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神峯山寺攝津名所圖繪

か ぶ さ ん じ

根本山神峯山寺寶塔院
ほうたふゐん

大沢村の上方にあり。天台宗。坊舎七区。

「摂津名所図会」より

（左）本堂、観音堂、鎮守が描かれてい

る。 本尊毘沙門天 役行者作。本堂

山王、稲荷、金比羅鎮守

（下） 金剛力士を安ず。額「根二王門

本山」竹内良尚法親王筆。 二王二王石

。門の傍にあり

高七尺余。
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（左） 二王門の南にあり。役行者笈掛石
おひ

（右） 開城皇子の光仁天皇塔

御父なり。天応元年一二月二十

三日崩じ給ふ。皇子御菩提のた

めに十三層の石浮図を建てられ

たり。

（下） ｢攝津名所圖繪｣には「経蔵の東にあり」とあるが、神峯山寺のホームページの絵図で九頭瀧

は、本堂のさらに上が開山堂で、その東にある。p.1の絵図にはこの部分は描かれていない。

「 元年」は781AD。註 天応

「 」または「 （サンスクリット語の 卒塔婆）塔。浮図 浮屠 stūpa」
そ とば

----ぬり単色の絵図の場合、コピーをとって、それに簡単に彩色するとよい。

絵をするわけではないので、基本的には以下の3要素に分けるだけにとどめる。①山など構

図全体に大きな比重を占めるもの、②川 道路など連続性を有する線状物（自然物、人工物・

とも 、③人工構造物（建物など ）なお、画面全体に占める範囲の大きい石垣 塀などに着） 。 ・

色すると、逆に全体の配置があいまいになるので、着色しない。空 雲なども着色しない。・

そうすることで、①全体像がよりはっきりとイメージできる。②細部にも注意

が行き届く 例 p.。（

1の絵図では「光仁

天皇塔 十三層の石・

浮図」がどこにある

かわかりにくいが、

建物を赤色で着色す

ることですぐに判別

できる ）。

なお右の図は色鉛筆

で着色（黄緑、赤、青

の３色）したものをス

キャナで読み込み、γ

補正したもの。(ｶｶｶｶ)

γ補正の本来の目的と

はべつに、γ値を小さ

くするとカラーの場合

水彩的効果を出すこと

ができる、

神峯山寺
所在地、高槻市原 日本で最初に毘沙門天が安置された霊場といわれてお。（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱより引用する ）。

り、本尊である毘沙門天、双身毘沙門天（そうじんびしゃもんてん 、兜跋毘沙門天（とばつびしゃ）

もんてん）はいずれも秘仏。初夏は新緑、晩秋は紅葉の名所として知られる。新西国三十三カ所第14

番、役行者霊蹟札所、神仏霊場巡拝の道 第64番。開山の祖とされる役小角（役行者 、中興の祖であ）

、 。る開成皇子の像が境内に安置され 古来の皇室との緊密な関係は本堂の十六八重菊などで確認できる

またかつて七高山と称された修験霊場の一角であり、修験者が使用した修行の道や滝、葛城山遥拝所

を示す石標などが境内の各所に点在する。神峯山の参道入口には石造の鳥居が立ち、仁王門前には狛

犬があるなど神仏混淆の風土が現在も見られる。
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本山寺は本誌No.16でとりあげた神峯山寺と本山寺
神峰山寺と本山寺は，創建時同一寺院

，で本山寺は霊雲院と号する奥の院とされ

神峰山寺はもとの里坊と推定される（高

槻市史１ 。）

位置関係は図のとおり。

（25000分の1地形図「高槻」昭和54年第2

回改測）

◆赤○が、 、神峯山寺

◆青○が、 、本山寺

◆オレンジの太線が、府道6号線（いわ

ゆる 、俗称ダンプ街道）亀岡街道

、 。◆紫の破線が 芥川と桧尾川の分水境

、 。左(西)が 水系 右(東)が 水系芥川 桧尾川

◆緑色で囲んだところが、 。原盆地

【『角川日本地名大辞典』「27大阪府」より】

天台宗。根本山宝塔院と号す。本尊神峰山寺

は毘沙門天。当寺縁起によれば，文武天皇元年修

験道の開祖といわれる (えんのおづぬ)が葛役小角

城の峰から四方を望むと，北方の峰の頂が金色に

輝いているのでその峰を来訪。ここが「拾芥抄」

に見える七高山（比叡山・比良山・伊吹山・愛宕

山・金峰山・葛城山）の１つとされる当山であっ

。 ，た この時山の守護神が金毘羅童子に化して出現

小角は霊瑞と感じ伽藍を草創した。明王嶽にある

藍婆・毘藍婆の２神が守護する霊木を得て毘沙門

天像を彫りたいという金毘羅童子の願いにより小

角は霊木を入手。この霊木で金毘羅童子が毘沙門

天像４体を造りあげると，３体がそれぞれ ・ ・ （本山寺）に飛行。最初に造った１体が当地にとど鞍馬山 信貴山 北山

まったので根本山と号したと伝える（神峰山寺秘密縁起／高槻市史３ 。天平９年聖武天皇の勅を奉じて大般若経一）

部600巻を書写。同21年麓の茆（茅）原(ちはら)村に荘田800畝を賜給，国家安寧を祈る道場とされる。茆原村は平安

開成 霊雲院 宝塔期の天喜年間に大原荘と改称（神峰山寺秘密縁起 。奈良末期宝亀５年 が当寺に入り，奥の院 と本院）

を建立し当寺を中興。顕学衆徒のための遍照院賀弥坊・円乗院喜多坊・観喜院東之坊・大乗院尾崎坊・蓮華院西之院

坊，修験密学の行人のための中之坊・岩倉坊・奥之坊・谷之坊・向之坊・下之坊などを置いた（同前・伽藍開基記／

摂陽群談 。開成は光仁天皇の皇子で （現箕面(みのお)市粟生間谷の勝尾寺）を建立した僧（本朝高僧伝／仏） 弥勒寺

教全書103 。宝亀年間に光仁天皇が当寺に大般若経を転読させ， を建立して谷川の里の田200畝を施入したと） 開山堂

いう。谷川はのち と改称（神峰山寺秘密縁起 。平安期に入り延暦10年10月桓武天皇は茆原の荘田300歩を下賜し川窪 ）

て大般若経を読経させた（府誌５ 。貞観２年文徳天皇が当寺を訪れ神峰山房智羅に帰依し３か月逗留，元慶８年陽）

成天皇の勅で霊雲院・宝塔院の諸堂宇を修造し 落慶供養の導師として京都元慶寺の伝法阿闍梨位安然(あんねん) 阿， （

覚大師）を招請，延喜年間醍醐天皇が病の時，神峰山房智羅の破五鈷(わりごこ)を天皇に奉り，宸筆を給わる（神峰

山寺秘密縁起）など歴代天皇から帰依を受けたという。崇徳天皇の時橘輔元という者が出家して良恵と称し融通念仏

の良忍（大念仏寺開山）の法を嗣いで平野大念仏寺２世となり，晩年当寺に居住。その際念仏の回数をかぞえるため

に小豆を用い それを庵のかたわらに散布したところ赤土となったので ここを と呼ぶようになったとする 同， ， （小豆坂

前 。この頃の寺領は，大原荘に500石，川窪村に50石，大沢村に50石，萩谷村に40石，大和国平群(へぐり)谷に350）

石，河内国交野(かたの)に300石，合わせて約1,300石を所有（同前 。中世期の寺歴は未詳の部分が多いが，戦国期）

の元亀２年12月20日高槻(たかつき)城主 により当寺領・山林等を安堵され（神峰山寺文書／大日料10-7 ，和田惟長 ）

しだいに伽藍が修造された。天正年間高槻城主 （右近）に焼かれ堂宇を損失（摂陽群談 。その後慶長９年高山友祥 ）

が諸堂を再建したという（府誌５ 。江戸期に入り比叡山延暦寺末とされ（同前 ，慶安２年将軍徳川家光か豊臣秀頼 ） ）
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ら朱印地16石５斗余を給される（高槻市史４ 。 にあい，安永６年再興されたが，以後寺運は衰退（府誌） 明和２年火災

）。 ， ，５ 当寺より北西２km程の本山寺山山腹に所在の は当寺と創建時同一寺院で 当寺がもとの里坊北山霊雲院本山寺

本山寺が奥の院であったと推定される（高槻市史１）が，２寺の関係については未詳。原盆地から当寺参道に入る所

に があり，この分れ道に が置かれているが，昔京坂を越えて前島浜などに寒天や薪炭を運んだウシを供養京坂 牛地蔵

木造阿弥陀如来坐像 木造聖観音立したものという。現在寺宝として藤原期作と推定される脇侍をもつ ，平安末期作の

２体（国重文）を所蔵。像

鳥飼藤森神社図
本誌No.25 p.3で紹介

96)【きょうの断片130920】◆摂津名所

沖図会の鳥飼藤森神社図に の歌源俊頼 「

べなる高瀬の舟をさしすゑて鳥飼にても暮

」（ ）らしつる哉 散木奇歌集 (ｻﾝﾎﾞｸｷｶｼｭｳ)

大が添えてある 図会の左上の歌 ◆（ ） 「

」にはこの歌に言及がなかっ阪府全志

たが には載っていた 第、「 」 。（大阪府誌

５編p.393）

【 】「 」97) きょうの断片130920 大阪府誌

は、高槻に５つある市立図書館のうち小寺池図書館にしかない。しかも閲覧は館内のみ◆きの

う自動車の１２か月点検でダイハツにいったついでに、小寺池まで足を伸ばして久しぶりに閲

覧した。◆「大阪府誌」と「 」は別の本。大阪府史

絵図にはもうひとつの歌が添えてある。

（図会の右上の歌）浅みとりかひある春にあひぬれは霞ならねと立のほりけり 大江玉淵女

出典は大和物語第146段。亭子の帝（宇多法皇）が鳥飼院に遊幸した折り、大江玉淵の娘を召して

「鳥飼」というテーマで和歌を詠ませたときの歌。出来栄えに「帝ののしりあはれがり給て、御しほ

、 。たれ給ふ しきりに感動して 感涙にむせんだ という（ 、 ）」 。* *椿註 敬語は 高校生みたいな直訳をしません

「土佐日記 （紀貫之）にも鳥飼牧の近くに宿泊したとの記述がある。」

よって「大阪府全志」は 「(大和物語には)遊女などのことも見ゆれば、本地は江口・神崎に並べ、

る水駅たりしならん」としている （巻の三 p.991）。

「 」 中世以前の遊女は白拍子と同系で、歌舞をなすのを主とする。安土桃山時代以降遊郭が公許註 遊女

されてからの公娼 私娼とは区別する必要がある。・

「鳥飼」（島下郡）のついでに、同じ島下郡の

【難読地名】味生、味舌
鰺生・味原とも書いた。淀川と安威(あい)川とに挾まれた沖積地に位置する 【鰺味生（ ）あじふ 。

生(古代)】平安期から見える地名 【味生村(近代)】明治22年～昭和31年の自治体名。～大字。。

安威川下流右岸に位置する 【味舌荘(中世)】平安期～戦国期に見える荘園名 【味味舌（ ）ました 。 。

舌村(近世)】江戸期～明治22年の村名。～大字。


