早大図書館蔵教林文庫本翻刻
ｌ山王関係資料二種Ｉ

縁起

田嶋一夫
小峯和明

冒頭語句

九九十十十七七七七十十十

前号に続き︑日吉山王関係の資料﹃日吉山王記﹂﹃日吉山王霊験記﹂

3 3 5 1 1 5

の二点を翻刻する︒

恵光院の永弁

後鳥羽院御宇

彼暹命上人

太神宮の祠官

経蔵房の厳算は

宇治平等院辺に

鎮西おほともか子

慈雲房法印弁覚

小河法印忠快は

544325432114

絵
詞

一

一

﹃日吉山王記﹂は﹁日吉山王秘密記﹂と合冊されているが︑今回は都
合により﹁日吉山王記﹂のみを対象とした︒

﹁日吉山王霊験記﹂は﹃山王絵詞﹂の抄出本︒本文庫蔵の﹃山王縁
起﹂は﹃日吉山王利生記﹂と同系であるが︑本書は﹃山王縁起﹂になく︑
﹁山王絵詞﹂にのみ存する話を含む︒後者の系統に依拠したことはほぼ

疑いなかろう︒今︑試みに各章段に算用数字で通し番号をつけたが︑
﹁山王縁起﹂・﹁山王絵詞﹂との対応を示せば下表のようになる︵前者
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横川戒心谷心蓮房

6

上
ド
‑

小

山門中古の碩徳
南都の光明山

ノ、

四 六 六 八 八

一

は教林文庫本︑後者は妙法院史料本による︒漢数字は巻︑算用数字は話
の通し番号を示す︶︒

121110987654321

これによると︑本書は﹁山王絵詞﹂の巻七・九・十・十一からある程

日吉山王霊験記

﹁日吉山王霊験記﹂で左隅に﹁天台山桃源軒蔵﹂の墨書︒タテ二○・九

外題は﹁山王霊験記﹂︒内題は

かも引用文の繁簡は︑第一話末の割注に﹁比段与縁起全同故略之已下效

センチ︑ヨコ十四・九センチ︒袋綴︒墨付十八丁︒後扉中央に﹁右絵入

写本一冊︒整理番号・文庫７／

之﹂とあるごとく︑﹁縁起﹂即ち﹁山王縁起﹂に共通する話は一部分だ

本在鈴木相模家﹂とある︒元禄七年冬︑厳覚が西東谷妙観院蔵本を書写

度まとめて抄出したことが分かり︵話の撰択・配列の次第は不明︶︑し

け引用し︑共通しない話のみ全文をひいたためであることが知られる︒

したもの︒

す︒

＊翻刻を御許可くださいました早稲田大学図書館に深謝申し上げま

つまり本書は﹁山王縁起﹂の存在を前提とした︑﹃山王絵詞﹂の抄出本
という特異な性格を有しているのである︒
﹃縁起﹂﹁利生記﹂系と﹁絵詞﹂系の関係は錯綜しており︑その解明

に至るささやかな一助となれば幸いである︒尚︑本翻刻は昭和六十年度
当館の共同研究﹁日吉山王利生記に関する研究﹂の成果の一部でもある︒

書誌の該要は以下の通り︒翻刻に際し︑特別の異体字を除いて通行の
字体
︒︒改頁に﹂︑改丁に﹂を付した︒
体に
に改
改め
めたた

日吉山王記

写本
本一
一冊
冊︒
︒蓋整理番号・文庫７／記︒タテ二七・九センチ︑ヨコ一九・
七センチ︒袋綴︒墨付三七丁︒内題﹁日吉山王秘記﹂︒左下に﹁雛頭院
円朗蔵﹂︑右隅に﹁吾立杣雲八重立山﹂の墨書︒内題下に﹁暦応年中撰
之欺﹂︑端作り題下に﹁山門横川兜率谷﹂と墨書︑さらにその左に﹁難
頭院本覚蔵﹂の印あり︒扉裏に﹁厳覚﹂の印︒奥書によれば︑延宝九年
六月︑円朗︵厳覚︶二十三歳の書写︑天海蔵本を般若谷一音院で写した
し﹂い︑っ︒
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日吉山王記

第一御本地垂迩位階宝殿間数事

第二小社小宮事第三御垂迩事

第四三聖御事第五御体事
第六御眼事第七三聖御出家事
第八山王御在唐事第九異説事
第十大宮宝殿事第十一御乗輿事
第十二臨時御祭事第十三被始当社神楽事

第十四時代事第十五唐崎御祭事

山王秘記

燐明神妙銅癖睡

神

第一御本地垂迩位階宝殿間数事
大宮緬極如来︾睡鋤
又

天安三年正月廿七日叙正二位燕罰琴錘鋤韓大師

元慶四年五月十九日叙正一位秘唾嬢塞窪銅檸師時

葺桧皮五間榊醜隠有之拝殿三間四面廻廊正面有二階

門楼東西在脇門回廊外西方侍有之西方塔在之

西南角法華転読不断経所在之巳上桧皮葺也﹂
十禅師宮或地麓菩薩或弥勒菩薩

寿永二年十月十九日正二位

承安二年三月日従二位同五月二日宣下

葺桧皮三間函郵宮廻廊内拝殿三間

第十 六 小 五 月 会 競 馬 事 井 結 縁 経 事

第十七東坂本被停止官使事第十八御託宣事﹂

宝殿南方在御輿殿葎緬計禅師御輿拝殿東方在夏堂

妙趣奉秤

垂汗垂好寓叫

中七社

麩流郷極雌師轆諏獅姉珊﹂

已上上七社畢

葺桧皮三間向東拝殿三間

承安二年三月日従二位同五月二日宣下

三宮蛾幟蒋薩

第十九被始置僧官事第廿当社行幸始事
第廿三御祭小五月会延引事

第廿四神輿御造替事
第廿五社頭炎上事
第廿六当社触稜日数事

御乗與遷宮例保延永暦安貞寛喜

大行事曜繩

初従五位下次正五位下次従三位葬確禧稗五月次正三位同

葺桧皮三間調諦北方葺板二間拝殿在之

283

第廿一宇志丸事第廿二被始礼拝講事

■

牛尊幟幟徳詠唾岬也

﹂

初従五位下次従五位上承安二年五月一一且山下

元宝殿御体大石也在八王子宮

新行事誌榊天
初従五位下次従五位上率壁訴宣下
葺桧皮一間和郭翻西方
下八王子罐罐蔵菩薩
従五位下承安二年五月一一旦旦下

葺桧皮三間向間正面葺板拝殿或説云上下八王子椛辻ハ王

早尾獅榊
従五位下欣安二年五月二旦皿下

葺桧皮三間転避釧鰄聿岫巡孵元年在葺板拝殿

已上件位階等後白川院奉崇之
王子宮睡稚形
無位

﹂

葺桧皮三間向東正面東方在五間大政所向両
聖女蜘聴袷

元位稲荷大明神
葺桧皮三間向南郷叶唾輕唾岬憶州硴聯撰之

已上中七社云々

下七社
小禅師蠅湘鋸薩紳通用之

葺桧皮一間叶岬師北方

大宮龍殿雄耀誌日如来伊勢
別宮
契伝教大師垂迩云々

葺桧皮一間在聖真子西方

二宮竃殿鰐殿謡溌騨鋤辮蕊北綴驍云々

卵支天

竃殿比丘形也比丘尼力

葺桧皮二間岬嘩一澤轄渉銅鍬各別也云々若宮童子形

山末

常陸国琴御館字志丸是也
成力

葺桧皮一間向南葺板拝殿在之﹂
近肛同竹生鵡明神也

巌滝弁才天域中逸＃八駆主牧円法印礎墜

剣宮不動

葺桧皮一間雌確人東脇小社小宮六十四所ノー云々
山長蜘郷鍛賀

轆之越前国一宮繧

葺板一間在早尾宮南
聖イ

気比趣維恥鍼銅

執

葺桧皮三間向南元一間也建暦
犀購序
勢躯改為三間云々

塔下繧蠅
葺桧皮三間向東

悪王子愛染

葺桧皮一間向西在二宮門楼南﹂
江比主不動三郎殿毘沙門

葺桧皮一宇二間卵軸各蜘一訓他楼南

祢宜親成記云下七社者末有定説中七社已下
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小社中人々任雅意各奉幣之云々

或記云下七社列之気比小禅師大宮竃殿岩滝悪王子
二宮龍殿山末云々

或記云下七社列之竃殿山末吉備津宮貴船
江比主客人行事山末云々
六十四所剣宮評鋤檸脇

第二小社小宮事
大宮小宮東竹林離酷鐸認蔀薩錘葬謎謎緬謹郡法﹂

七郎八郎罰副左脇矢取産峨唾魑自北至南

或記列之七郎八郎牛御子万歳千歳右交若宮聖宮

客人小社或記云客人六所王子者

一左羅本多間天二々々三宮如意給三々々賀宝鳴壷

四々々禅師地蔵五々々剣宮不動六々々児宮釈迦巳上
小白山鋤鍛砿脇自北至南

若宮別山大行事鋼観商剣宮評鋤王子穗鴎琵課ャ阿弥陀

十禅師小社悪王子瞬郷獅也内王子雌樒識獅紬夷酢鋤鰄銀蝿説也

三郎殿
三郎殿蝉鋤跡王若宮澤輝聴社西宮謡鍛井夷対神功或
皇云后
宮御子

三宮小社ウ棚御前圭崎跡認矢取同祉也

子
夷石
息神若
武師内
臣坐
男坂本門
唐自
慈或
覚大
之大
時移

初為悪神伴一百一十邪神錐不信仏法伝教大師二月

下八王子小社矢取榊峨早烏若宮弥高高御子睡牡垂姉

住吉者日本地神五代尊也日本大将軍夷敵征伐七ヶ度也

十五日令初詣住吉社壇講読仁王経其後誓為仏

王子宮小社天王薬師帳御子富御子若宮与商御子同社

一童龍称琴雌富永弥若宮

吉備津宮地蔵夷三郎殿解祉若宮

早尾小社私畦磁詑糖至南山長勢多賀童子新社

クラ巳上七祉
王御子八御子夷三郎殿同社鼠禿倉ノ
自ホ北
至南

ノ

法大檀那広令流瓶購教給云々

西竹林捲奄面或八幡宮釈迦契仏教大師守護仏法

初鎮西大隅国冠山岸崎以流付其後豊前国御

許山垂迩於八幡下故号八幡也云云昔在雲山説

モトヲ

ケツルニ

惣社記酢甦蝿冠者殿児御子伊豆権現八幡若宮

妙法華経今於正宮中故号八幡実此文者削二山
辺一有厳彼厳破二分一其中金字之文也

厳嶋千歳弥行事世直石動宮唯嘩雨榊

ヨナヲシユルキ明星夫子

稲荷稲村貴布弥不動黒尾早尾巳下
﹂

﹂

二宮小社新行事竃殿小禅師
聖真子小社氏永睡溌唾脇王御子氏水東

スケアリ

牛尊衆気任牛御子下

塔下小社夷三郎殿大行事小宮子安宮癖鋸蝉
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八王子小社千歳鋤瞬輝脇ノ万歳聖御子
八御子小社百大夫起娃垂秘若宮露毒南

1−−

大行事小社護因不動葺桧皮一間綱榊聯宮左脇
已上

ノ

客人宮御垂迩事雑卜躁唖鋼浄叩大佃正之時

二スニ

神勅寄奉崇我於聖真子東勝地一〆︽・犀︽委繩ハ如今一帖

第四三聖事

或人云聖真子宝殿元者大宮廻廊内御坐後縮廻廊

坂本也

欽明天皇御宇大和国垂迩大津宮御時令渡御此処也先

別奉崇聖真子也冊云両処三聖也両処者大

第三山王御垂迩事大宮御事也

渡御琴御館宇志丸之唐崎住処蕊一蕊仰宇志丸云汝為

宮一恥与二宮一恥也三聖者大宮二宮聖真子也

時大津西浦田中恒世奉載船奉送付唐崎琴御館宇

社司等者彼末葉云云自大和国渡御志賀郡唐崎浜﹂

奉崇也即今大宮宝殿是也昔宇志丸者山末社是也今

奉安置也其形俗体也云云

字志丸拝見之即不違之其形像奉造而所

親成宿祢説云大宮権現顕現干唐崎大樹上之時

一一

我氏人可令社務窓云於我宝殿者自此西北可卜勝地結草

之所為其験建立宝殿可致礼莫価宇志丸即随神勅

志丸之住処畢於其処恒世奉粟御供之剋而仰云

第六御眼事﹂

第五御体事

於汝等者為我神人毎年出御之時必可献御供云々初依

問云御眼自公家被献事毎年歎答云御輿造勝

指西北尋行之処有枌楡之処以件処為験造宝殿所

献粟御料今無改大津神人者即恒世末胤也其

之時井御殿造替之時事也大宮俗眼也二宮

宮御出家事無其儀御坐宝殿安置之御体

法名者所謂法宿華台聖真子也云云成仲説云大

相伝説云大宮二宮聖真子奉値伝教大師御出家各

第七三聖御出家事

ヲ

後船罷帰畢今乗宇 志 丸 之 船 所 顕 宇 志 丸

聖真子法眼也

ナルノヘニ

ハ

家辺大
大樹
樹梢
梢給
給也
也宇志丸見此奇異始明神明也爽
二宮御垂迩事

﹄

日吉祢宜成仲説云都当社御事元分明日記但口伝

ヲ

云二宮者大宮宝殿御跡自拘留孫仏時垂迩大
宮権現為円宗鎮護影謝之時二宮御本所

ハ二

奉譲大宮二宮当地敷地移御坐云云
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申日吉一是即垂迩於叡岳之麓｜随威於日本漢

ノ

已俗体也其上自公家被献御眼之時大宮御眼

又検一書記云大山咋神亦名山木主神難羅

一一

者即俗眼也自昔至子今無其儀大師御時有

此神者坐近淡国之日枝山一亦葛野松尾用

神

御出家者何被献俗眼耶云々

鳴鏑一神也云々又云賀茂別雷神者松尾大明神

如本

如本ニ

二ル

或説云大比叡大明神於吾山香呂峯奉値伝教﹂

御子也書記説錐し多委載有揮︾令顕日吉大

サス

ルニ八丁テ

大師出家受戒即奉号法宿菩薩云云大明神語奉

明神一以後護一乗一鎮九梁一誇法示耀神威一因弦﹂

新響

秋天三輪之月影潔照天智之春朝八柳之風音

顕三輪明神大津宮御宇之時初天坐又云欽明之

権中納言大江匡房宣奉勅云御神者大八嶋金刺朝庭

康和五年十二月十日官符宣云郷州蛎蜘鉾慶朝法勝大佃預

一人仰崇之霊社也万民帰敬之神冥也云云

役華轤於松喘之前︾差車玉輿於栢城之裏既是

ノ

延暦寺宝瞳院相輪橦銘云伝教大師御作

山王一等思存給孤法宿為号開顕毘盧云々
口伝云高祖大師奉勧山王三聖奉授菩薩大戒
号法宿華台聖真子云云

八山王又在唐土事
国清寺百録第一云
敬礼法第二

相伝説云尋本社者為八節会之恒規如備天照太神

離
孟相

譽
豐
日御

捌力

上列敬礼諸仏法僧畢次云為梵天四王八部官属持

御供説畢検日本古事云大物主神又名大国主

身弊

ヲ

国護法諸天等願為威権自在顕陽仏事敬礼

製
'
儀

一テ

神領八十万神一永為皇孫奉護焉百姓子今盛

ノ

常住諸仏為龍王等傾風雨順時含生蒙潤敬﹂

大尊

蒙恩頼云云愛知三輪明神云日吉大神云参吾﹂

天弊
照諾

礼常住諸仏為天台山王及春属峯麓林野一切

十大宮宝殿事
比力

第五座主智証大師御時寛平三年法宿菩薩託宣告

相応和尚云如小可叡宝殿為我可造宝殿云一舞初字志

287

異
説
事

奉天
尋照
御太
体神
者者
為伊

九

朝地主也誠神慮権行凡情難既旦者也

云云

幽儀願宜祐伽藍作大利益敬礼常住諸仏巳ｋ

伝私

丸造宝殿所奉崇之也依神勅所造者也

十一御乗輿事

所改行云

十三神楽始事

承暦二年雑四月申白河院御時

ニハテン

第一大宮二宮自垂迩之古御乗輿也任神勅一毎年

座主自書奏状奏聞云云錘鋤雌軸証恥

へ＃狗勿

四月中申唐崎浜出御最初蘋繁葱藻之莫
所奉興礼祭也大津浦田中恒世末葉任神勅︾

十四時代事

自金刺朝庭元年至子斉明天皇七年九代百廿

奉献粟御供実
第二聖真子八王子客人宮鋸峰奉郵封覚慶大個正時東陽坊﹂

二年也自天智天皇元年至干嘉応二年四

已上蓮実房覚延阿闇梨所記置也

都合五十一代六百冊二年也﹂

十二代五百十年也

第三十禅師宮天仁四年四月廿二日柄癖岬纒函塞賢遇法印牧主坊

私云大宮二宮自往古↓御乗輿事不審也其故慈恵
大師御時営作宝與一基云云若両社御乗與在

之者可為二基也如何社家可決之也

慈恵大師伝云梵醐尚閣梨記為奉荘厳地主三聖御祭事新

有臨時祭事イ

高祖伝教大師御時為奉荘厳地主三聖臨時御祭

造唐崎神殿一宇鳥居一宇廻廊二宇雑舎四宇井馬場

十五唐崎御祭事

被行畢第十八座主慈恵大師御時奉増地主三聖

三町浮釘貫等兼又営作宝輿一基↑御輿装束在帳

十二臨時御祭事

神威｜臨時御祭被行畢慈恵大師梵照阿闇梨記

惟障子赤地錦駕輿丁装束廿余具平文唐鞍等異

ヲ

此説在之

常供奉一又伶人廿余人乗龍頭鴎首船従富津浜至

ヲ

第舟五座主覚尋大僧正鑑未来末弟奉為三聖一

干唐崎其間傍輿歌舞各陽妙典致畢以後終日
如本

臨時御祭被行畢始置祢宜祝部頼永倍従雅楽﹂

奏楽及晩景還御而已其後奉仕東遊良衆子

ノ

人等装束十六具之内嘩鯉辨計叫移鞍二具納社頭畢

十人以為舞人左近将曹尾張兼時於華山数日習

生︑幸勿

下八王子御輿馬奉引之依御古也雌有古依中絶
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ドウ十

之祭使一人舞童一人装束大刀尾鞘鞍皆以新
調陪従十人云云

十六五月会競馬事
弘仁十年相議云山上諸徳以法施奉責権現坂本諸人
以財施可奉供養蒐以毎年五月節供之次献十列
一一

之競馬為永代之勤而僧俗相交勤此役強靜
諦力

勝負︸各成向宵又執事饗膳之人調魚具之鱗
僧衆交其中云云非無人傍︾価第十九座主慈忍
僧正蝿認誌御柳蝿痔御時於僧衆者不可勤競馬役

可奉供養一垂経一也云云議定以後毎年二月一日供養
卜

法華経称之一為結縁一是専当法師等所営修也

十七東坂本社頭四至内被停止官使事﹄
私云官符等如住持集

十八御託宣事
後朱雀院御時依座主之愁訴山門衆徒群下洛中

然間彼張本頼寿良円両僧都被罪科之時主
上御悩山王奉付其託宣云吾是非悪霊死霊根本

行事託子貴女云山僧有愁之時者山王同愁

之宛不異一子之慈悲又山王有愁之日者諸神

共愁之全相似主伴之礼儀也凡日本国中之一二

大明神者皆為山王御春属候瑞雛之辺八十余

社之小神是也我大行事為山王御輿為申訴詔﹂

奉託也云云依之彼張本被赦免之日即御悩平愈実

大宮御託宣云経蔵房

ニハ

今世諸忘想皆由先世業弘宣一乗教安心不可動
住吉大明神託宣云

ニハ

ーー

天慶年中謙凶賊之陳我為大将軍山王為副将軍

リ

康平官軍山王為大将軍我為副将軍山王鎮

ノセル

飽一乗之法味勢子勝し我趣軍罐唖麺記蝉云住吉

ノノ

十禅師権現託宣巫女云

我山住侶堕獄者賀能一人也離山者往生者

僧賀聖人一人也﹂

十九被始置僧官事

延暦寺延久三年十月廿八日雑媚垂醍辨確郵

請被殊蒙天裁補任日吉社僧官状

別当権大僧都覚尋権別当小僧都良真

右当寺前座主大僧正法印大和尚位明快以去年三

月三日補任社司称御社別社伝教大師古比叡山建
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叡岳主也喜一乗法味為命養三千衆徒為子
ケレハ

依召取愛子頼寿良円彼等恋奉付悩也云云大

Lー一

号琴御館今山末明神是也常陸国人也家有琴一張

ヒト

宗一擁護三千僧既及数百歳簔任僧官未有僧官一

宇志丸之身欲来不祥之時琴絃自絃敵錐来伺更

廿一宇志丸事

今日准傍例定任件司如件者而不蒙官符未

元得便而有人︾癒懐悪心欲討宇志丸而従有琴微

立法華宗当初大明神垂迩於東麓ゞ鎮護一乗

執行社務望請天裁早被下官符以当座主︾

不遂本意価以宇志丸之女為妻多年之間有男女

子其時語妻云父与夫以何為重乎妻答云夫為重﹂

為検校同共当令執行社務処分﹂
延久三年十月廿七日座主権大僧都法眼和尚位勝範

ヲ

差悦云然者可絶琴絃妻即絶絃其時欲討宇志丸

後三条天皇始行幸錘幽塞卦糊鋤私緬梛時

人執告之宇志丸行見十三絃絶其時購走来住

敵若欲来之時絃必有絶音今無音・価不信鐸〃

起軍襲一有人来告宇志丸々々々不信之云我有琴

件日始被置僧官行幸之勧賞也

志賀津ぶ・ぶ四月午日経供養当字志丸遠忌日所

二十当社行幸事

検校権大僧都法眼和尚位勝範叙法印大和尚位

供養也

万寿二年雑卜鋒鑑鋤跨源法臓燗正蝿鰄罐師御弟子

廿二礼拝講事

別当権大僧都法眼和尚位覚尋叙法印大和尚位
権別当権少僧都法眼和尚位良真不蒙賞天気不快云々

社司六人各蒙勧賞
実ィ

祢宜祝部頼永譲与惟宗宗俊叙従五位下

日吉祢宜祝部希遠蒙示現云大宮宝殿正面之間

卜二

ノ二

祝権祝

御簾上御輿馬牽立希遠召被仰云王城北

ヲモトテ

千信可召歎至千信者不可具之仰云其後社頭樹

ーテ一ナ

神主祝部成信権神主祝部惟成﹂

石影云所可遷御也於汝者可仕御共一希遠申云﹂

ヲ一プ

小比叡祢宜凡河内頼任已上五人叙従五位
件行幸日東遊歌実政朝臣所作進也

遠令触三塔之処各被致種々祈請之間不経幾

木始自大比叡至干八王子山悉枯如秋紅葉価希

実政朝臣詠此歌即脆宝前右膝着地高歌之云々

程復本栄

アキラヶキ日吉ノ御神君カタメ山ノカヒァリョロッョヤヘム

至干今行幸之時陪従等歌此歌也云々
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口伝云種々祈請之内礼拝称念仏被始置件礼

祭御供更不可勤仕云云日吉社司等側聞此由以

永停止本宮役可勤仕宮役就中近今月十五日

ヤク

拝講者梨本和尚明快阿闇梨之時令勧進之

四月十日進奏状公庭価四月廿四日天皇被下宣

応任先例令大津住人勤行来十五日祭事

右弁官下日吉社

旨其状云

給云云其時座主者西方院時也
尋力

坤齢蝿唾礼拝講由来古老人々錐相宿依不分明当時惣官

之日記如此

承元三年十一月日祐円記之

嶋金刺朝庭大津宮御宇之時初天下坐自永﹂

右得社去十日奉状併謹検案内一日吉大明神者八

廿三四月御祭井臨時祭延引例﹂

以来毎年四月中申日御輿奉振於唐崎御供舞楽

之儲大津浜住人所勤仕也数百歳干今元怠然

第一天喜五年四月十五日雑糀魂醸華雌快大佃正辨辮糀和尚

遂行日不分明或説云遂行日在之云々

彼浜住人等止来十五日御祭唐崎御供参仕於

園城寺之新宮事元者以去正月十五日件大津

子細者三井寺法師発騎兵御祭丁留云云
第二永保元年四月十五日縮緬奉噸華岬範大仙正蓮英邸

官仕字良勢等加誠之間相互課論及喧嘩件

所従男於大宮舞殿艮角縁下柱下行小便不浄事

津浦神人等参日吉御社勤踏歌之間大津住人

子細者承暦五年辨改承保元正月十五日孵任恒例大

上法師原為崇神威下集千万也奪還所取

三遂不承引擬将行大津浜干時踏歌夜故山

一人是尅大社正祢宜散位祝部頼永歎請事再

見之加禁制間彼浜男共猛悪為宗搦取制法師

殿謡行小便不浄事神許令契宮仕等両三人

リ

︑とヤ

後夜彼浜坂本住人等井山上法師原競赴抱石一

龍之法師原間互騒動不可勝計以之為愁止唐﹂

住人等勤仕踏歌之間有一人之男門楼内向宝

執杖一凌礫神人等追散畢冊神人等頻訴申寺家﹂

崎之時御供所欲参同三井之新宮也髪数百年神

同八月十八日耗行之小五月会九月十五日歎

雌然無指計髪四月三日雌夜園城寺僧徒数十余人

事将以擬絶抑日吉本宮是託宣之地也三井新

西津住人

乱赴相議云大津浜是吾寺四至内浜住人皆寺

宮只大衆押所祝也忌本興末愛閾怠数百年之

ニキリ

進退春属也汝等若不得彼踏歌夜下手人巳前
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皆愁山王威猛忽緒王臣万民悉歎永代神事違例

又同月日吉社司等参内裏奏被止御供之由又伊

勤仕神事違例何遇之哉望請天恩被賜下任

先例早可勤仕唐崎御供之由宣者将仰道

勢斉宮社司等有所愁同以参内裏髪不慮之外

ハ

理之貴者権中納言源朝臣経信宣奉

微少蛇出来動遜云日吉神氏叡山王春属伊勢

皆驚慨屠肝濁仰徹骨同五月六日於日吉社

開扇請之髪件蛇動行踏居日吉扇上見者聞之

ハ

勅任先例令大津浜住人等勤行件祭者下知

社司怪斉日宮和光各成謬論二処神氏倶祈歎
大夫小槻宿祢

近江国已畢
永保元年四月十四日
右少弁藤原朝臣伊家

所願或為見物従花洛参詣日吉之輩其数非一

百人狼以靜起打止彼唐崎御供退散大津或為

海船備供物欲参唐崎勅祭使之処寺大衆数

行之価件浜住人且随勅宣任旧例陸地構舞楽

打勾当源快畢次日計榧日任恒例日吉御祭勤

慥繋縛可進政所云云而其夜乱起切良成秘房

師書札立東西之辻其札文云若有裏頭輩者

仰寺家所司固令致禁制因菟彼寺所司良成法

雌房奪取印鋪納宝蔵畢髪座主大和尚自六

先朝御願所金剛寿院押寄切破定心房曙

本云云依之山上弥以騒動六月四日紀払座主畢

髪帰山大衆大八諺陶驚騒三井執未進件張

為座主沙汰搦取宮仕法師良勢彼山使庁畢

同月舟日綿旨頻下踏歌夜下畢宮仕被召之間

者下知已畢社宜承知依宣行之記郵

本社令勤止件祭役兼仰彼寺令召進張本之輩

永代神ｏ争可黙止哉価先仰彼浜住人等慥参向

耶力

被下宣旨語云﹂

亦寺狼渡之輩怒眼帯弓箭不論是非・追

月下旬沈重病貴職漸衰同年十月一日於土御

依上件倫旨園城寺長史大僧正法務法印大和尚﹂

返畢故一人元令詣本宮於是尅限錐押遷大

門東宿房齢盈七旬早以遷化宮仕法師被下大﹂

一テ

二一テ

津之職掌不見唐崎社司下部一人遣令問遅参﹂

津浜件日社司等待大津或衆之処又為寺大衆

ヲ

之由処見寺果悪輩張陳井聞被止御供之由自

被打留畢自同八月申時許九日塒山僧発向三

モ

途中驚怖罷帰以此由告社司等価以酉尅率

井寺其勢二万余人也彼寺張陳雌相待合戦之

﹃フープ

五処御輿雑噸子に露子辮畔也空令帰社頭畢髪一山大衆

292

北面片時合戦不及敵対悉逃帰之間生虜五六

愚或為焼堂会自大嶽南山中頼以登山於大嶽

同焼失挙囎汕峨二井焼失其後九月十三日夜或為見賢

園城寺諸房諸堂等焼払畢大津住房等

処寺大衆不叶悉引指逃散畢価錦織已南

部職被置之所謂久吉重任是也皷打章高朝

祭也騎馬在之皷勝負也自公家随身二人社下

同十一月七日改行之臨時祭也於内馬場被行之勅使

腸
第三寛治元年小五月会蝿州鑛郵鉾良真大佃正号円
西腱東

率去見者聞者語神明御器云々

不軽差自件夜彼頭弁沈重病苦痛徹髄次日俄

宇

人或金堂衆或所司云々此中矢一死者不知其数一

臣子細者依所司与大衆喧嘩延引云云

献蓮院﹂

ノ

所搦取之輩或出検非違使庁︽或付延暦寺政

第四久安二年小五月会沌噸纒卿感主行

如本

所下部入江州海畢又十五日山大僧重発向三﹂

同七月十日改行之子細者依上座相論事也

七八人イ

井寺先度所残坊舎別処伸新羅明神社比叡新宮

第五仁平元年四月諏鋤峠同御代九月廿三日臨時祭也

一デー

社等悉焼失畢但於山王御正体者奉安置神

小
五月会不分明子細者依洛中稜気延引云々
但五月欺

蝿蠅

宮寺塔下畢云々

左弁官下近江国

ノ

又同八月二日於日吉社被下宣旨其文云

応慥以下令勤行今月日吉祭事

右大納言藤原朝臣伊道宣奉勅件祭依稜

内大臣宣奉勅件祭宜以八月十八日任先例早令
勤行者下知近江国已畢社宜承知依宣行之

大夫小槻宿祢

気延引宜以彼日行之旨承知依宣行之
仁平四年四月
権右中弁藤原朝臣

人彼焼失之後愁歎不安六月廿八日園城寺住侶﹂

有機気之由価所被宣下也件穣去月廿一日故右小

仁平四年四月一日召陰陽頭憲栄朝臣於蔵人所令占申﹂

子時寛喜三年四月廿一日御祭延引勘状云雌輝擁文

構日記奏状付件頭弁以七月三日企令経天覧之間

弁有業妻堂有兵士男受病死去触件之人参関

ハ

件十八日程依此論言如例五所御輿奉振唐崎即

大津職掌儲供物備舞楽如法勤行之特依
勅宣検非違使参唐崎又左中弁粟賢朝臣
如本

同七月朔夜舎弟若狭前司源政長朝臣夢云有

白不知案内同参内裏件兵士男於同郡内死去否

錦織真如院之氏人令彼院寺務執行又在此

白猿示盆怒之相取繋件弁云云眼夢之後驚催
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日山科祭下已日行之広瀬瀧田祭廿一日以後

尾平野日吉当麻祭下申行之吉田祭下子

伊通問云賀茂梅宮当宗中山祭下酉行之松

六日蔵人頭右中弁光頼朝臣奉宣旨仰大納言

事於諸卿遂依占被宣下社祭可延引之由也

事依庭尉々々識間妻女又被尋問可有械気否

御輿奉射之輩六人禁獄又可被造替神輿之

畢祇側別当榧惑也同廿一日如訴申被宣下畢又

拾御輿登山畢八王子客人十禅師御輿祇園入御

立箭八王子駕輿丁被射畢預法師死去云云大衆奉

二疋切散畢而間伊藤左衛門尉十禅師御輿射

落馬其中忠盛息自馬落之尅大衆腰切了馬

振寄之間内大里盤郎等々懸出之間三騎

捨力

以吉日行之至大神宮祭可令停止者

由同被仰下畢価祭延引畢云々委細如神輿振記﹂

鮒力

第七仁安二年四月廿九日輌詫毒纒麺露主明雲法務大燗正畑墾誹﹂

上大衆右方神人山門訴申去彼未不被乱返者

侶等訴白山又白山寺僧奉振白山神輿訴申山

神人上分米千余石押取了依之温泉寺之僧

件別所目代焼払了兼又称兵根米大津右方

懸公事之間寺僧等依元先例不可勤仕云云冊

子細者加賀国目代氏所白山寺領温泉寺住侶切

同六月廿八日柄改行之七月五日小五月会

第八安元三年四月十五日輪郵枕五噸鋪雌蜘岬蔽後白川院抑代

玄武中小昔匂陳終神居天居武過砿山祢推之

占去月叶日繩時加卯四月節会功曹齢酉為用

難測可被加推条兼何事哉何人慎哉可計申実

恒例御祭也州日礼輿之記可有其揮哉神慮

出門戸死臥傍穿壁取出之捨了云々而来十六日

子細者去月州日緬卯時二宮廻廊内雄有死人即不

第十寛喜三年四月十六日程粕釧蛎鋤舞尊性三品親王号妙法院

価官幣廿一社皆以此式也云云

居祭也子細者去三月十三日後白川院崩御故也

第九建久三年四月十九日雑拍釧雑蜘鉾猟典佃正号胞禅院

不可勤仕神事云云依之山上騒動早彼国司師高

依神事違例機気不浄不信之所歎致怪所有﹂

子細者去十五日依世間稜延引諸社祭同以延引

被放遠嶋目代被禁獄件未可糺返之由令﹂

失物闘課事歎期日以後廿日内及来八月十月節

中井王癸日也兼亦被祈請毎至期被慎誠其

一一

奏聞之処目代許可被流罪之由有勅許余事無
裁報価四月十三日

各自鎖畢陰陽助国道

眼八王子客人十禅師御輿入洛

祇園社奉具大衆令参閑院内裏二条西洞院辻奉
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又云三伝同之

推之神事違例稜気所致之上公家井怪所
如本

可有御慎歎又械中之御祭有揮也家也大
コン

膳権大夫賀在継
又云三伝同之

推之於所致不浄稜神社之故也非重答被祈謝宜歎騨
法印口普

謹言

寛喜三年四月十二日

日吉祭以来月上申日可被遂行之条可宜之

由所被宣下候也以此旨可令披露給之状如件
寛喜三四月十八日

延引之時御祭被行上申日例元之歎糀鯉麸麩噛獅十五日

御祭為園城寺山徒被打止畢価同六月上申日可

被行之旨被宣下云云件日執被打止之冊奉祭﹂

日吉社謹奏

請被特蒙官裁若四月下申日若五月上申日両﹂

八月十八日軽日吉御祭延引例大解記師兼勘状云

天喜二年四月十五日永保元年四月十五日仁平四年四月

外力

日間鮎定日遂行今月祭状
右祠官等謹検案内当社四月中申日祭延引之例

社頭有稜被延引或日評定之処可有与奪歎

当社延引例同注加候畢此事解記云不分明

悦承候詑仁平日吉祭延引事注進別紙候都

仁安二年四月廿九日委如上師兼注文分明也

当社既有穣京中全無機於彼送清浄之官幣

候以諸家記可勘受候歎恐々謹々

或依京中之触稜或依山上之騒動而至今度者以

明神何不口納受哉但官幣使帰参之条頗

社頭之稜期日已満山上清畢朝庭元事徒送五

台衆徒未止訴詔之間或及六月或至八月而今﹂

被稜者以五月上申日可奉祭之歎以往例者天

使帰参千内裏不可有召難歎若又錐一日尚可

日也触稜之日数所残僅一日也経一日之後官幣

中堂北礼堂八王子等三社神輿十七日細雌也奉振閑

子客人十禅師即入洛大宮二宮聖真子三宮入御根本

子細者依三井戒壇事去四月十六日砿蹄七社神輿御登山八王﹂

同日恒例霜月御祭

十一月十五日枢改行之小五月会同月廿七日雁

第十一正嘉二年雑四月十七日柄第八座主諌覚元品親王釧噸

寛喜三四月十一日

月壼遂祭礼望請官裁四月下申日五月上申

院内裏畢戒壇三摩耶戒新羅官幣十月会

可有揮歎而自三月晦日至四月下申日廿八日廿九

日之間欲被黙下祭礼定日祠官等謹憧誠恐
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座主不承引之間七月四日払座主畢渡元勤寺大乗坊畢

同十五日八王子客人十禅師入洛又大宮二宮聖真子

三日イ

勅使元実之由宣下畢委如寺騒動記同十
ニ月七日新日吉小五月会歎

三宮御入洛大衆奉捨神輿登山畢七社神輿奉入

子細者去三月廿八日午時二宮十禅師炎上之故也云々

ヲ

院宣云

赤山畢委如御輿振記

私云十五日庚申云々私云廿七日壬申云々

日吉祭来十一月中申日同臨時同下申日下被遂

第二保延六年七月五日辨醒纒岬畔主榊蝿鍛細︑青連院

謹上参川法眼御房

条々子細在之私之納心底畢

十月廿六日治部大輔継業
御祭井臨時祭事職事奉公如此候以此旨可被﹂

球﹂

第三安元三年六月汁二日癖壺権鋤酔主雌舘釧辨

七基御造替入於本社畢子細者依加賀国司師高事

醒也八王子客人十禅師入洛委如御輿振記

子細者行学不知之間堂衆等八王子構城聯奉振下五

法眼政尊

去四月十三日

小五月会神事以来升五日可被遂行也月内度々神

社神輿両方合戦之間蒙疵死者不知其数明神崇

和

第四元久元年四月十一日雑柳州罐郵彗真雌銅岬醸御代

事計会候歎然而升五日相叶准拠之例候歎

第五承久元年四月十五日抑蛎繼釧酔率撫恥帳唾恥鋤癖御代

上畢云云

彼不浄同十一月六日率八王子三宮外七社神輿炎

遂仰

祢宜殿

十月廿九日

催沙汰之依御気色執達如件

七社御輿御造替奉送当社

行之由天気所候也以此旨可令披露給佃執達如件

法

価如此被仰下也

第十二正元々年紀四月輌第七十四座主尊助元品親王
四月十一日未尅梅辻出火余炎及社頭之間也

七基御輿御造替奉送本社畢御使検非違使両

詔八王子客人十禅師御入洛云々委如御輿振記﹄

三云々子細者去年九月汁六日錘雑也依長楽寺訴

保安四年九月二日鍔嘩榧調醇主鵡翻漆鯛球大耗馴法皇御時﹂

第六文暦二年噸銅毎七迦鋒轆榊談叩籾王

廿四神輿御造替例

太上法皇新造替神輿七基奉送本社院別当皇后宮

十月八日八王子御輿一基御造替御帰坐本社也元

亮力

高藤原朝臣経忠為御使云々子細者依平野加納訴也
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第一大宮一社

廿五社頭炎上事

日喉大宮二宮聖真子客人十禅師三宮御造替

治暦三年閏正月汁九日跨雑糒魂露麺癖快大僧正諦辮弱

ハ

奉送本社於唐崎如先々社官等奉請取之社

自宮籠長胤居住処火出来罐侭云々御殿井四面廻廊

御輿依不浄不奉入於本社云云嘉禎二年四月十八

頭入御着死時云々子細者依佐々木次郎左衛門

門楼東竹林西竹林悉以炎上畢寺家勾当光尊

於唐崎畢是又先代未聞之事也十一月五日依為

畢社頭入御成時座主為御沙汰差遣門徒大衆

神慮最以難測事也社官等於唐崎如先々請取

汰也今度者自関東運上用途云々先代未聞之事也

七社神輿造替奉送本社但先々御造替ハ公家御沙﹂

第七正嘉二年鍼十一月十日第八十一座主尊覚元品親王円融坊

入御中堂北礼堂云云委細如御輿振記

殿畢云云四月祭以前造畢件火東竹林辺七日

主大和尚明快率僧綱有職所司大衆等奉遷正

六人運上材木造也同四月十三日御遷宮彼時尅座

之同十九日如木作干時当国高嶋郡朽木杣人六十﹂

同三月十三日近江守憲輔朝臣蒙宣旨造進

増法師依此事錐末代神火出来云々

者凡河内規信小舎人男成景令殺害宮仕中

取出御体安立於客人宮神殿内此炎上之子細

井横川住侶正賢等適候拝殿之間驚参御殿奉

︑庫︑ヤ

尉高信事文暦二年七月廿三日七社御輿御登
ハ

中申日被行祭取畢同廿五日被行小五月会畢

七夜不消世以為奇特云云

山八王子客人十禅師入洛大宮二宮聖真子三宮

第八文永十一年三月廿六日孵座主澄覚円融房

第二二宮十禅師小禅師二宮竃殿三王子

シン

修理八王子三宮二基御輿被遂祭礼畢是希

保延六年鞭三月汁五日嘔驍鍔唾権蜘蓉主飛翔娠緬球

始

代非例也子細者三井円満院宮三月一日転叙二品

自二宮彼岸処失火出来二宮十禅○小禅師三王子二

八イ

同日座主被転元品髪擬訴訟三井之二品之処

宮彼岸所大行事彼岸所二宮廻廊門楼二宮十禅

師拝殿悉払地炎上畢御体奉宮大宮宝殿畢

師力

座主門徒打止訴訟之間同廿六日夜戌尅切両

社神輿畢﹂

御乗輿也云云件炎上之子細者於二宮彼岸所

相企湯治其時不浄病女治之価崇彼不浄失﹂
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火出来云云即日件湯治之張本搦取二宮彼岸所預

能賢法師僧円賀等禁生源寺件賞寺家勾
当教珍可被転任都維那之由大衆余談也

︒〆ハ

其外湯治同意人不知名字常陸公桂園房等
暗跡逃散畢山房休坂本宿房切畢二宮御体

一

永治元年八月廿四日上皇幾徳御悩座主行玄率中堂

衆奉祈請之間御平癒座主預賞挙寛澄任

権律師終下位剰保元勝事出来云云

第三八王子三宮王子宮

商倉寓御子

第六十一座主真性宮僧正疵陥坊

建仁三年鵬十一月六日辰或巳時土御門院御宇後鳥羽院御代

宮炸七社御神輿両社拝殿及彼岸所悉炎上

自八王子御宝殿下宮龍畳中失火出来八王子三

友家宗友友基等也各預賞畢云云大行事

同十一月五日夜中自馬口場北辺失火出来王子

友実奉取出畢預賞畢十禅師御体希友

新行事十禅師彼岸所不焼云云世以為不思

和

宮井彼岸所炎上畢件之火之子細者行学

不知之間堂衆等八王子為城耶居住剰下五社神

議云々

同四月八日内大臣以下於殿上被定申日吉社焼失

輿奉振上之同十月十六日衆徒井官軍自三方﹂

価火災以前社家奏於公庭云自明神垂迩以

宮兵乱之間彼岸処汚機充満之間炎上云々

雛稜何答霊神若捨此山者不潔何苦哉又王子

起火災之難豈非神明之霊験哉神明不栖此処者

云云霊社死人多之汚機不浄充満之間神火出来云云

刃傷者不知其数云云於大数者雛被疵不死已者

押寄八王子城郡数刻合戦之間官軍数十人死去

聞事治暦三年例也汁日被定造替之日﹂
時仰近江国司憲方可奉造之由被宣下同六
月十六日誠棟上天哨同八月一日麺一宮十禅師御遷宮

云云座主於二宮社被奉供養仁王経百部導師中

胤已講同九月廿七日八王子御簾所奉懸鏡頻
鳴同宮振動大覚明出自同宮内差大嶽飛
去云云又大宮瑞雛之中狐頻鳴走狐火数十灯

云云依如此之怪異被立日吉御奉幣御使散位

来未有如此之不浄三社宝殿可有造替云云即蒙

裁許畢為実験可被下官使之由被宣下

藤原秀通殿上四位同壬五月汁五日錘大衆発向

三井寺悉炎上園城寺廻禄去三月汁八日二宮十禅師

為奇特突仰当国々司源兼平造営之同十一﹂

畢而官使不令参本社以前此炎上出来世以
﹂

等炎上之火付枯木不消執在取彼火焼三井寺
畢世以為奇特実
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月廿一日三社事始同十二月六日棟上元久元年四月

真子奉入八王子畢余三社奉入三宮了開關以来未有

如此之例五社御正体井御輿等奉出猪子谷自猪子

谷奉入上之社依之十二日宣命延引畢執社頭

八王子三宮王子宮遷宮云云於御体者子細

在之納心底畢八王子八本三宮三本云云又嘉禄

怪異頻間五月一日五社神輿奉入大宮彼岸所畢

十一日坤

三年慈鎮和尚沙汰在之八王子三宮拝殿左衛

同十一月三日五社遷宮同四月大行事王子宮遷宮
擬惚院

日吉祭礼庚申例事

門尉 源 定 綱 造 之 云 云

第四 王 子 宮 一 社

及彼岸所等焼畢同升八日貫首辞退錐然不被

自土堂火出来二千余家炎上余炎及王子宮宝殿

文応元年六月汁三日帳祭礼

正嘉二年十一月十五日鞭祭礼

延応元年四月汁一日枢祭礼

保延六年四月十六日雌祭礼

納辞表次年正月十五日内々経奏聞終被納畢

弘安九年四月汁四日砿祭礼﹂

味又湖幟繩院

同二年二月十三日実検使下畢同三月五日棟上執﹂

永仁三年四月十六日雌祭礼

建暦元年十一月汁三日龍柳蝿娠蜘癖主輌蠣

当定覚造進之所司仮屋以城功造之御供仮屋

同四年四月汁三日帷祭礼
後伏見院

可

伏見院

後宇多院

亀山院

後深草院

者社家造之同四月廿日御祭以前造進云云同

後二条力

正安二年四月十五日枢祭礼
徳治二年六月升七日罐祭礼

十八日群群遷宮云々

第五大宮二宮聖真子客人十禅師大行事

同三年七月三日罐祭礼

暦応四年十二月汁七日鞭祭礼

当御代

元徳三年四月十五日賑祭礼

後醒醐院

文保元年四月汁四日雌祭礼

聴原院

同院

下八王子王子宮以下小社等皆悉払地炎上畢
正元々年妃四月十一日岼搾蝉押四座主蝉助元品親王汗運院

四
月十
十一
一日
日未
未尅
尅梅
梅辻
辻出
出火
火余
余炎
炎及
及社
社顕
頭之
之債
間下
下斜
社王子
四月
宮下八王子以下小社井諸社彼岸所数振成灰儘

厳遂行之畢中○殊勝儀式也

同五年四月十九日認縣認總鵠嘩隙

此外例定有注落事欺退注進之﹄
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畢所残僅早尾社御供所旬御供所大宮彼岸
所許也余炎飛而至了神蔵寺之間毘沙門堂井
房舎四字焼失畢下五社御正体井御輿内大宮聖

ｰ

廿六日吉社触機日数事
日吉社

定置雑稜日数事

一烏兎可経三ヶ日歎至同火者無其偉歎﹂

一魚食雛為当日光其偉但為心経法楽自有不魚食之人

一月水十ヶ日当十一日之日可令参社但余気及数日者

錐十ヶ日以後可有其揮仮令衆気止之後可経三ケ

当社定文忌七十日者鞭難参社之故歎至産稜者

一産稜七十日但京都貴賎州ケ日以後可有参社若任

ハ

右稜如産或文者可忌七日而当社例或百箇日或

日歎令住一室元其揮同火参社之時可隔二日歎

七十日イ

九十日或八十日家々所忌各々不同非菅背法式
之明文兼又成長短之相違理所至豈以可然哉
習俗久積忽難改易価一日累十日可忌七十箇日者

雌元甲乙近代又有甲乙之沙汰歎

一死稜州日但可有甲乙之次第

死稜事

右械次附日為限相叶法式何有異義者以前雑械

一父母一年以十三ヶ月可限不可計閏月

至服者死日計也若過服限者非沙汰限歎

ヨリ

仮令州日忌過廿五日之後聞之時今五ケ日可忌之

令舟日忌十五日可忌之仮間聞之者其残日可忌也

一傍親於遠処逝去過暇之限聞之時半分忌之仮

ハ

ニハハヲ

一廻忌之但至中陰之儀者事浅歎

一父母於遠所逝去隔年序聞之雛然以聞日為其始

出之庭上若縁辺出入事錐精進中不可有其憧歎﹂

一重服同火同宿七日京都人参社之時或七日或三日

或任法式依習俗所定置也宜為一社之通例

祢宜正四位下祝部宿祢成仲

大比叡社十七人之内

小比叡社四人

永備万代之恒規而已﹂
仁平四年三月日

日吉社雑稜事

一蒜五十日青蒜辛蒜同七日服定也仮令服詑後可経

一同火三日服間詑之後同前同宿三日也

一夫暇舟日服一年

一子嫡子暇汁日服九十日庶子暇七日服舟日

一養父母暇州日服百五十日

一韮葱以失香為限可隔三ケ日欺同火非沙汰之限歎

一妻暇叶日服九十日

四十日歎

一猪鹿七十日同火同宿同之
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ヒヤク

一祖父祖母内戚暇汁日服
服百
百五
五十
十日
日外
外戚
戚暇
暇十
十日
日服
服圭
五十日
一兄弟姉妹同父暇汁日服九十日一腹暇十日服州日

服叶日

一伯父伯母父方也暇汁日服九十日
一舅姑母方也暇十日

一継父継母暇十日服冊日但於継父者不同居者無
ハ

忌二親之外傍親暇京都人参社之時或七日或三

ハ０Ｆ一テ

日被出之服非沙汰限服云者軽服自身可参社
許也同宿同火無其偉
一僧居者二親之外元傍親之忌但師匠忌五ヶ月

錐而近来任心暇不揮之人間有之歎
一七歳以下小者服暇元之死時親類又元忌之

一五体不具機七十日但有舟日例可随其体歎﹂
一山送七ケ日

已上参社之時可被守此式歎京都人普通之時
此定被禁断事難叶欺
私云仁安所定之也云云

書本云以横河宝樹房本書写之畢
康永元年十月日
干時
時応
応永
永舟
舟一一
年年
甲甲
屋辰十一月二日於叡山桜厳院飯室谷

竹林坊仮居南向六間住興隆之思且為神事

右筆元障金剛法印景秀生年六十五歳﹂

干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

現倍増威光仏法紹隆山麓安全子息災延命

修学増進令染筆詑

延暦寺携厳院都率谷住侶

難頭院竪者円朗鈍軒に聿夏

後改厳覚
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等故実存知且為末代才覚錐為老眼悪筆
偉如形書写之畢

ｰ

日吉山王霊験記

上巻
ｌ後鳥羽院御宇比叡山に

厳雲といふ学侶ありけり

を門楼へふと入拝殿の明

障子をあけてすぐ／〜
と御殿の内へ入給けり
其よりして大宮権現此
談義に影向あるよし申

そと尋ぬれは我は坂本辺

りたる人なくて誰にて御座

ありけるをつゃノ︑見し﹂

すひつの横座につく人

参けり八十余日に成ける

ことをなけきて日吉へ百日

祈水して貧道無縁なる

本寺とそ云なる本願の聖

と云山寺あり寺号をは瀧

如本

﹂

合けるいまにいたるまてかの﹂
横座には着坐する者なき
よし申つたへたり

文治三年のころ云云誠蝿挙酔潅耀調

２恵光院の永弁法印は檀那の

３太神宮の祠官として

ニイ

参社の志ありけれとも祀都

４彼暹命上人御祭礼の日

巳下略之

御神下界に御まさすと

正棟にて時の硯学也肩を
ならふる人なし承安三年
三月廿三日に題者に補せられ
其後惣学頭になり談義
なとありて三塔の学侶

に侍者也見聞のため毎日

に還向しけるか大津といふ

５宇治平等院辺に新別所

登山する也人あやしく

所を○其後はことにふれて

おほくあつまりけるになか

思ひて退出のときみを

利生とおほゆる事おほし

行

くりけれは大宮の橋殿
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祭の日は猿一出現するとかや

りて霊験誠掲焉なり﹂

山王を勧請したてまつ

て本尊とし鎮守には

堂には薬師仏を安置し

して瀧本寺と号す本

即新別所の山寺を建立

いかて先途をも達すへき

れ無興隆なりさ様にては

たるに追出ぬるこそ無念な

もとめいたしてつかはし

らともなりぬへきものなれは

溌の者にそめ未来のたか

に託宣ありけるは随分器

る人なし弘法利生の思ふ

時の硯徳にて肩をならふ

房の真源法橋の師なり

の円禅僧都の弟子勝陽

けすうせにけり無念の

算はつゐに先途をと

へのほりけるにこの厳

子の真源は探題の位まて

ざれはにや師匠の円禅弟

やとそおほせられける﹂

か魁りけるに学問の心さ

事にこそ申あひけれ

６経蔵房の厳算は桜本

しありとて紙きいき

にて来へきよしはちしめ

るし衣装なと普通ざま

いかに其定にては見く﹂

厳算左右なく領状せす

よし懇望しけるを

すへきことありて本国へ

住山も四五年に成ぬれはな﹂

出家して大弐とそいひける

いふ房にのほりぬ程なくて

りて叡山横川月輪房と

はかりなる小児あり所縁あ

７鎮西おほともか子に十四五

けれは力なくて退出し

下けり親は大なる者にて

たる修行者同宿すへき

ぬその夜山王ゆめのうち
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うちにて此子猿大弐に

らにたゆむ心なし舟の

きよしいひけれとも親さ

の使者なりゆるし給へ

舟にいれぬ大弐是を山王

しかるへきにこそといひて

へてとかくなふりけるを

ふし人の小猿を一とら

にはとりを求になしおり

入たり猶ふ足なるへしとて﹂

せんとて鶏二いけなから

り舟の中にてたかのえに

三四すへさせてのほりけ

業とすことに秘崇の鷹

鷹飼にて物をころすを

に同船してのほる大ともは

りて京へ上に大弐も親

者なり殿上の蔵人にな

ほはしらも吹おられて

かていたてになりけれは

ほを引ひまもなしや

風も次第にあらく成て

瀬の波はやくして奥吹

かとなく漕行ほとに塩

まんノ︲︑たる浪の上そこは

いつはりまたといふところ

舟おほく出けるにこの船も﹂

く日もうらＩ︑として

りにつきぬ次日風もよ

に及すしてむろのとま

ふも暮ぬれは猿のさた

せけるとかくしてけ

かきて猿の頚にかけさ

たすかるとふたに物忌を

恩やる方なくてもしや

よし下知しけれは大弐

日このさるをころすへき

今は鷹のえもつきぬ今

なつノ︲︑としてありけれは

たすかりかたかりけれは

国には随分人に用られたる

いよ／︑いとおしくして

臓の行方もしらすおめ

ば力

ものくはせなん と す る に ﹂
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兵庫の宿にもつきいやかて

るをはしらさりけるにやさて

計にて人も猿もたすかりぬ

るをろかなり山王の御

とふしきのことにのみ云け

是はしかしなから物忌の故

れはきるもたすかりぬ﹂

のみ悦あへり鷹もなけ

今たすかりたる事を

浪もやう／〜しつまりて

を拝す風もしたひにやみ

かに晴てわつかに日の光

きせひ申けるに空には

大弐ふかく山王大師を

鷹のことくさるかたなし

舟底にまきれけれとも

たかのえにあてつる小猿も

いつちともなく飛さりぬ

たかのへをとも 自 然 に 切 て ﹂

旅泊のすみかまてもみそ

山王の使者をそへられて

我書たりし物忌なり

頸にふたの付たるを見けれは

集ゐたる其中に小猿の

しをかみの辺に猿おほく﹂

事を悦申けるに八王子のふ

をのかれ再社に詣しいる

日吉へまいりて風波の難

行て次日山へのほりいやかて

なくて其夜すぐに白川に

もつきぬ大弐はなを心もと

過けるほとに鳥羽の古宮に

の心におもしろくおほへて

神崎なといひけれは田舎人

とはしられともここは河口かしこは

ふかくて行舟のさしていつく

まかせて都にいそぐ思のみ﹂

むかふつなて縄心のひくに

次日あまか崎を出て河尻に

ききはきてのみあるに

あまか崎にもいたりにけり

なはしめ給けりとあり

に力

猿をは山のかたへはなちた
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り

宿祢つみなくして鎌倉

も猶くちせさりけり成茂

とへまいらさる事返々本意に

にして誠貴といへとも我も

天台宗の学匠其智恵高明

ノーて仰らる︑やうは弁覚は

へめし下されける道にて

あらすさて如此つきなやます

かたう如影随形の御ちかひ

神も旅ねの床や露けき

法印談義せられけるおり

明の御目にか︑るへし此﹂

幾度も社壇にまうて︑神

はしめんかためなれは

実に衆生をして縁をむす

はりぬ和光垂迩の本意

さて病患忽平愈しお

向したてまつるへしと

の善根ことノ︑く山王に廻

詣すへし三にはつくる処

物忌すへし二には常に参

して三の怠状をさ︑く一には

付也其時法印帰依渇仰

人は自然に罪を減菩提に近﹂

く諭す我宝前にまうつる

小女宗の法門水をなかすこと

なりと云云猶不信受処此

禅師十一歳の小女に付まし

病床にそしつみける髪十

さるほとに身に病をうけて

一度たにも社頭へまいらす﹂

をは守賜らんとて一年に

へり歩をはこはすとも我

ために麓に跡をたれ給

山王は円宗の法を守らむか

ことなき天台の秀才なり

８慈雲房法印弁覚はやむ

下巻

かや

先途をきはめけると

は年よるまてなからへて

こそおほゆれさて此大弐

と詠ける思合せられて貴
ｰ
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菓子毎年正月十五日ことに

はすへしと云云価雑菜

願はかの忌日にその志をあら

報謝しつくすへからす

の談義を聴聞せし恩

その村の者に示云弁覚法印

けり法印遷化の︑ち

明神影向在て聴聞あり

領状をそ申されける

あへす信仰してすなはち

かき者なりと申き︑も

いらせよ今世後世の契ふ

子息の小児を十禅師にま

生の得脱を期せんとおもは︑

生前の栄花をひらき後

畏をなすに師子のいはく

害をなさんとしけれは大に怖

かして教盛卿にとひか︑り

当時まても慈雲房へ上る由

件の小児元服せさせて家

ｊ︑丹波国大年の社の

承はる彼所は円城 寺 法 印 の 領 也 ﹂

社へ参詣してをこたりを

御た︑りによりて日吉の

しに幼少の時父卿山王の

将軍か業をもつたふへかり

その身武勇家に生て季

闇梨受法潅頂の弟子なり

教盛卿の長男契中阿

心をすますといへとも平家

をくたし職伽の壇場に

伝て止観の学窓に臂

をくみ恵果法全の風を

遂しより無畏不空の流

登山十六歳にして出家を

侍れはとて十一歳にして

権現に縁ふかき者にて﹂

を継へかりしを十禅師

申す処に夢とやせんうつ︑

の一族つゐにほろひて

９小河法印忠快は門脇の中納言

とやおもはむ御殿の師子

僧俗あまた生虜せられ
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ひち

忽に耳をすへ眼をいから

⑪

も大師に法楽をかさり

しからすは定めはかな

て鎌倉へめしくたきれ

伏の精祈を抽況や心た

き跡をあはれみむなしき

たてまつりき伝聞山王

けく身すぐやかにして

かはねをそみそなはした

し時彼法印事源二位

累祖の芸を伝る也人

まはむすらんと袖をそ

は三千徒につらなる者をは

ことに一門の我執はつきす

しほりたまひけるうつ︑

の給けるは平家の長孫﹂

本執定胸のうちにあら

ともなく夢ともなく猿一

死かいまてもまもらんと

むか早殊せらるへきよし

疋来て花を一ふさ袖に

として一門の高僧となり

申されける上は子細に及

むすひつくと見給けれは

誓給なりその御誓むな

はす明日罪せらるへきに

その花ひかりをはなち

秘教の奥旨を究めて調

そ定まりける法印是を

て我身を照らすとお

灯塘の日赫変として

聞て先業のむくひ宿﹂

抑我父教盛卿山王の神

内陣に貴き御こゑを

ほへて根本中堂とおほ

勅を蒙て忠快を十禅

いたして我永時為現

運のつたなきことをおもへは

師にたてまつりしより以来

清浄光明身とよみ給を

しき所へいりたれは

明ても暮ても山王の法楽

聴聞すとおもへは夢覚

不覚の涙をさへかたし

をこたらすねてもさめて

ｰ

'一一
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を調伏し給へる聞有

科に行たてまつるへき

ぬさてかくそおもひつ︑

ふもとなる日吉のひかりさし

に柳夢想の告を蒙る対

によりて一門同悪の罪

そへて峯にか︑やく法の

面申へしとて招請

けらる

ともし火

世の憲法を事とせり

りて一天に威を施汝現

師なり汝は一人の恵に誇

の守護の霊神日吉十禅

給へし我是四明天台

者也まけてわれにゆるし

のたまはく忠快は縁ふかき

僧の容体妙なるか来て

二位見給けるは年わかき

給けりさて其夜夢に源

ノー山王の威光を貴ひ﹂

心の中申もおろかなりかくて法印

て無為に上洛せられける

す法印思に相違し

けて拝脆し美請

れもノー︑と捧禄をさ︑

さる程に聞及大名等わ

儲まて悉送られけり

として国の土産宿々の

砂金百両絹布の類を初

あるへしとて馬十疋﹂

申付られけり早上洛

らす祈祷の事をさへ

せられて免許あるのみな

何そ安寧の本懐をあ

都へ帰のほりつ︑

となんおもひつ魁けていよ

はれまさらんと示畢﹂

後白川法皇へまいりて

奏覧せられけり法皇

源二位の免状具に﹂

踞イ

愛源二位夢覚て忠快
法印のもとへ申送けるは
平家の高僧として天下
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王の恩沢猶々止事

半山をつかさとる山

朝恩の賞にあつかりて

命をつくのみならす

強敵の城にとられて露

吏にて補せられける

を蒙り剰携厳院長

叡感ありて不日に勅免

夢に大宮のかたへ宮めくり

に通夜したりける

せられけるに或夜十禅師

参寵して山王に祈請

なしと思なりて日吉に

にあらすよりほかに秘術

ありと申ほとに冥慮

四十二を過へからさる相

限をとひけるに内外共に﹂

御返事に一日沙汰あり

やらんと申されけれは

か延寿の事いかやうに

条々おはりてさても長耀

大宮へ物申をとしけり

体をうかかふに今の人

鐘打のきはにて事の

思議のおもひをなして

の神殿に入まします間不

覚たり此僧即大宮﹂

おなしく宮廻する人と

さきに僧一人ありみれは

する心地にて行ほとに

し力

なくそおほゆる
︑横川戒心谷心蓮房の香

象房と云法花同衆の弟子
に妙香房○巳下略之

︑山門中古の硯徳松井

法橋長耀は備前国の人
なり吉備津宮の社僧の

子とかや仏法修行の心
さしありて長大の後
三十八にてはしめて住山せ
︐ンヨ

られけり諸道一同に短
命のよしを申間稽
古倦て住山も心細く
覚て猶相人にあひ寿

■

310

しに随分申て法器の

せられけり山王の御

臨終正念にして入滅

目にかゞりぬる者は後生

者にて仏法の恵命を
継へき者なれはさこそ

まてか︑るよし伝承
者なり
吃南都の光明山と云山寺に

老たる尼在けりいか
なる事にか○巳下略之

干時延宝第八五月朔日

元禄七年甲戌冬月以西東谷
妙観院蔵本卒永書之
兜率谷

誰頭院厳覚

1−−

あらんすらめと云云又条々

事を申されけり
長耀おもはれけるは延
られはいくつまてにて
あるやらんと思ゐたるに
さて長耀はいくつまて
延候はんするやらんと客僧
尋申されけれは七十三
まてはあらんすらんと云云

かくて客僧出られける
引さかりてさきのことく

行ほとに件僧は十禅﹂
師神殿へ入給けり
かくて応保元年十月
十三日法橋に叙す高
倉院降誕の御祈の
賞なり同二年に題

ニイ

311

者に補し仁安二年
十二月廿八日七十三にて

'一一

