︶

伝聞山王神聖御鎮座猿伝記扶桑明月集山王笠懸記山王託宣集山王稿

津説法︶のうち︑初七日を﹁山王権現御法楽﹂として︑豪仁が山
王の縁起等を説いた内容を記したもの︒七日間の説法を各一日ず

林主水良次花押

子時天正三年九月七日染筆於比叡山下旅館

樹下家古写本令書写之者也

案略記山王日吉本紀等為山王七所権現神秘書殊以此書為第一有故以

２

日吉山王廿一社新記︵内︶

６

ｕ／４﹀

つ︑七社に当てる︒

山王新記︿東大史料
山王之新記︵外︶
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宝永二乙酉之歳初秋之六

文職二年癸己仲夏桑名刑部花押

右二冊以林氏家秘蔵本令書写之者也

形書写之早

六間住興隆之思旦為神事等故実在知旦為末代才覚雌為老眼悪筆悌如

子時応永州一年叩舷十一月二日於叡山梯厳院飯室谷竹林坊主假居南向

右筆無障金剛法印景秀生年六十五歳魂丁ウ︶

干時延宝九認罐歳林鐘中流日以慈眼大師天海蔵本於般若谷一音院學窓

三枝益人今出川客＊花押

正徳二年夏閏五月廿三日従南京神人今出川氏而獲焉往歳処々尋於山

軒に彌夏後改厳覚詞丁

為山王権現倍増威光仏法紹隆山麓安全ｆ息災延命修学増進令染筆詑

ウ︶

延暦寺楊厳院都率谷住侶難頭院堅者円朗

王事實粗閲数本雛七穴之傅未及芙實真秘々正傅也後学讃之須発
南京稗名寺主契空筆
︵メモ︶本文は七丁まで︑以下追考その他で六丁あり︒

子時正和元年十月廿日於東塔神蔵寺許比丘光宗遍照金剛義源

文明十二年庚子九月廿二日

右参社記梨本一流記録也︒凡梨本青蓮院錐有︵中略︶

山王神道秘要集︵外内題なし︶

寛永九年壬申十月十一日書写之早

山王神道秘要集︿叡山無ｌ坤調／岨／砂

咽・６×也・２

延宝九年＊次辛酉夏六月六日以天海蔵御本書之

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・３×四・９拠丁

山王秘記・厳神祭礼抄︵外・内︶

山王秘記・厳神祭礼抄︿叡山無ｌ乾詔／８／呼

︵メモ︶三九丁までが日吉山王記︑四○丁からが山王秘記である

台嶽法曼院大僧都真起︵以上媚丁オ︶

奥書︑文化十一年申戌十二月中旬以難頭院蔵本令書写之

吾立杣芯蕊円朗蔵︵以上卿丁オウ︶

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
本奥書︑本云天正七年己卯八月十三日書畢
奥書︑千時寛文元辛丑暢月上群書写之畢

山王秘記︿叡山無ｌ乾犯／７／秒
日吉山王記山王秘記︵外︶日吉山王記暦応年中撰之歎︑山王秘記
此記奥参社次第記之︵内︑扉︶

・２×四・９娼丁面丁以下山王秘記︶
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
本奥書︑書本云以横河覚樹本書写之早康永元年十月日
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奥書︑文化十一年甲戊十二月以鶏頭院蔵本令書写之台嶺沙門大僧都
眞超

︵メモ︶山王秘記︵２丁から︑丁ウまで︶と厳神祭礼抄︵ｎ丁オから誕
丁オまで︶の合写︒

妬・６×肥．０︐丁
上野養寿院蔵︵墨︶

山王利生記絵詞目録︿叡山法ｌ外１／１﹀

山王利生絵詞目録填超︵外︶
日吉山王絵詞目次︵内︶

別・２×Ⅳ・３５丁

山王秘伝記︿叡山別ｌ外１／ｕ／嘩
山王秘傅記︵外︶内題なし

沙門真超︵朱︶

巻一序︑相応和尚事︑智證大師事︑宗塔僧正事

︵メモ︶内容︑巻−１巻九までの目次題︑以下のとおり

型・１×陥・９ｕ丁
︵メモ︶奥書︑印記なし

表紙右下に別当代蔵とあり

巻二増命僧正事︑慈恵大師事︑希遠祢宜事︑陰陽堂僧都慶増
事

巻三迦賀聖救事︑皇慶闇梨事︑後三条院御事︑堀河院御事

山王影向秘奥密記︿叡山無ｌ乾記／副／班﹀

緬山王影響秘奥蜜記︵外奨︶輔山王影禅秘奥蜜記︵扉︶山王七社

事︑厳雲事︑黒谷案心事︑張光安事

瀧山神事︑祠官兼能事︑戒心谷阿闇梨明賢事︑章忠闇梨

事︑宗因李宇事

真源法橋事︑仙昌法橋事︑式部太輔敦光事︑嘉祥寺恵海

僧日吉参詣時葬死人事︑月蔵坊桓舜事

無動寺仙命事︑侍従大納言成道事︑光明山傍老尼事︑有

二条関白殿事

事

巻四大大
僧僧
正正
忠忠
尋尋
事事
︑︑
成成
陽陽
闇闇
梨梨
事事
︑︑戒
戒心
心谷
谷妙
妙音
音坊
坊事
事︑
︑智
智賢
賢闇
闇梨

巻七

巻八

六五

影響大日本国天台山東塔恵光院澄豪記︵内︶

加・０×廻・８別丁
山門無動寺蔵︵墨︶沙門眞超︵朱︶難足院荘厳蔵︵墨︶

本奥書︑大治三年戊申九月廿五日夜⁝観応元年十一月廿八日⁝永
正三年七月廿二日⁝慶長十七年五月九日⁝明暦年序素節吉辰．．．

／疵﹀

奥書︑文政十年丁亥甲春日従京師書林得此本畢

山王利生記︿叡山 明 ／

山王利生記︵外菱︶内題なし︑三巻三冊本

巻巻
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巻九近江守仲兼事︑賢阿事
４

１

山門格式考︿叡山無ｌ丙謁／ｕ／昭﹀
山門格式考︵外・内︶

持明院大縁三昧院西塔院釈迦堂

九院佛閣西塔六所明神同八所明神山門佛法公家崇敬

首拐厳院︑根本如法堂︑十二番神如法経事

根本観音堂恵心院

青蓮院相承寺院鋤釧飯室谷

梨下相承重宝同相承寺院山洛青蓮院相承本尊聖教

・２×加・１６丁

妙法院同相承寺院

著者︑擬講法曼院義空

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
奥書︑右條ニハ寛保三発亥年十月薩州南泉院寺中吉祥院宥盛登山ノ節

山門記︿東大史料秘／心
山門記︵外・内︶

法曼院義空法印祈尋問御答也急便ニマヵセ乱筆而書写入御覧候

天明八年甲辛七月薩州憲英寺栄龍

妬・２×肥・８拠丁

大正十五年十月写了

郎氏所蔵

奥書︑右山門記京都市上京区新町通竹屋町下ル辨財天町碓井小三

山門什善坊真超法印覚師

９

山門記︿叡山無１丁詔／弱／Ｗ﹀
１

山門記︵外菱︶山門記二塔本輔︵内・菱︶

︵メモ︶本奥書なし

山門記碓井小三郎所蔵︵２丁オモテ︶

羽・３×焔・６配丁
沙門真超︵朱︶

山門記青蓮篭

︵３丁オモテ︶とあり

奥書︑享保元年丙甲仲秋日書写焉本住沙門威澗定玉

日吉社御位

年恵心院供養之事

諸音静二本尊等事三門跡相承尊院事当山九院仏閣事永観元

内容は日吉社御位七社神輿事七社降臨垂迩時代事山門三塔

七社神輿初造年代

原蔵碓井小三郎︵京都上京区弁財天町︶

︵メモ︶目次・次の通り

三塔諸堂間数井本尊等

止観院惣持院東塔院文珠楼院五佛院実相院
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而丁ォ︶三塔囲峯掌中記當山結界事
而丁ゥ︶順禮掌中記終

山門記記録聞杏︿叡山水ｌ内９／弱／Ｗ
山門記記録聞書三塔回峯掌中記︵外︶山門記繩雌悲粋需集︵扉︶

屈丁ォ︶右一冊者北嶺行者掌中秘記也幸得好本自書写之詑虚々旧跡及真言

元禄十六年調山門記︵外塞︑山門記︵内︶

山門記︿叡山水ｌ内９／帥／即

寛延元辰年西塔北谷正教坊第九世智英

屈丁ゥ︶右一冊横川華蔵院ヨリ借用令書写者也

貞享五年戊辰仲春念九日山門難足院法印大僧都覚深識

等遂鑿穿畢不可敢混世流布之本＊可秘蔵之勿法孫＊出門＊而己

妬・６×肥・８娼丁
奥書︑以右件本前半於比叡山横川写始之後半於善光寺別当大勧進＊

＊居遂写早昭和二年十二月五日寂暁
︵メモ︶記録聞書

ノヲ王ブ

ー︑師云者上宮太子在二五城未来大法弘通勝地見
一︑伝教大師御因位ノ事
︑ヲ

一︑百枝土仏造玉ヘル事

ヲト

妬・６×四・０砺丁

ー︑當山四聖山云事
耐丁ォ︶感永廿八年辛丑十月十二日於西塔院

貞 へ 文 永 へ
享三明明享一
二行六師七行

確乙鼈需蔚苫単

五 手 四

月前卯一

春

日享月
月

令奉廿
此被一
本見日
書
干

少 ＊ ノ 賜
権

＊旱御
僧
己
本
都 十
謹
法
眼 助々
圓 書
厳
写
覚

俊
寿

︵メモ︶寛政の頃の写しか

奥書︑なし

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・２×四・６犯丁

山門旧跡記︵外菱︶︵内・扉ともなし︶

１

山門旧舎記︿叡山無Ｉ丙謁／７／昭﹀

０

以下は近江州滋賀郡坂本神社仏閣記︒

︵メモ︶横川を含む山門各寺院の元禄十六年当時の現状調査の記録︑狐丁

奥書大正五年三月十一日於横川中堂所写了華厳院寂暁

本奥書元禄十六年癸未六月日執行代別当代

1 5 1 4

圃丁ゥ︶南谷善現房書之記去十月朝師書静性上人被徳也於彼狗任短毫令注

オ

︵二行略す︶

詑

之冊僻字落字更不可勝計者也錐然短才之及分如走筆端早敢不可有
外見

丁
ウ

者也則此日巡礼而巳遍照金剛俊清

丁
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８

１

山門記録雑集︿叡山無ｌ丙謁／喝／昭﹀
山門記録雑集︵外・内︶

・４×加・１瓢丁

調・４×肥・８四丁

本奥書︑右青蓮院尊朝親王御直筆云々本紙在相承院右以西塔谷妙観

院蔵本書写之詑元禄七年甲戊冬十月十八日難頭院厳覚永正十

五年四月四日根本中堂供養次第記

蕊康難頭院文庫

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

少外記康貞記永正十五年四月四日比叡山根本中堂供養被行之願

永正十五年三月廿日於執行代坊一院衆議條々

︵メモ︶内容は

奥書︑右山門裸記西教寺蔵本明治十九年十一月編修星野恒

人南光房

奥書︑文政十一年戊子初夏頃以難頭院所蔵前大僧正厳覚自筆写本令書

写之者焉叡嶽東塔執行探題兼戒壇院知事前大僧正大行満葛川大々
先達護法金剛豪実

山門事書く東大史料狂／麺﹀

永正十四年八月十三日於月輪房本堂修理奉行事一院衆議院條々等
々

山門事書︵外菱︶山門事書翫銭睡魅閲兜率渓難頭院本覚蔵︵扉︶事普
香︵内︶

原蔵西教寺

８

山門四分記録客記︵外︶山門四分記録略記鮒梶井流柵承︵内︶

ｌ

山門四分記録略記︿叡山無１丁妬／弘／Ｗ﹀

妬・３×肥・７訓丁
本奥書︑元禄六年冬十二月以西北正教房蔵本倉卒書写之詑兜率谷難

頭院主法印大僧都厳覚
田中言義写︑武田信賢校

別・３×陥・８訓丁

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑右山門事書
近江国滋賀郡坂本村西教寺蔵本

本奥書︑弘仁九年七月二七日前入唐授法沙門家隆前入唐授法沙門義

奥書︑右以青蓮院大王御本写之正徳六丙申三月一日＊空主人

永和三年法印大和尚位慈海記︵訓丁ォ︶

弘仁九年四月八日家隆

真

明治十九年十一月編修星野恒採訪明年十二月謄写了
︵メモ︶内容は︑文安五年二月十九日釈迦堂閑篭衆議日云々よりはじまる

山門雑記︿東大史料秘／恋﹀

山門裸記横川難頭院桃源軒厳覚︵内・外︶
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成潤玉︵戒後改し徳︶

︵メモ︶叡山の内外の結界と三塔の寺院に関する記録
ｑ

山門諸堂縁起︿叡山明ｌ内９／的／叩
山門諸堂縁起︵外︶内題なし

詔・１×四・９死丁
山門蔵本︵墨︶

本奥書︑鯉永廿四年五月十二日傅写早二行空白︑三行略︶

文明十七年六月十四日書写誌秀蕊写之
為末代興隆写之詑依有本審一所閾字在之後可被入之也

山門諸堂記︿︿叡叡山
山明
明ｌ
ｌ内
内９
９／
／︑
︑／
／一
ｍ﹀
諸堂記録︵外︶九院仏閣集︵扉︶

８

ｌ

山門大識堂雑記︿叡山無ｌ丙弱／５／蛇﹀

慶長六年山門大講堂衆議条々︵外・内︶

・３×加・２肥丁

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥普︑文化五年戊辰三月以当院蔵本令書写之了慶長六年連署本紙明

王堂蔵中在之台嶽法曼院大僧都真超

山門探題事︿叡山止ｌ内９／７／３﹀

天文十七年探題事記︵外︶山門探題事︿巻首︶

泌・６×Ⅳ・９５丁

奥書︑享保十四年歳次己酉居諸謄嶌蔵干大會文匝者會行＊南諮
吉祥大僧都義麟誌

ｌ

１

山門中興伽藍坊舎記︵東塔︶︿叡山無ｌ丙妬／８／昭﹀

黙山門中興伽藍坊舎記︵外斐︶山門中興伽藍坊舎記上︵扉︶

梶井流相承四分記録傅受故資︵巻首︶

詑・２×加・５犯丁

妬・８×四・１噸丁

奥書︑寛政十年戊午仲春以本院記家之蔵本令書写之者也什善坊大僧

寛政二己巳年五月本院記家華王院義順写之

一冊宝乗院澄然

本奥書︑正徳三年己正月東叡山江差出候留山門再興東塔各坊世譜

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑右抄乃記録諸学大縄也今奉＊果鎮供奉之虚也永徳三年発亥

四月六日重＊記之
永享八年丙辰十二月廿二日賜寺戸御＊＊＊＊＊遂至地託法印慶舜
奥書︑干時元和五年己未四月廿六日於成＊成菩薩陀遂＊＊詑法印
︵メモ︶奥書の後︑
定

必生往生毎日十遍念仏覚大師御相承とある

都真超記
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１

山門中興伽藍坊舎記︵西塔・横川︶︿叡山無ｌ丙弱／８／開﹀
ｌ

麺山門中興伽藍坊舎記︵外菱︶西塔山門中興伽藍坊舎記中︵扉︶

９

ｌ

山門堂舎記︿叡山無ｌ丙調／６／蛇﹀

山門堂舎記︵外︶内題なし

・２×四・８︑丁

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

妬・９×四・２噸丁
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑元禄十六年発米歳六月日執行代⑳

執行代⑳

別当代⑳

山門日吉活套記︵外菱︶山門日吉活套記慈覚智證両大師門徒確執

山門日吉活套記︿東大史料畑／可

執行代︵以下略︶

元禄十六年月日近江国比叡山延暦寺堂塔記同坂本神社仏閣記三

︵メモ︶袋ノ上書に

本
奥書
書︑︑此本紙正徳中東叡山上り候也︵中略︶西塔堂舎昨各坊世譜
本奥
一冊

文庫第六宝乗院澄然
寛延二年己巳五月本院記家華王院義順写之

奥書︑寛政十年戊午仲春以本院記家之蔵本令書写之者也大僧都真超
誌

ｌ

山門中興伽藍坊舎記︵西塔・横川︶︿叡山無ｌ丙記／８／い﹀
１

脚山門中興伽藍坊舎記︵外葵︶西塔山門中興伽藍坊舎記下︵扉︶

日吉神輿動座之事山門破滅之事︵内︶

泌・８×四・０羽丁

・０×四・１妃丁
山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑右山門日吉活套記近江国滋賀郡坂本村西教寺蔵本

西教寺蔵本

釦丁オモテに保科足穂写武田信賢校とあり

史籍集覧本山門三井確執起之ト同本ナリ︵花押︶とあり

︵メモ︶本文一丁オモテに﹁天台山兜率渓難頭院の朱印の写しあり︑扉に

明治十九年十一月編修星野恒採訪明年十二月謄写了

本奥書︑此本紙正徳中東叡山別上り候也︵中略︶横川堂舎井各坊世譜
一冊

文庫第六宝乗院澄然
寛延二年己巳五月本院記家華王院義順写之

奥書︑寛政十年戊午仲春以本院記家之蔵本令書写之者也大僧都真超
誌
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５

１

山門要記︿叡山無Ｉ丙弱／２／蛇﹀
山門要記第二︑第三︵外︶

山門要記第二己諸厳覚︵内︶

・４×別．ｌ第二ｌ布丁第三ｌ
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

丁

奥書文政十一年戊子仲夏頃以難頭院蔵令書写之叡嶽東塔執行探題

奥書︑文化三年夏以難頭院蔵覚深大僧正自筆之本令書写之此記則彼

僧正編集也台嶽法曼院真超

︵メモ︶○本礼拝講事○新礼拝講事○日吉社興艤之事

ス

．シ

写誤多点し朱

各礼拝講の縁起並びに式次第を記す︑日吉社興畷の事は︑簡略
な記事のみ

瀧尾権現霊託記︿叡山薬ｌ外／７／秒

瀧尾権現霊託記︵外︶内題なし

兼戒壇院知事前僧正豪実︵第三

文政十一年戊子仲夏頃以難頭院蔵本令書写之叡嶽東塔執行探題兼

認・６×Ⅳ・２犯丁

校食畢実権僧正孝海

奥書︑此記天保十一庚子年以恵心院前大僧正本書写

本奥書・寛永三年六月日水戸僻塾森尚謙書

山門薬樹院蔵︵朱︶

大乗戒壇院知事大行満葛川大々先達前大僧正豪実

神書︿叡山薬ｌ外ｌ／４／型
神書︵外・内︶

賜・２×翠・４娼丁
山門薬樹院蔵︵朱︶

瀧尾権現霊託記︵内︶外題なし

瀧尾権現霊託記︿叡山水ｌ外／９／呼

分︑神道神璽之事︑神道根本十二道大事︑鳥居ノ本居︑神道破壇

妬・７×四・１加丁

︵メモ︶刊記なし︑仮綴本︑江戸初期の写しか︒内容は神道第二重即灌頂

作法など︑後半に神道潅頂あり

本奥書︑宝永三年六月日水戸倣塾森尚謙書

享保十九年甲寅歳定光院明賢附之記室

宝永五年冬十二月中院命桜法橋年八十謄写兜率谷難頭院己講大僧都

続日吉新記︿叡山ｌ乾巽／調／秒
続日吉新記︵外・扉・内︶

厳覚

奥書︑大正二年七月十五日於四季講堂写原本記家蔵之華蔵院寂暁

型・１×Ⅳ・１如丁
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

172

︵メモ︶扉に首拐厳院記家とあり

７

檀那院・安居院︿叡山無ｌ乙弘／銘／伽﹀
１

四王院・持明院・檀那院・安居院・歴代略記︵外・内︶

南宮縁起︵外︶先代旧事本紀巻三陰陽本紀上︵内︶

調・１×加・５８丁

奥書︑享保十九年甲寅歳定光朗賢附之記室︵別筆︶

︵メモ︶表紙左下に﹁首榴厳院記家﹂とある

７丁ウラに﹁皆明暦二丙申年五月三日第一祠官代官大夫行治筆﹂

︵本文同筆︶とあり︒８丁ウラ﹁同七叩戊十月修復造早﹂とあり

週・５×加・１８丁
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門興超︵朱︶

︵元禄七年︵一六九四︶か筆は覚深のものか︶

同十二年三月十五日松里坊校合了︵朱︶

比叡山再興縁起︵外・内︶

比叡山︵戒壇︶再興焉︿東大史料秘／錘﹀

︑文
文化
化十
十年
年癸酉秋八月魚山如来蔵本借用之令書写者也台嶽法曼
奥書︑
院大僧都真超

／哩

沁・７×四・１ｎ丁

天正再興記︿叡山水ｌ内９／
天正再興記︵外菱︶天正本山再興記︵内︶

奥書︑右比叡山再興縁起近江国滋賀郡比叡山善住院蔵本

︵メモ︶内容は

明治三十七年十一月謄嶌

妬・６×四・１帥丁

奥書︑十一月日執行法印探題僧正本願大和尚位豪盛
︵メモ︶ごく最近の書写︑痛みなし

延暦寺戒壇再興縁起︵刊妃なし︶

比叡山縁起天正十二年五月日探組法印豪盛敬白

豊葦原中國日吉社神道密記︿内閣蛇／ｍ﹀

比叡山浄土院縁起天正十一革八月の四種

山門無動寺堂社再興縁記︵刊妃なし︶

・１×四・５加丁

原蔵善住院︵滋賀県坂本村︶一冊

豊葦原中國日吉社神道密記︵外菱・内︶

印記日本政府図書︵朱︶

／呼

比叡山縁起︵豪盛︶天正十二年五月

比叡山縁起︿叡山明ｌ内９／

奥書右借用月讃社祝松室薩摩守本云々天保九年

南宮縁起︿叡山別ｌ外ｌ溺／却﹀
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比叡山縁起︵外・内︶

記抜
録抜
・１×的・３９丁記録
塞書
員皿丁を合冊
山門明徳院蔵本︵朱︶
︵メモ︶奥書なし︑江戸中期の写しか
比叡山再興縁起︵止８／８︶ とは別のもの

比叡山雑記︿叡山止ｌ内９／９／皿﹀
比叡山雑記︵外︶内題なし

・７×岨・７記丁︑仮綴本
本奥書︑正和四年乙卯仲夏上旬當流記録中秘口決一巻奉授秀範大徳既

詑斯雛＊先聖之厳命依感信求法之懇志嘱面授如件天台山慈覚門流

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑寛政十年戊午十月以明王宝庫之本令書写之者也北嶺南山大僧
都真超誌

日吉大宮遷宮次第︿叡山無ｌ乾犯／喝／叫

日吉大宮遷宮次第日吉御神衣御神宝︵外︶貞享四年丁卯冬十二月十

六日日吉大宮権現正遷宮次第︵内︶

皿・０×鋤・９肥丁

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑文化十二年乙亥正月下旬以難頭院蔵本令書写之台撤大僧都真
超

︵メモニ︑日吉大宮権現正遷宮次第貞享四年丁卯窮冬十六日法院大僧

都覚深記之元禄十年丁丑秋九月初八日於左麓書之兜率谷

三部都法大阿闇梨位義在判

右一巻者去九月十日於南光院為輪王寺門主御聴聞論義御興行之胸予

難頭院大僧都厳覚洪道

ｌ

奥書︑文政元年戊寅六月上旬以生源寺越前守所持之古本令書写之

沙門真超︵朱︶

・５×加・１８丁

日吉潅頂巻︵外︶日吉灌頂巻唯燭自明了余人所不見︵内︶

日吉灌頂巻く叡山無ｌ坤調／鴫／砂

兜率谷難頭院大僧都厳覚洪道︵十七丁︶︑一︑二の合本

二︑日吉山王御神衣神宝帳︵七丁︶

亦聴聞之序東谷五智院令一宿借用之得今日余暇書写詑写本之中不

比叡山條制︵外菱 ︶ 條 制 ︵ 内 ︶

比叡山雑記︿叡山無ｌ丙謁／ｍ／肥﹀

、

・６×加・３４丁

３

奥
書 審 亦
多聴
延於寛端聞
享 恵 文 也 之
三 心 丙 序
丙院午後東
寅傍歳賢谷
年 室 初 添 五
窓冬削智
本 前 二 之 院
院 灯 日 令
記下初
家 弛 更 宿
義 禿 借
順 翰 用
写 畢 之
之 得
、 台 今
嶺 日
桑 余
門 暇
書
覚 写
照 詑
蔵
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台嶽法曼院大僧都真超
︵メモ︶﹁金剛秘密山王血脈﹂として︑﹁天台座主大僧正忠尋﹂以下の相
伝を︑﹁金剛秘密山一心三視血脈﹂・﹁山王三種口訣﹂を解説

日吉行道記︿叡山無ｌ坤羽／２／噂

弱・８×肥・１四丁

︵メモ︶刊記なし︑江戸末の写しか

第四目録卵砿杖針緬年号日吉元服記

日吉御元服ノ事付彗一好方摂紛衆追伐ノ邪

公方御入城ノ事晴伝定頼敵二成ノ事

巻子装タテ︑・５

武術ノ家伝ノ事畠山家伝ノ事

舎利寺合戦ノ事細川玄蕃頭打死ノ事

付晴元御免許事

山門無勤寺︵墨︶沙門真超︵朱︶

細川ノ家ノ事三好ノ家伝ノ事

日吉行道記︵外斐︶日吉行道記嘔峠罐坤秘魂唾︵内︶

本奥書︑永享三年正月廿三日於東塔西谷浄定房為令法久住法流繁興令
書写之詑可秘々々遍照金剛隆清唾汁垂掘

日吉参社︿叡山別１／６／畑﹀

日吉参社次第︵外︶山王社参次第︵扉︶

永享五年二月廿一日写功詑以隆清公為先達今月十五日令参社早永
純

日吉三王参社次第︵内︶

本奥書︑右一冊不慮求得之一日一夜書写之早

・３×肥・７調丁

日吉社室町殿御社参記︵内︶

将軍義満公日吉参社記︵外︶

日吉参社記︿叡山別ｌ外１／犯／邸

﹁記家一音院素含﹂とあり︒

︵メモ︶奥書︑印記等なし︒書写は江戸中期か︑

・５×四・６過丁

時子寛正四年癸未九月一日西塔院南尾香乗房三部都法大阿闇梨位法

印慶春示同行四人成菩提院春海慶成聖祐永村
明応七年雑五月十八日発巳遂書功詑此本者西塔院南尾勝光房聖村所

持也令懇望写之詑正四位下行内蔵頭祝部種長宿祢六十五歳也

附三好方摂州衆追

奥書︑文政十年丁亥秋八月下旬以真葛原賛仏堂蔵右明応七年書写古本

令書写之東塔院執行探題前大僧正豪実

７

日吉御元服記︿東大史料通／卯﹀
４

日吉御元服記︵外︶天文巧１Ｗ日吉御元服ノ事
伐ノ事他︵内︶
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元禄二年己巳三月廿一日及夜陰一校之不審山門横川難足院住法印大僧
都蝿深愈畦岬縦︶

奥書︑享保十九年甲寅歳定光院朗賢附之記室︵別筆︶

日吉参社法楽印信︿叡山無ｌ坤調／詔／寧

・８×

・０︵各紙端裏書︶

日吉山王参社法楽印信三通坤四十承秀︵包紙︶
﹃参社法楽印名﹂
・８×釣・０︵各紙端裏書︶

・８×釣・０︵各紙端裏書︶

﹁山王法楽秘密念諏﹂

﹃参社法楽印信﹂
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

日吉山王記十一雀回作一︵外︶

日吉山王記柵部蔀畝峨伊香立惣鎮守八所大明神事四通附︵扉︶

羽・２×加・８似丁
仲全︵朱︶

本奥書︑元禄十六年癸未上己日書写之往々中損有之台端中天難頭院
法印厳覚

奥書︑右写本者横川難頭院厳覚擬講法印＊令借用書写也虫損大分有

之如本写重之千時宝永三年丙戊十月十二日於八条宿所之書法眼

幸叡七代末室山門再興長喜別当五代西塔北谷公人西方辻子妙法衆

坂本年寄相模仲全︵朱筆︶

﹁参社法楽印信 ﹂ の 部 奥 書

文政五年壬午八月三日以如来蔵古書奉写之探題僧正真超

﹃参社法楽印名 ﹂ の 部 奥 書

干時梶井宮御師口勒之於彼殿中自書写之台嶽執行探題僧正真超

本ニハハャリ病ニテ死スルハ無之眼前知所也

之由古老中伝＊＊下坂本ニハハヤリ病来毎日大分人死ス上坂

本ハ不浄＊ヲ透々カマハ又故ニハヤリ病入来テ大分死ス往＊々如此

上坂本者不浄汚＊撰神ヲ奉崇故世流ハャリ病上坂本二不来又＊坂

一︑相摸仲全之前二行丸書記之通神器之事尤之訳也惣躰坂本モ

︵メモ︶姐丁ウラ次の書きこみあり︵朱筆︶

文政五年壬午八月三日以魚山如来蔵古書奉書写之探題僧正真超

扉ウラに次の書込あり

奥書︑文政五年壬午八月三日以如来蔵古書此印信三通奉書写之者也

﹁山王法楽秘密念調﹂の部奥書

天正廿年六月十日行丸逝識郷新唾転行丸石塔

此記奥参社次第記之︵内↓扉︶

日吉山王記山王秘記︵外菱︶日吉山王記肝応年中撰之歎山王秘記

日吉山王記︿叡山無ｌ乾記／７／秒

探題
題僧
僧正真超
文政五年壬午八月三日以如来蔵古書奉書写之探
︵メモ︶記事中﹁永禄八年乙丑正月十日／内供奉存全﹂とあり

印信︑次第と指図したものか

日吉山王記︿叡山止ｌ外１／１／週﹀
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廿六当社触稜日数事

六御眼事七三聖御出家事

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

御乗輿遷宮例保延永暦安貞寛喜

・１×四・８幅丁︵ 丁以降山王秘記︶

本奥書︑書本云以横河宝樹房本書写之早康永九年十月日干時應

興隆之思貝為神事等故実在知旦為末代才覚錐為老眼悪筆偉如形書写

日吉山王記︵外菱・内︶

日吉山王記︿叡山無ｌ乾詔／９／秒

永舟一年甲辰十一月二日於叡山拐厳院飯室谷竹林房假居南向六間住

之早右筆無障金剛法印景秀生年六十五歳

・２×四・８犯丁

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

千時延宝九諏酔歳林鐘中涜日以慈眼大師天海蔵本於般若谷一音院学

窓為山王権現倍増威光佛法紹隆山麓安全予息災延命修学増進令染

奥書︑文政元年戊寅六月上旬以難頭院蔵本例書写之者也台嶽法曼院

日吉山王記︿東大史料皿／噸﹀

大僧都眞超

筆
延暦
暦寺寺
筆詑
詑延
拐拐
厳厳
院都卒谷住侶難頭院堅者回朗生年廿二︵後改
厳覚︶

︵如丁以下山王秘記︶

千時正和元年十月廿日於東塔神蔵寺許比丘光宗遍照金剛義源

日吉山王記︵外・内︶

・２×四・１皿丁

右参社記梨本一流記録也＊梨本青蓮院錐有︵中略︶文明十二年
恋九月二日寛永九年程十月十一日書写之早延宝九年＊次辛酉夏

奥書︑右日吉山王記一巻

日吉山王権現記︵内︶外題なし

日吉山王権現記︿叡山吉／内９／８／轡

内容は北斗七星のことなど

︵メモ︶生源寺希徳蔵本写

恒採訪明年十二月謄嶌了

近江國滋賀郡坂本村生源寺希徳郡誰社蔵本明治十九年十一月編修星野

六月六日以天海蔵御本書之吾立杣慈葛円朗蔵城州高野村受菩
薩戒求＊男忍昭之
奥書︑文化
化十
十一
一年
年甲
甲早
早十
十二
二月
月中
中旬
旬以以難頭院蔵本令書写之台嶽法曼院
大僧都眞超

︵メモ︶日吉山王記内容抄

第一御本地垂迩位賓殿間敷事

二小社小宮事第三御御垂
垂迩事

四三聖御事五御躰
御躰事
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型・７× ・２詔丁︑仮綴本

立願成就先例条々

十禅師権現御詫宣病則消滅事

へ

内

八所大明神立願条々行１

日吉社蠅納壼船御神躰刻彫事

上七社假殿起立所
日吉社御神躰彫刻

写之布代珍書也叡嶽執行探題僧正豪実

奥書︑貞観七年乙酉三月廿日都良香謹記

己上扶桑古語霊異集都良香記
ヒラケコントント

開關只以庫沌而︵二丁オモテ︶

日吉山王十禅師本地供法則︿叡山無ｌ午娼／

４

／卵﹀

ｌ

日吉十禅師本地供法則︵外︶天明八戊申年正月五日

十禅師本地供

︵メモ︶扶桑古語霊異集云都良香記古シハ大極ノー氣未恋有象．天地未

カタチアメツチ

文政六年末春二月上旬以走井清浄院宗渕持来播州大山寺蔵古書令書

御本賜書写功詑宗雅

本奥書︑千時懸永川一年甲舷八月十一日於東塔南谷桐林房良遍法印

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

認・５×妬・０９丁

日吉山王三聖垂迩記︵内︶

日吉山王三聖垂迩記都良待記︵外︶

日吉山王三聖垂迩記︿叡山無ｌ乾認／４／秒

日吉社二宮権現神宝之次第等々

日吉社大宮権現神宝神服宝検帳行広許之

立願条々

本奥書︑誉元禄八載龍集巳亥孟夏之吉台山蘇陀峯難足院住法師大僧都
擬講覚深識
︵メモ︶元禄八年覚深書写本を後のものが書写したもの

日吉山王権現九段式︿叡山水ｌ外１／６／蝉
日吉山王権現九段式︵外︶山王権現九段式

犯・０×略・１加丁
一乗止観院︵墨︶

︵メモ︶奥書なし︑江戸中期以降の書写か

日吉山王雑記︿叡山別ｌ外ｌ／羽／唖﹀

一

日吉山王雑記行丸記︵外︶日吉山王雑記怖魂岬合為一冊︵内︶

・８×犯・０泌丁
奥書︑元禄十六年癸未上元日書之虫喰有之

兜率谷難頭院法印大僧都厳覚洪道
︵メモ︶主な内容は以下のとおり
天

日吉社司等解申請天裁帝

行裁
丸事
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−

法則︵内︶

肥・０×肥・６６丁
沙門真超︵朱︶
︵メモ︶奥書なし︑

﹀

１

６

敬白に始まる︑天明八年の法会の文言原稿か︒

日吉山王大権現縁起︿叡山池ｌ外ｌ／５／
日吉山王大権現縁起︵外菱︶内題なし

・１×四・６認丁
津金僧房蔵︵朱︶津金僧房主人図書︵朱︶

奥書︑旨元禄八載龍集乙亥孟夏之吉台山蘓陀峯難足院住法印大僧

賓永元年甲申首夏佛誕生洛東鴨神宮寺本寿院法印権大僧都梵

豪誌日吉山王廿餘社神影梵豪筆奉謹写之

奥書︑享保七年壬寅孟夏吉祥日山門無動寺法曼陀羅院所化法輪房義
書

茄茄
丁丁
ウウ
ララ
よよ
りり
彩彩
色色
のの
大大
宮宮
権権
現現
︑︑
二二
宮宮
権権
現現
︑︑
客客
人人
︑︑
十十
禅禅
師師
︑︑
聖聖
真真
子子
︑
︵メモ︶

︵女体︶

八王子︑二言︑大行事︵猿体︶︑早尾︑午御子等の唾僻が八丁続

く︒八丁目の裏には奥書︑続いて日吉七社御神影二丁︑日吉山王

権現廿一社御神影が五丁続く︒さらに五丁あって上巻が終わる︒

奥書弱丁ウラより
本記日

沙門顕真記之暦寺沙門仁全記天台沙門義源判等とあり︒
測丁オモテに

シテ

都擬講覚深識

一一

右要文者厳神精魂霊應之軌範也是以為一流相承之秘事未し及二散

虫

此縁起者以宝瞳院記家蔵本模写之者也蓮国道人

在流布伝説一縦雛二義源門弟一不し得一︸口決一押披レ之不レ受二正説
二ノ

観流＊道

ヲ

セン

シーア

妄覧之輩者山王七社王子春属忽加二證罰一実加之義源杲成二仏

道一者以二仏智一照二見之一若堕二悪趣一者以二悪心一治三罰之一冊誓

記之状如件文保二年歳次戊午八月一日記之

日吉山王知新記︿叡山別ｌ外ｌ／８／呼
山王知新記︵外︶日吉山王知新記巻上︵巻首︶日吉山王権現知新巻

惣持院十四禅三師部灌頂阿闇梨位真如金剛義源判

巻下巻末に本文別筆で以下の記事あり︒

中︵巻首︶巻下も同じ

妬・２×加・２上ね丁中刈丁下卿丁

旧本云
ハ

＊俊豪之本︾當寺二三子蔦し之以納一↑明王蔵↓就レ中此一冊有↓宗

ノ

右此知新記三巻難足院覚愚蕊証誰恥編集歎今以一真覚院鰐
ノヲノ
ーンヲメラルニ
ノテ

本奥書︑奉修復日吉山王廿一社金剛筆
弘治三年丁巳九月二日探題法印権大僧都豪仁記之
日吉山王餘社神影以金岡筆奉謹写之
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ノルノントリニルーテニ卜云

色豊像件輩不レ及者殆在二乎此一然有二法曼学窓於法輪義舜人
ノ・ソニニセリヲ
シテノヲニ
ヲケス
随喜書罵巧後二素功一実予感二其多能終不し省二悪筆↓助写半紙

ヲニスヲ

ルノノ

可一故記二年月｜云

享保第七次二壬寅一之歳夏五月庚寅日建立大師末流善任教院第八
世卯敬己

日吉山王秘伝記︿叡山無ｌ乾詔／ｕ／秒

鳥焉馬之謬多繁然先任写本染筆後賢以吉本校合可然者

奥書︑延宝八年歳次庚申冬小春初五日比叡山延暦寺携厳院都率谷
堅者円朗睡孵泄一一錐

３

１

日吉山王放生会法則︿叡山無ｌ午侶／妬／卵﹀

天明元年辛丑九月九日山王大宮放生会法則︵外・内︶

ｕ・１×加・１加丁
沙門真超︵朱︶

はじめに︑﹁抑放生勤修之場法楽作善之処為下享二受法喜一証中明勝

日吉山王秘伝記︵外・内︶

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

会上〜﹂とはじまる﹁神分﹂︑次いで﹁啓白﹂以下︑﹁伏願﹂まで︑

・４×四・９焔丁

本奥書︑天應元年乙未七月廿二日阿闇梨伝灯大法師位義源記此本自

法会の文言原稿と思われるものがあり︑次いで﹁放生式﹂として

１

ヲ

或所令借用之康永年卯月廿日令書写畢錐為卿不可遠本則正

式進行次第が書かれる︑﹁追記﹂として︑以下の記載あり︒

︵メモ︶奥書なし︑

校畢井印判形同桿之者也應永三十三年霜九月六日丙申令書写畢此記

リ

天明元年辛丑当会始行之時者東塔一院内之出仕也

法会之次第此記之通也

文化五年辰九月當会為三院屈請ノー︵以下略︶

ノ

日吉山王本礼拝講一座啓白︿叡山無ｌ午媚／妬／卵﹀

２

者樹下成国卿家右之権禰宜侍従祝部行清特之根本山王影向次第
︵略︶

右此記者社家従祝部行清相伝之以御本書写錐非掛酌悌十禅師之於
経蔵下八王寺上＊奉行之時又一切経＊佛之在之冊寛正五年押九月
廿六日申時相伝之宿縁＊高之義誠以難有之間任元二興隆如形令書写

ノ

本礼拝講一座啓白新礼拝講一座啓白

日吉山王

交可被直者也文正元年鞆三日岬令書写者也写本寛永十一天九月

本礼拝講聖真子啓白同二宮啓白

者也但写本以外朽損之間不審之文字多之後覧之方様者以他本令

十一日十妙院兼雲上墨付十五帳

同十禅師引辞︵外︶

︵空力︶

右以慈眼大使天海蔵御本為真俗興隆於般若谷学窓書写畢写本
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妬・４×灯・２

東京帝国大学図書印︵朱︶南葵文庫︵朱︶

本礼拝講一之座法則附真礼拝講祈句八通︵内︶

皿・２×加・３㈹丁

本奥書︑享和第三癸亥の夏台嶺長等沙門真超記

加丁

日吉山王霊験記︵外・内︶

日吉山王霊験記︿叡山無ｌ坤調／ｕ／靭

の中の日の祭礼

九︑大行事権現十︑中七社十一︑下七社十二︑当社卯月中

五︑客人権現六︑十禅師権現七︑三宮権現八︑早尾大権現

︵メモ︶一︑大宮権現二︑二宮権現三︑聖真子権現四︑八王子権現

桑門釈真超記

奥書︑寛政十一年己未二月以宝瞳院記家之蔵本令書写之了台嶺南山

僧都擬講覚深識

本奥書︑旨元禄八載龍集乙亥孟夏之吉台嶽蘇陀峯難足院住法印大

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・２×四・６誕丁

日吉山王略縁起︵外・内︶

日吉山王略縁起︿叡山無ｌ乾泥／叩／秒

る︒

︵メモ︶奥書はない︒内閣文庫本の写しであるが白描の絵は省略されてい

本奥書︑本礼拝講一之座法則周海僧正製
ニーナ

右無動寺宝珠院蔵本法曼院巳講法印義空取次借用之写置者也

延享四丁卯年六月念五日相住坊大僧都智観
以智観本写置者也

天明六丙午年七月二十有四日前大僧正豪靖
奥書︑新礼拝講一之座蝿輻率概

原本云右西楽院豪仁法印御作也
天明六丙午歳七月廿九日書写旱︑阿凹大僧正同同凹靖蔵

日吉山王利生記︿内閣蝿／︑﹀
日吉山王利生記︵外菱・内︶山王利生記︵賊︶

印記書籍館長︵朱︶浅草文庫︵朱︶和学講談処︵朱︶
日本政府図書︵朱︶

奥書︑享和第三癸亥の夏
台嶺長等沙門真超記
︵メモ︶白描の絵あり

日吉山王利生記︿東大総合Ｃ／別／知﹀
日吉山王利生記︵外菱︶
山王利生記︵賊︶
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山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

貞享四年丁卯十二月日吉七社遷宮略記丙︶

日吉七社遷宮略記貞享四年︵外︶

宜 主 叡 元
従従従社年

祝 祝 祝 日
部部部
宿宿宿
弥弥弥
俊＊成道昌學
長久貞宗＊

・５×四・７娼丁

日吉社極秘密記井御形代社宮面在之︵巻首︶

日吉社極秘密記︿東大資料狐／型

２１

︵メモ︶七丁より日吉山王祭礼濫鵤考を合冊︑一

六丁が日吉社記

奥書︑文化十四年四月廿日考之詑擬講大僧都真超

擬講大僧都真超

本奥書︑文化十三年丙子十月朔日以比叡辻笠川氏所持本行丸記抜書之

日吉社記行丸記抜害︵外・内︶

日吉社記︿叡山無ｌ坤調／型／池

くり︑まず滋賀院に安置してから遷宮した次第を記した書

︵メモ︶一︑貞享四年十二月盗まれた御神躰にかわって新たに御神躰をつ

僧都真超

奥書︑文化十一年甲戌十二月十二日以錐頭蔵本令書写之台嶽南峯大

宝永四年秋八月傅持難頭院大僧都厳覚

日注進之故合記之早山門雛足院住法印覚深識

本奥書︑右御神躰滋賀院入御之記至干髪者聖真子宮仕松順記置之分後

ヨ叩〃

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・５×加・２お丁

本奥書︑千時延宝第八五月朔日
元禄七年甲戌各月以西東谷妙観院蔵本＊永普之

兜率谷難頭院厳覚
本奥云︑右絵入本在＊木相摸家

社祢祝神比．應

/‑､200/､

必叩︶タテ諏・０

四 四 四 十
位 位 位 月
下 下 下

真超

、

塁塑閻叡

奥書︑文政元年戊寅六月上旬以厳覚大僧正之本令書写之台嶽法曼院

日

日吉七社遷宮略記︿叡山無ｌ乾犯／Ⅳ／即

大 小 元

古瞥写︵外斐︑内題なし︶

︿叡山無ｌ坤鯛／副／砂

吉
七
社
神
領
記
日
吉
七
社
神
領
一
軸
へ
お
よ
そ
山
門
無
動
寺
蔵
奥
書
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日吉社参記︿叡山無ｌ坤調／３／噂

日吉社参記成尚日吉雑記︵外・内︶

奥書︑右日吉社極秘密記一巻
近江国滋賀郡坂本村生源寺希徳蔀詫社蔵本明治十九年十一月編修星

嶽法曼院権僧都真超
︵メモ︶﹁
﹁権
権大
大外記
記中
中原
原康
康冨日記﹂から応永八年五月十三日北山殿の日吉

社参篭︑大宮社御八講の旨の記事を引く︒以下に︑応永廿九年五
月二日等持寺︑元和九年八月哀筆の二つの御八講については日を
追って参加を列挙︒平等院一切経会は︑﹁著聞集﹂から宇治殿の

・０天詣丁地誕丁

新調也追以鳥子紙可加清事者也一妻

本奥書︑元亀二年辛未九月十二日放火上古記録大乱之刻紛失畢比分

羽・９×

神道秘密記︵外︶日吉社神道秘密記︵内︶

日吉社神道秘密記︿叡山別ｌ外ｌ／⑫／噂

・調拍子事・不用舞台事

・ヒンササラノ事・アャ井笠事

・刀玉事・遊廻事

・田楽事・田楽名字事

・山門雑記

・比彼岸所

︵メモ︶・日吉参社記録也

超

奥書︑文化十二年乙亥正月下旬以難頭院蔵本令書写之台嶺大僧都真

正徳三年癸己四月廿二日命天忠書之探題法印厳覚

本奥書︑右社記之旨大概如斯子時文明六年甲午六月十六日隆祐

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

妬・３×Ⅳ・０８丁

日吉参社記録成尚日記︵巻首︶

台

野恒採訪明年十二月謄罵了
︵メモ︶生源寺希徳蔵本の写し

４

︵外・内︶

１

無Ｉ巳釦／四／吃﹀

内容は北斗七星︑日吉山王神体之図︑社図など

日吉社御八講記︿叡山
日吉社御八講記

遣大明国書翰
八幡宮御八講記

超︵
︵朱
朱︶
︶
沙門眞超

訂・４×加・０Ⅳ丁

元和哀筆御八講

平等院一切経会

等持寺御八講記雌職感
仔鹿

奥書︑文政二年己卯十 二月中旬日以南谷浄教坊蔵本令書写之者也

院院
殿殿
御御
年月
忌忌

平等院建立話 を 引 く の み ︒
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贋苑

七十一歳壬申生

天正十壬午十二月万吉社務上祖字志丸三十七世商孫ｌ社務行丸
三十五戊申生

相伝行広

本云紙数三千二百三十二枚日本国中大小神祇三千百三十二神表

表紙左下に﹁自拐厳院記家﹂とあり

扉二丁表に僧正豪盛慧蔵︵墨でぬりつぶし︶あり

干時天和三癸亥暦九月吉祥日書写之

認・２×妃・４一枚もの

日吉社殿願文松禅院蔵写︵外︶︵内題なし︶

日吉社殿願文︿叡山無ｌ坤酌／調／聯

右奥書二

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

也巻七十冊可調也

日吉神道秘密記難為薬樹院秘書某密書写之也＊不許他見者也右吉

奥書︑文化七年庚午七月廿九日以松禅院書令写之法曼院真超

寛元二年卯月日吉祭始被辨上卿

下巻

諸堂行幸兒論義

廿六日日吉行事陪従神楽廿七日山門行幸講堂供養廿八日

︵メモ︶上巻

若得全本補之延暦寺南山沙門真超記

書巻末以其語未終者更以梶井宮御蔵中古本検之御本亦同之後賢

奥書︑享和二年仲秋日以拐厳院記家蔵朗賢書写之本令書写之了然此

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・２×⑲・７侭丁

日吉井叡山行幸記元憧二年三月︵外・内︶

日吉社並叡山行幸記︿叡山無ｌ乾羽／四／聯

冑安永八年孟冬十四日延暦寺大衆等敬白

田神宮寺ョリ
リ借
借出
出之
之写
写旱
旱元
元文
文五
五庚
庚申
申卯
卯月
月吉
吉日
日大
大秀秀
鳳鳳
来来
一寺実泉院庫
蔵本
宝暦十五乙酉天六月吉辰於鳳来寺松高院大僧都善慧書写之

奥書︑明和五戊子年十月吉日三筋鳳来寺於松高院法印内井上本教拝
書写之本
︵メモ︶印記なし

表紙左下に別当院蔵とあり︑横川別当代蔵外／４／嘘の書写本

日吉社神道密記︿叡山別ｌ外ｌ／７／砂
日吉社神道密記︵外・扉︶

豊葦原中国日吉社神道密記︵内︶

弥宜正四位下大蔵卿行丸敬而撰述

・４×四・５加丁
奥書︑享保十九甲寅歳定光院朗腎附之記室
︵メモ︶印記なし
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馬長者公澄勤之代出兒
元享四年卯月日吉祭始被向内侍車己後無怠
惣持院興廃事
一︑元徳二年︵一三三○︶三月後醍醐天皇の日吉社並叡山の行幸
を記したもの

二︑もともと絵があったが︑今は﹁絵﹂と記して空白を設けてい
ブ︵︾◎

日吉社二十一社記︿叡山無ｌ坤調／吃／哩

日吉二十一社記同内外百八社︑祝部氏系図同祭祝言山王御利生
客人宮神輿装束勧進︵外︶

御こしむかへ祝言︵皿オー加丁まで︶

山王御利生与神罰調伏之事重オー妬丁︶
以上の資料の合写

日吉社念仏堂縁起井勧進帳︿叡山別ｌ外ｌ／ｍ／邸

日吉社念仏堂縁起井勧進帳︵内︶外題なし

・５×詔・８×５︵巻子本一軸︶

刊記寛永十八年九月
︵メモ︶

﹁夫我朝に三社の念仏と云事有伊勢八幡山王三所の霊社いつれも

本尊ハ阿弥陀如来なり中にも日吉山王の念仏堂は上七社の中の

第三聖真子権現の御本地西方浄土の教主慈覚大師の御作也︒○れ

は比如来は三世の仏母といへとも御ちかひ餘尊に勝れ御めぐ化仏﹂

詔丁

山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

とあり

本奥書︑元亀二年辛米九月十二日放火上古記録大乱之刻紛失畢此分

・９×加・０娼丁

日吉社秘密神道記︵外︶日吉社秘密神道記完祝部行麿記

日吉社秘密神道記︿叡山別ｌ外１４／噂

本奥書︑正徳五年乙未正月二十六日借松禅院蔵本行丸自筆本騰写厳

日吉山王第五宮客人権現神輿装束新調勧発化疏

奥書︑文化十一年甲戌十二月以難頭院蔵本令書写之台嶽南嶺大僧都
真超
︵メモ︶祝部氏系図︵２オー５ゥ︶

新調也追以鳥子紙可加清書写之

七十一歳壬申生

日吉社繩總船御神躰刻彫事︵６オー︑ゥ︶

天正十王午十一月万吉社務上祖宇志丸三十七世商孫ｌ社務行丸

ｌ相伝行廣授干時寛永十四年丁丑十二月十日写之山門西塔南

三十五歳戊申生

日吉祭祝言︵凡十三条︶︵過丁︶

山王御利生客人宮神輿装束勧進︵過丁︶
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覚

谷観泉坊乗盛
進上天海大僧正

維時延宝辛酉年秋七月五日以讃佛堂本於般若谷一音院学僧為山王

権現倍増威光山鹿安全報恩謝徳山門横川都率谷住侶難頭院竪者
凹朗蔵

奥書︑貞享四丁卯秋七月上旬以東塔北谷宝乗院蔵本而遂一較詑尤可

為全本歎権少僧都法眼厳覚識某書

日吉社秘密記︿叡山無ｌ坤調／９／唖﹀
日吉社秘密記号行丸 紀 ︵ 外 葵 ︶

日吉社為二巻上神道秘密記祢宜正四位上大蔵卿祝部宿弥行丸撰・日吉
社為一一巻下神道秘密記祢宜正四位上大蔵卿祝部宿弥行丸撰︵巻首︶

・２×四・５幻丁
山門無動寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶
本奥書︑元亀辛未歳九月十二日辛未放火云々上古記録大乱之刻紛失

畢此分新調也追以烏子紙可加清書者也云々
天正十王午年十一月万吉宇志丸三十七世
商孫七十履壬申生相伝行広三十五戊甲生

本云紙数三千一百三十二枚日本国中大小神紙三千百三十二神表
之巻七十冊可調之云云

子時天和三発亥暦九月吉祥日書写之畢山門喜見院祐範
奥書︑普天和三発亥暦九月吉祥日書写之畢山門喜見院祐範︵印︶

︵メモ︶山王御影向次第所々神社之次第社務中系図次々御影向次第

造立都合百八社之事八王子坂登山など

日吉社室町殿御社参記︿叡山別ｌ外５／４／咽

日吉参社記︵外︶日吉社室町殿御社参記︵内︶

型・４×Ⅳ・３妬丁

本奥書︑本云右一冊不感水得之一日一夜書写之早

元禄二年巳己三月廿一日山門横川難頭院住法印大僧都覚深以件
本騰写

奥書︑叡峯雲八重立山梵瞳渓戒定院豪天吾

寛延四年龍集辛未六月八日
︵メモ︶印記なし

表紙右上に﹁将軍義満公﹂︑左下に﹁傍厳院記家豪天﹂とあり

将軍義満公日吉参社記二五八／一三一三︶の写し

日吉社室町殿御社参記︿叡山無ｌ乾犯／別／沙

日吉社室町殿御社参記︵外・扉・内︶

・２×巧・０娼丁

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

本奥書︑貞享三年秋八月既望以覚深僧都之蔵本騰写兜率谷難頭院竪
者厳覚

文化五年戊辰春二月以横川難頭院蔵探題僧正厳覚手写之本令書写
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︵と思われる印記あり︶

奥書︑右︑近江坂本日吉神社記録滋賀郡上坂本村日吉神社

昭和八年三月影写了

所し納以レ本書し之畢

寛政三辛亥年習禅大僧都詔胤

寛政七年春右以詔胤法印本書写之護法金剛真超

日吉神輿入洛記︿叡山無ｌ坤羽／証／靭

応安年中日吉神輿入洛記︵外・扉︶

・３×加・０妬丁

山門無勤寺蔵︵墨沙門真超︵朱︶

写之者也台嶽法曼院大僧都真超

ノ

奥書︑文化十一年甲戊秋以横川難頭院蔵探題前大僧都厳覚之本令書

台嶬兜率谷難頭院権少僧都厳覚識︵型ウ︶

本奥書︑貞享戊辰春壬正月上元日謄写畢希代勝事不及言話而己

︷ママ︸

詔真如意金剛右亡師正覚院前執行探題前僧正豪真初詔真収納所庫蔵

本奥書︑寛延四辛未年潤六月初以止観院紅葉渓大僧都智川蔵本書写畢

山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

・４×加・２５丁

日吉神道記︵外・内︶

日吉神道記︿叡山無ｌ乾記／６／秒

…

之了台嶺法曼院真超記之
奥書︑文化十四年丁丑四月五日記梶井宮御文庫古本遂校合畢擬講
大僧都真超
︵メモ︶応永元年の﹁室町殿﹂日吉参社に際しての諸行事︵舞童︑児論

議等︶の次第を記したもの

日吉社礼拝講元起事︿叡山無ｌ乾犯／弧／叫

日吉社礼拝講元起事︵外奎礼拝講元起事︵扉︶日吉社礼拝講
元起事︵内︶

廻・１×Ⅳ．１４丁
山門無勤寺蔵︵墨︶沙門真超︵朱︶

奥書︑文化三年寅七月以難頭院書右書写了大僧都真超︵朱︶
後一
一条
条院
院御
御宇
宇の
の万
万寿
寿二
二年
年︑
︑祢
祢宜
宜希
希遠
遠が詫宣を受け︑日吉礼拝講を
︵メモ︶後

始めるにいたった由縁を記したもの
２

日吉神社記録︿東 大 史 料 弧 ／ 響
現装錘極日吉神社記録郡・３×型・７
ｏ日吉兵乱火災之記︵外︶

ｎ．８×四・５位のもの２丁神織社司行丸筆記也
○日吉焼失兵乱記行丸筆︵外︶

山王百八社再造所

条々御縁日釦・２×４丁以上二点の合写
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へ仲
蔵現全

︵メモ︶目次は左記のとおりである
一︑続正法論述作事軌齢勃誹雌光厳院御字貞治六年丁米

一︑応安元年戊申壬六月廿一日政所集会議

一︑同年月廿九日新神輿坂本奉入之

一︑同年一二月一五日日吉祭社

日吉神輿入洛見聞略記︵外・扉・巻首︶

日吉神輿入洛見聞略記︿叡山無ｌ坤豹／犯／蛭﹀

一︑請欲撤却南禅寺以下禅院歎状応安元瞳ハ月日

詔・３×略・８８丁

一︑同年月日廿三日政所集会議

一︑応安元年壬六月廿九日社頭三院衆会議

山門無勤寺蔵︵塁沙門真超︵朱︶

︵メモ︶２オ巻首題につづき

嶽法曼院大僧都真超

奥書︑文化十二年亥正月以難頭院蔵厳覚大僧正之本令書写之者也台

日僧正豪寛正徳紀元十月下淀繕写探題法印厳覚

本奥書︑＊一冊以水戸彰考館御蔵本令書写之畢宝永三天丙戌首夏一

一︑同年八月廿日政所集会議
一︑同年月廿五日政所集会議
一︑多武峯牒無動寺衙

一︑神輿入洛禁裏及多々須法城寺南禅寺祇園警固

一︑同年八月廿九日八王子十禅師口人赤山四社神輿入洛
一︑定山禅師号原峯近遠流遠江国之官符

﹁応安元年戊申八月廿八日山門大衆頂戴神輿忽入洛・⁝．．﹂とあり︒

以下

一︑応取進僧祖禅度縁宣旨
一︑応安二年四月十七日政所集会議

・同二年己酉四月廿日・同七月廿八日・同七年甲寅六月廿日

日吉山王知新記巻上日吉山王知新記巻中︵巻首︶巻下も同じ

日吉知新記︵外︶日吉知新記︵扉︶

日吉知新記︿叡山別ｌ外１９／邸

り

四年・康暦元己未壬四月十四日・康暦二年庚申六月の記事あ

・永和元年︵記事なし︑年記あり︶・同二年・同三年・同

一︑応安二年己酉四月廿日大宮二宮聖真子三宮神輿入洛井祇園三
社神輿振之

一︑南禅寺桜門破却之輪旨
一︑南禅寺桜門破却応安二七廿八至八月三日

一︑応安二年八月三日神輿帰坐
一︑依無神輿造替七社神輿入洛曜安七甲重ハ廿
一︑依申室町殿神輿帰坐百代後円融院康暦晋丞ハ八

一︑康暦二庚申六月神輿造替
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・２×四・８上Ｉ印・中拓・下ｌ弱丁

本奥書︑本記日承安四年歳次甲子八月廿九日於爺寺禅庵沙門顕真

的丁から﹁感應一心三観血脈相承次第﹂

貞享元年五月三日飯室谷以山本房恵照本為報恩謝徳書之兜率谷難
頭院厳覚壺丁︶

一一

記文
ヲ

嶽法曼院擬講大僧都真超

奥書︑文化十三年十月下旬以探題大僧正厳覚自筆写本令写之者也台

貞享改元五月三日黄昏時以山本房本書之越野軒厳覚調丁ウラ︶

瀦丁オモテから﹁山王秘文密印﹂

一ナ

ノ

承安四年歳次甲子十月七日以二震筆御本一於二瀧禅院字窓一書写畢延
暦寺沙門仁全記︵卵丁ウラ︶
ヲ

不可有卿

正応二年歳次庚寅三月二八日以二仁全法印之真筆本一於二梶井房三明
一一

之李窓一謹書写畢天台沙門義源判︵副丁オモテ︶
︵五行略︶

奥書︑文保二年歳次戊午八月一日記之
惣持院十四現師三部潅頂阿闇梨位真如金剛義源判

︵巻首︶

和光同塵利益潅頂︿叡山無無
ｌｌ
坤坤
羽調／
／猫
略／
／錘﹀
和光同塵利益潅頂山王記並印信︵外︶
山王記並印信︵扉︶和 光同塵利益灌頂

・２×加・１型丁
墨墨
︶︶沙門真超︵朱︶
山門
門無
無動
動寺
寺蔵蔵︵︵

本奥書︑天台一流相承秘書唯授一人之外不可授之可秘々々

永若為率爾者山王冥神可蒙御爵者也
応永廿二五月十三日権少僧都法印幸運示
貞享改元四月廿四日祭臘日以山本房恵照本為山王権現倍増威光報

恩謝徳書写之写本者従濃品南宮書云横川兜率谷難頭院厳覚
梁謹和南︵以上灯丁ウラから肥丁オモテ︶
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