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備忘録小論攷週刊

ムンクの「叫び （ノルウェー語: Skrik、英語: The Scream。1893年）の」

前で。孫のシズヤ(当時日吉台小５年生 。大塚美術館で、2010.08.22。◆ノ）

ルウェー出身の画家エドヴァルド・ムンク Edvard Munch は、1863～1944年。

シズヤが着ている赤いＴシャツは、妻の快気祝いにBalliにいったときのおみやげ。

バリの意匠（ヒンドゥーの神々や伝説）が描かれている。

第３回梁塵秘抄より
極楽浄土の東門（とうもん）は 難波（なには）の海にぞ対（む天王寺西門 梁塵秘抄 No.176

か）へたる 転法輪所（てんぽうりんしょ）の西門（さいもん）に 念仏する人参れとて

天王寺＝四天王寺(聖徳太子創建)は、釈迦の転法輪所(説法所）で、その宝塔・金堂は極楽浄土の

No.286東門の中心にあたる、ないし天王寺西門は極楽への通路だという俗信があった。この歌では、

歌と同様、天王寺西門をただちに極楽東門と見なしたものか。

天王寺西門の先は天王寺～夕陽丘の一帯で、現在は陸地(市街地)だが、近世までは大阪湾が入り込

んでいて、西(極楽の方向)に向かって下り坂(坂下は海)であったから、極楽往生を願って、この海に

身を投げた人(僧西念など）もあった。

西念 平安時代後期の僧侶。詳細は不明という。Wikipediaによれば、----保延6年3月3日（1140年3月23註

日）に出家、同年4月9日（同4月27日）に供養目録を携えて四天王寺西門近くの海にて入水自殺を図るも失敗

する。このため、康治元年3月17日（1142年4月14日）に自宅に墓穴を掘り、同年6月21日（同7月15日）に極

楽願往生歌48首を詠んだとされるが、その後は不明。----

【関連】

極楽浄土の東門に 機（はた）織る蟲こそ桁（けた）に住め 西方（さいはう）浄梁塵秘抄 No.286
土の燈火（ともしび）に 念仏の衣（ころも）ぞ急ぎ織る

この歌では「天王寺西門」は「極楽浄土の東門」とみなされている。

機織虫（はたおりむし）が鳴く秋の夕陽を「西方浄土の燈火」にみたてる。

（以下は、上記注による ）----『観無量寿経』に説く の一変形として、彼岸の中日に、天王寺の西。 日相観

門から真西(極楽の方向)へ沈む太陽を拝む風習があった。古来この附近を と呼ぶのは、その名残であ夕陽ヶ丘

る。----

【ゆうひがおか】夕日岡(ゆうひのおか)ともいう。大阪市天王寺区夕陽丘町・伶人町を中註 夕陽丘

心に，四天王寺の西側の地下鉄谷町線四天王寺前（夕陽が丘）駅付近を指す汎称地名。歌人藤原家

隆が彼岸の落日から西方浄土を仰観できるという浄土教の教えの日想観を修するため，鎌倉前期の

，「 」嘉禎２年に小庵を営んで夕陽庵と名づけ 契あれば難波の里に移り来て波の入り日を拝みつるかも

）と詠んだことにちなむ （角川日本地名大辞典27大阪府。 p.1243

夕陽丘の地名の由来に関して「角川日本地名大辞典」は「大阪府全志」と同じ説をと椿註

る （あるいは「全志」に依ったものか 「大阪府全志」には 「藤原家隆の墓は愛染堂の北。 。） 、

なる夕陽丘にあり。高燥開豁の勝地にして、夕陽丘の地名は家隆の詠せし波の入り日の歌に

因み、町名また此の地名を採れるなり 」とあり(巻の二 、古今著聞集をあげる。古今。 ）p.716
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著聞集巻五第194話および巻十三第469話には藤原家隆の臨終と七首の和歌の逸話がおさめら

れている。

従二位家隆卿は、わかくより後世のつとめなかりけるか、嘉禎二年十二古今著聞集

月二十三日、病にをかされて出家、七十九にてあられける。やかて天王寺に下りて次の

年、或人の教によりて、俄に彌陀の本願に帰して、他事無く念仏を申されける、四月八

日、宿執や催されけん、七首の歌を詠せられける。

契あれはなにはの里にうつりきて波の入り日を拝みつるかな

なにはの海を雲井になして眺むれば遠くもあらす彌陀の御國は

ふたつなく頼むちきりは九品のはちすの上のうへもたかはす

八十ちにてあるか無きかの玉の緒はみたさで済へ救世の契に

憂きものと我か故里を出てぬとも難波の宮のなからましかば

あみた佛と十たびと申して終りなは誰もきく人みちひかれなん

かくはかり契まします阿彌陀ふを知らす悲しき年をへにける

かくて九日かねてその期を知りて、酉の刻に端居合掌して終られけり。

「 」に「四天王寺」の図がある。攝津名所圖繪

◆いちばん左の頁の下方が上町台地の西麓で(浄土に続くと考えられた)

。 。海側 ◆四天王寺の は左から３頁目の中央やや左下に描かれている西門

◆「(藤原)家隆塚」がいちばん左の頁の左上方にみえる。

「大阪府史」は 「摂河泉の中世文化」のなかで、四天王寺西門における日相観が庶民にも広まっ、

たとして、この歌を引用している。

『観無量寿経』にいう日相観 西に向かい入日の有様を見て浄土を想い願うこと を四天---- ----

王寺西門において行うことは、遠く『栄華物語』殿上花見の巻に、摂政藤原遠長の息女、上東

門院彰子が住吉詣の遠すがら 「天王寺の大門に御くるまとゞめて、なみのきはなきに、にし、

びのいりゆくおりしも、おがませ給」とあり、それがやがて庶民の間にも流布したのは、院政

期の民謡集『梁塵秘抄』のなかに、

極楽浄土の東門は、難波の海にぞ対(むか)へたる、転法輪所の西門に、念仏する人まい

れとて

、 （ ） 。（「 」 ）と歌われているのによって 証 あかし とすることができよう 大阪府史 第４巻 p.712

大峯聖（おほみねひじり）を船に乗せ 粉河（こかは）の聖大峰聖、粉河の聖 梁塵秘抄 188

を舳（へ）に立てて 正きう聖に梶（かぢ）取らせて や 乗せて渡さん 常住仏性（ぶつしやう）や 極楽へ

「 」◆世を遁れた修行者。それを船頭に見立てた。聖

「 」◆大峰山は修験道の霊場。吉野と熊野の中間にそびえる。大峰

「 」◆観音の霊地。紀ノ川北岸にある。粉河

「 」◆岩波文庫版は「聖宮（さうきう 」と改める。◆新潮版（新潮日本古典集成版）正きう ）
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新潮版の説は 「大峰山の聖----粉河は「書写の」誤写か、と注。書写山円教寺のこととする。◆ 、

の聖----書写山の聖」を「船に乗せ----舳（へ）に立たせ----梶（かぢ）取らせ」るというように一貫性を

（ ）感じさせる。私としてはこちらに軍配をあげたくなってしまう。 hits

大阪府史 は (中世の)村落生活の実相 の 隠居と死 の項で 次のように述べている 大「 」 、「 」 「 」 、 。（「

阪府史」第４巻 ）p.532

民衆が後生を託して髪や爪を納め、死者の遺骨を納めて菩提を弔う寺院は、中世においてそ

う多くあったわけではない。平安時代の後期、巷間に流布していた今様を、後白河院が編述し

た『梁塵秘抄』に、

、 、 、 、 、大峯聖を船に乗せ 粉河の聖を舳に立てて 正きう聖に梶取らせて や 乗せて渡さん

常住仏性 や極楽へ

とあるように、勧進聖の住む寺院が、衆生済度の寺院の一つであった 『梁塵秘抄』は聖の住。

む寺院として「箕面よ勝尾よ」と歌う今様 を収めていて、滝安寺や勝尾寺がそのような椿註

寺院『であったことを物語っている。

堺出土の石塔は、日蓮宗寺院もそのような活動を行っていたことを推測させるが、浄土系寺

院・西大寺派寺院や、延暦寺・東大寺・興福寺・金剛峯寺に属する地方寺院で「別所」と呼ば

れるものもそれであった。

「箕面よ勝尾よ」と歌う今様とは、梁塵秘抄298「聖の住所はどこどこぞ、大峯、葛城、石の椿註

槌、箕面よ勝尾（かちう）よ、播磨の書写（そさ）の山、南は熊野の那智新宮」のこと。次項。

聖の住所はどこどこぞ 大峯（おほみね） 葛城（かづらき） 石修験道、山伏 梁塵秘抄 298

の槌（つち） 箕面よ 勝尾（かちう）よ 播磨の書写（そさ）の山 南は熊野の那智 新宮

「 」◆いまは「かつらぎ」と読む。大阪府と奈良県の境。葛城（かづらき）

「 」◆石鎚山（愛媛県 。石の槌（つち） ）

「 」◆熊野三山の一つ熊野速玉大社のこと。◆「熊野三山」は、熊野本宮大社、熊野速玉新宮

大社、熊野那智大社の三つの神社の総称

「大阪府史」は 「摂河泉の中世文化」の「聖のすみか」の項で、次のように述べている （ 大阪、 。「

府史」第４巻 ）p.821

『梁塵秘抄』が、

、 、 、 、 （ ） 、 （ ）聖の住所はどこどこぞ 大峯 葛城 石の槌 箕面よ勝尾 かちう よ 播磨の書写 そさ

の山、南は熊野の那智新宮

と歌ったように、箕面・勝尾は聖の住所として知られていたが何といっても聖（修験者）たち

の開祖と仰がれる役小角（えんのおづぬ）は、賀茂役君（えんのきみ）の出身者で葛城山がそ

の本拠地とされるだけに、葛城山一帯には、いわゆる葛城二十八宿の山伏寺が密集している。

葛城二十八宿とは、葛城山を中心にして法華経二十八品にあわせて二八の行場を設定したも

のであって、紀淡海峡の友ケ島を序品（じょほん）とし、犬鳴山・牛滝山・槙尾山・岩湧山・

金剛山・二上山をへて奈良県北葛城郡王子町亀ケ瀬の勧発品に至る巡拝コースである。葛城修

験の根元は、日本の古い山の信仰に根ざしたものであるが、平安後期をピークとして鎌倉期に

は急速に衰退し、鎌倉末期から南北朝期に京都聖護院を本山とする天台系の本山派、醍醐三宝

院を中心とする真言系の当山派に二分して再編成される時期に再興されたものが多い。葛城二

十八宿の行場もこの再興期に設定されたものと考えられている。

「葛城二十八宿」が本文中にでてきたので、この機会にまとめておく。あわせて所在地略図も付して椿註

おく。

（かつらぎにじゅうはっしゅく）役小角が法華経八巻二十八品を埋納したとされる経葛城二十八宿

塚。葛城二十八宿経塚、葛城修験二十八宿などともいう。和泉山脈～金剛山地の山やその付近の寺社

、 。 （ ）、を中心に二十八ヶ所の経塚があり 現在も修験道の行場となっている 経塚には青岸渡寺 熊野修験
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七宝滝寺（犬鳴山修験 、転法輪寺（葛城修験 、聖護院（本山派修験）などの修験者による多くの碑） ）

伝が奉納されている。経塚の形は、自然石、石祠、五輪塔などまちまちである。

【第一番経塚】 友ヶ島虎島 妙法蓮華経 序品

【第二番経塚】 泉州神福寺 妙法蓮華経 方便品

【第三番経塚】 紀州大福山 妙法蓮華経 譬喩品

【第四番経塚】 入江宿 妙法蓮華経 信解品

【第五番経塚】 倉谷川 妙法蓮華経 薬草喩品

【第六番経塚】 志野峠 妙法蓮華経 授記品

【第七番経塚】 中津川 妙法蓮華経 化城喩品

【第八番経塚】 犬鳴山 妙法蓮華経 五百弟子受記品

【第九番経塚】 和泉葛城山八大竜王社（山頂）妙法蓮華経 授学無学人記品

【第十番経塚】 大威徳寺 妙法蓮華経 法師品

【第十一番経塚】西の堂屋敷 妙法蓮華経 見宝塔品

【第十二番経塚】東の燈明ヶ岳 妙法蓮華経 堤婆品

【第十三番経塚】鎌の多輪 妙法蓮華経 勧持品

【第十四番経塚】一本杉 仏徳多和 妙法蓮華経 安楽行品

【第十五番経塚】岩湧寺 妙法蓮華経 従地湧出品

【第十六番経塚】流谷の里 妙法蓮華経 如来寿量品

【第十七番経塚】天見不動 妙法蓮華経 分別功徳品

【第十八番経塚】賽ノ神谷 妙法蓮華経 随喜功徳品

【第十九番経塚】神福山 妙法蓮華経 法師功徳品

【第二十番経塚】石寺跡 妙法蓮華経 常不軽菩薩品

【第二十一番経塚】金剛山湧出岳 妙法蓮華経 如来神力品

【第二十二番経塚】大田和地蔵 妙法蓮華経 嘱累品

【第二十三番経塚】倶尸羅 妙法蓮華経 薬王菩薩本事品

【第二十四番経塚】平石峠 妙法蓮華経 妙音菩薩品

【第二十五番経塚】高貴寺 妙法蓮華経 観世音菩薩普門品

【第二十六番経塚】二上山 妙法蓮華経 陀羅尼品第二十六

【第二十七番経塚】逢坂 妙法蓮華経 妙荘厳王本事品

【第二十八番経塚】亀ヶ瀬 妙法蓮華経 普賢菩薩勧発品

（経塚によっては異説もある ）。


