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下さった努力や功績は広大で、
報謝のすべさえないほどです。 

「虎」は、今、絶滅危惧されている。 
 トラは、アジア大陸に分布する、ネコ科最大の動物。 
古来より、アジアの文化の中で力や「威厳の象徴」として、様々な形で親しまれてきた。 
トラが生息していない日本でさえ、それは変わらない。  
 現在、トラは、世界的に絶滅が心配されている動物の一種である。 
20世紀初頭、10万頭が生息していたといわれるトラは、現在約4,000頭前後にまで減少した。  
トラはかつては、毛皮やトロフィー（動物の頭部を剥製にした壁飾り）、大物撃ち（大型の動物を狙ったスポーツ・ 
ハンティング）を目的とした狩猟の犠牲になり、現在は、漢方薬の材料にすることを目的とした密猟と、大規模な 
生息環境の破壊に脅かされている。 
 

 トラは20世紀の初めまで、アジア大陸に広く生息していた。しかし生息域は100年間で9割以上が失われ、トラは減少の一途をたどってきた。 
 現在も、トラの生息する自然環境は、残された場所の多くで、危機に瀕している。 
インド亜大陸にはベンガルトラが、極東ロシアの針葉樹林にシベリアトラが、中国南部の亜熱帯～温帯の森林にアモイトラが、スマトラの 
熱帯林にスマトラトラが、そして、ミャンマーからベトナムにかけての熱帯林にインドシナトラが生息している。 しかし、各国のトラの生息地は、
大小さまざまで、そのほとんどは相互につながりをもっておらず、将来的にはトラが生き残れない、分断された生息地になっている。 
 かつて、中国にはかなりの数のトラが生息していた。黄河以北の北東部にはシベリアトラ、長江流域にはアモイトラ、南部国境地帯には 
ベンガルトラやインドシナトラが生息していた。しかし、今日生き残っている野生のトラはほとんどいない、まさに絶滅寸前の状況である。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

「捨身飼虎」 (しゃしんしこ)        わが国、最古の「虎図」  国宝 「玉虫厨子」 の 「虎」 たち 

  仏や仏の教えに対して身体をなげうって供養したり、他の生き物を救うために自己の身を布施する修
行。  亡身(もうじん)、焼身(しょうしん)ともいう。 
仏教では、捨身は菩薩修行中のもっとも困難なものとされ、禁じられている自殺と厳密に区別されている。 
経典のなかで、ジャータカ（釈迦の前世 本生譚(ほんじょうたん)）として説かれていることが多い。たとえば
『賢愚経(けんぐきょう)』などにみえる、鳩(はと)の命を救うためにわが身の肉を切り与えた尸毘王(しびお
う)の物語や、大乗の『涅槃経(ねはんぎょう)』中の、帝釈(たいしゃく)の化身(けしん)である鬼が唱えた「諸
行無常(しょぎょうむじょう)、是生滅法(ぜしょうめっぽう)」の後半の句を知るために、その鬼にわが身を与
えた捨身羅刹(しゃしんらせつ)の物語などである。 
  『金光明経(こんこうみょうきょう)』「捨身品」には薩(さった)太子が飢えたトラに身を投げ出して無上の涅
槃を求めた捨身飼虎(しゃしんしこ)の話が説かれる。 また、『法華経(ほけきょう)』には薬王(やくおう)菩薩
が仏や舎利(しゃり)に対し自らの身体を焼いて供養した「焼身供養」が説かれているが、中国では法華信
仰の隆盛とともにこれにちなんで実際に焼身の例がみられた。 また、わが国でも鎌倉時代に浄土信仰が
盛んになると、焼身や入水(じゅすい)などが行われるに至った。 
ちなみに、天武天皇は『金光明経』を重視、四天王などが国王や皇帝の利益を第一に守ることを説いてい
る護国経典である。最澄は『金光明経』『法華経』『仁王経』を護国三部経（ごこくさんぶきょう）として括めた。 

法隆寺 大宝蔵院収蔵 
国宝 「玉虫厨子」  

  生きた「虎」を見ることができたのは、特定の権力者周辺では（平安時代の説もあるが）安土桃山時代
から。 民衆は、江戸時代後半である。 それまでは、渡来した絵画や、日本画の中の「虎」であった。 
 トラが日本で初めて記録されるのは西暦545年のことで、朝鮮半島南西部にあった古代国家、百済か
ら欽明天皇のもとにトラの皮がもたらされた。「日本書紀」 
 生きたトラの渡来については典拠定かではない。「寛平2年（890）宇多天皇にトラの子が輸入され、宮
廷絵師巨勢金岡（こせのかなおか）に写させた」や、「1594年、豊臣秀吉の元に朝鮮半島で捕らえられた
トラが生きたまま送られ、大阪の地でも飼育された」など、流布している。  
「時慶日記」には、慶長7年（1602）、ベトナムからの交易船が、虎・象・孔雀を運び、徳川家康に献上した
記録がある。 同19年（1614）ヤン・ヨーステンが虎の子二頭を駿府城の家康に贈った「通航一覧」。 

１９００年頃 ２０００年頃 虎の棲息地域 
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日本の 「虎」 

ベンガルトラ 
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「虎」から観た、秀吉と等伯  江戸時代「虎画」の原点は、ここにある。  狩野山楽、山雪、探幽、永納 『本朝画史』 著者  佐伯岸駒 から葛飾北斎へ 「虎」は伝えられた。   

「鳴虎」 報恩寺  
 関白になった豊臣秀吉が自身の権勢を誇るために京都に造営した政庁兼邸宅が「聚楽第」。壮大な邸宅だったこと
は屏風の絵などで今に伝わる。２０１２年には「聚楽第石垣 東西に32メートル」「豪奢『聚楽第』石垣」などと、出土した
ニュースを報じた。 その創建の少し前に、秀吉により報恩寺が移築された。 
 鳴虎図には堂々とした体躯（たいく）の虎が谷川で水を飲む様子が描かれている。背後の松には２羽のカササギ。
絵の虎は吠（ほ）えている訳ではないのに、鳴虎図と呼ばれるのは、秀吉がこの絵を気に入って聚楽第に掛けさせた
が、絵の中の虎が夜ごと鳴動して眠れないため寺に返したとの伝承がある。 
鳴虎図の左上には四明陶佾 （しめいとういつ）の署名がある。  この人物は中国、明時代成化・正徳年間（1465～
1521）に活躍した寧波の画家とされる。鳴虎図は、1501年に同寺再興を勅旨した後柏原天皇から下賜されたと伝わる。 
 

 報恩寺は、元来は叡尊開基の天台宗で法園寺。 御所の東北、一条高倉に位置し、朝廷崇敬が伺われる。当初の
姿は、「洛中洛外図屏風（歴博甲本、旧町田家本）」（国立歴史民俗博物館蔵）の右隻第６扇に「ほうをんし」とあるよう
に報恩寺が描かれている。 国宝「洛中洛外図屏風 上杉本」（米沢市上杉博物館蔵）にも、同様に描かれている。 
 その後、浄土宗兼学となるが、文亀元年（1501）後柏原天皇の勅旨で、慶誉明泉和尚が再興、浄土宗寺院となる。 
天正13年（1585）、秀吉の帰依により、現在地に移転した。 天正15年（1587）、伽藍完成。 

報恩寺 
天正13年（1585） 

本法寺 
天正15年（1587） 

 
聚楽第 
 

● 

● 

天正15年（1587）完成  
文禄4年（1595）破却 

北野大茶会（きたのだいさのえ） 
天正15年（1587） 

竹虎図屏風（出光美術館）慶長5年（1600）年頃 

本法寺 
永享8年（ 1436）、日親が本阿弥清信の帰依を得て創建。 
当初は東洞院綾小路に所在した。 
天正15年（1587）、豊臣秀吉の命で、現在地に移転した。 
 
下図は、「龍虎図屏風」 慶長11年(1606年) ボストン美術館蔵 

長谷川等伯  天文8年（1539） - 慶長15年（1610）  
★日通上人像（京都・本法寺）1幅 絹本著色 重文 1608年 
30歳過ぎた元亀2年（1571）頃、養父母の死を契機に、能登国
七尾から息子久蔵を連れて上洛。天正17年（1589）まで、郷里
にある生家の菩提寺本延寺の本山本法寺の庇護を受け、絵を
描いて売る「絵屋」として身を立てた。 そして、その後  狩野派
京画壇に、一人挑む。 
  天正 20年（1592）頃、秀吉の依頼を受け、祥雲寺障壁画 
（現 智積院）を描く。 
秀吉や本法寺に関係した彼は、報恩寺「鳴虎」を 観たか？ 
「龍」が狩野派、「虎」が等伯自身である。 

http://hamaikoji.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/e995b7e8b0b7e5b79de7ad89e4bcaf32e9be8de8998ee59bb3e5b18fe9a2a8efbc8fe5b7a6e99abbimg120_small.jpg
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2013年 京都国立博物館「狩野山楽・山雪展」（図録）で、山楽・山雪の「虎」の描写に関して、「牧谿とは違う影響」だけを指摘した。しかし何の影響かは 特定できていない。 
① 「虎」から観た、秀吉と等伯   狩野山楽、山雪、探幽へ  琳派継承とは別に、 「龍と虎」 「水を飲む虎」 は、変化し 継承されていた。 
 長谷川等伯は、牧谿「虎図」に影響されたことは通説である。 ここでは、その通説に加え、単庵智伝や雪村から「構図」の影響を受け、さらに等伯から狩野派に影響した。  
そして、秀吉と等伯の関係から、「鳴虎」が等伯経由で狩野派に紹介され、狩野山雪・山楽・探幽の「水を飲む虎」が誕生した可能性を提起したい。 

尾形光琳 「竹虎図」 
京都国立博物館  

牧谿（もっけい）１３世紀後半 
宋末元初の僧   中国南部 
 「竜虎図」 大徳寺に伝来  
正中2年（1325）創建 

単庵智伝 「竜虎図屏風」室町時代後期 
相阿弥  生年不明 - 大永5年（1525）の弟子 ２５才頃没。 
京都 慈芳院に伝来 

雪村（せっそん） 
永正元年（1504）？ - 天正17年（1589） 
 「竜虎図」  クリーブランド美術館 

 「等伯の牧谿 私淑説」 
 根拠 「等伯画説」  
本法寺第十世日通上人著作  

狩野山雪 「龍虎図」軸 
佐賀県立博物館 

狩野探幽 「大徳寺方丈障壁画 」 龍虎図 

 単庵智伝、雪村「竜虎図」の影響 （全体構図 虎の体形 背景樹木） 
 「本朝画史」に、雪村の記事掲載 京都との関わり を指摘している 

狩野山楽 「龍虎図屏風」（妙心寺）  
六曲一双 紙本金地著色  京都国立博物館寄託 

俵屋宗達 「龍虎図」 
出光美術館 

【 参考 琳派の「虎図」】 

「鳴虎」 報恩寺 
 等伯から狩野派へ？ 
「水を飲む虎」の継承 
毛色 躍動感    

「虎」の 
黒筋 描写    

当説    

当説    

当説    
「虎」の黒筋 描写 
「龍」の手 描写構図     

一般的な「虎画」の系譜解釈 

「龍虎図屏風」 慶長11年(1606年) ボストン美術館蔵 
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② 「水を飲む虎」を通じ、「龍虎」図 の制作背景を、禅や、等伯と狩野派の関係から解釈したい。 
 

『禅林句集』に「龍吟雲起虎嘯風生」（龍吟ずれば雲起こり、虎嘯けば風生ず）「周易ノ語」とある。虎嘯風生（とらうそぶけば かぜしょうず） 虎嘯（こしょう）虎がほえること。 
出典は、『易経』の「子曰、同聲相應。同氣相求。水流濕、火就燥。雲從龍、風從虎、聖人作而萬物覩。本乎天者親上、本乎地者親下。則各從其類也。」 
  （子曰く、同声相応じ、同気相求む。水は湿えるに流れ、火は燥けるに就く。 雲は龍に従い、風は虎に従う。 聖人作りて万物観る。 天に本づく者は上に親しみ、地に
本づく者は下に親しむ。 すなわち各各その類に従うなり。） から来たものとする。 
すなわち、そのぞれの立場で役割し、また異なるもの同志の調和を表す。  それぞれが相伴うことによって勢いを増すことを意味している。 
 

狩野永徳と長谷川等伯は、対抗していたというのが通説である。 しかし永徳が没し、等伯の長子久蔵の非業死のあと、永徳の長子狩野光信ら狩野派の絵師たちは、等
伯と親交したのではないか。 少なくとも、画風は真摯に学んだと考える。 「虎と龍、異なるもの同志」の調和、自身たちの関係を感じながら、描いたのでないか、と考える。 
「鳴虎」の事も、秀吉から等伯へ、等伯から狩野派へ 伝来されたのではないか？  
 

 『如淨和尚語録』に「可謂龍吟雲起。虎嘯風生。」、『碧巌録』に「龍吟霧起。虎嘯風生」とあり、『楚辞』に「虎嘯而谷風至兮、龍舉而景雲往。」、『淮南子』に「虎嘯而穀風至、龍舉而景雲屬。」とある。  
 如淨禅師は「只管打坐」の語で坐禅の宗旨を明確に示し、道元禅師は、その教えを 日本に伝えた。 
 「坐禅」 達磨大師→洞山大師→（天童）如淨禅師と、正しく伝えられた坐禅は「仏さまと全く同じ坐禅」である。 それを如淨禅師は「只管打坐」と言われた。 
 「聖諦すら為さず」「階級に堕ちない」坐禅が、「只管打坐」の坐禅、「仏の坐禅」である。 以上、「曹洞宗教化センター」より 
 『碧巌録』（へきがんろく）は、中国の仏教書。別名に仏果圜悟禅師碧巌録。碧巌集とも呼ばれる。特に臨済宗において尊重される代表的な公案集。全10巻 宋時代（1125年）、圜悟克勤が編纂。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

③ では、「水を飲む虎」は、どのような意味があるのか？   
2013年京都国立博物館「狩野山楽・山雪展」図録では、「牧谿とは違う影響」だけを指摘し、その影響の元は特定していない。  以下、その影響と仏教的解釈を提起した。 
 

当論①で、報恩寺「鳴虎」の影響を提起した。 狩野山雪、天正18年（1590） ～ 慶安4年（1651）は、仏教儒学に詳しい学者肌である。 仏画では、『観音天龍夜叉図』、
『白衣観音図』、『出山釈迦・龍虎図』、『朱衣達磨図』、『維摩居士図』など多く残している。晩年に手がけた最高傑作のひとつ『老梅図襖』は、臨済宗大本山妙心寺の塔頭
である天祥院の奥襖絵として制作された。 （現 メトロポリタン美術館所蔵） 臨済宗など仏教への造詣は深い。  山雪の長子 狩野永納が描いたその姿は、まさに僧
侶である。  冒頭に紹介した法隆寺の「捨身飼虎」 (しゃしんしこ) 、わが国で護国三部経の主たる『金光明経(こんこうみょうきょう)』「捨身品」には薩(さった)太子が飢え
たトラに身を投げ出して無上の涅槃を求めた捨身飼虎(しゃしんしこ)の話が説かれる。 下図中央 『出山釈迦・龍虎図』の釈迦は、同じ時期、同様の体裁で製作された 
その右の『龍虎図』にはいない。なぜであろうか？ 釈迦は「水」となり「捨身飼虎」を表現していると解釈すれば、どうであろうか。 釈迦と虎は向き会い目を合わしていた。 
 

以上、狩野永徳没後、狩野光信たちは、長谷川等伯と親和した。 龍とその虎が習合した背景である。   「捨身飼虎」 から「水を飲む虎」への継承も提起したい。 
 

大徳寺大仙院 尾関宗園師は、今年８３才 不動心で大安心。  小野澤虎洞（こどう）師は、聚光院ご住職として、利休と三千家の墓を維持継承されている。 

狩野山雪 「龍虎図」軸 狩野山雪 「出山釈迦・龍虎図」軸 「鳴虎」 報恩寺  
「水を飲む虎」の継承    

「狩野山雪図」軸 
原図 狩野永納 



循環思想 現利思想  和合思想 

合理・現実主義的  受容 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵・災害 
天候・天災 
 

             

論語 千字文 
漢字の伝来 

漢文訓読法 

漢字の音借用  
（万葉仮名 万葉集） 

漢字の意味借用  
（変体漢文 古事記） 

併用記述 和漢混淆体 
和文体（和語：やまとことば）と、漢文訓読体（漢語）が、混じり 一体となった文体 
古事記、万葉集に一部採用、『伊勢物語』『源氏物語』『今昔物語』『地獄草紙』 『方丈記』 
『徒然草』『平家物語』 

   平仮名 成立へ     （ 簡便・実用な文字 ）   

漢文訓読体 
かた仮名 成立へ 
経典添字  起源説 

宇津保物語 文体初見 

  漢文表記 
和化漢文体 
  国史『日本書紀』 他 

漢詩 『懐風藻』 

漢字かな交じり文  成立  

漢字による 和文記述 国字の創造 

宣命体  宣命・祝詞などの文体 
  本来の意味としての漢字と、万葉仮名を混ぜた文章 

大和画 

唐絵  
渡来 

絵巻物    平安時代末期 
『源氏物語絵巻』『伴大納言絵巻』 
『信貴山縁起』『鳥獣人物戯画』  
 鎌倉初期 
『地獄草紙』『餓鬼草紙』『病草紙』『辟邪絵』 文人画  

南宋画  
渡来 

頂相 
水墨画   
渡来 

大和絵、水墨画技法の 
           花鳥画での集大成 
狩野元信  
『四季花鳥図』 （大仙院） 
『白衣観音図』など 
 

狩野派「洛中洛外図」 四季と暮らし 
文化文政期の、浮世絵の彩色 
題材、形式の多様に 

絵画・文芸・書道の習合 

『高松塚古墳壁画』 
『麻布著色吉祥天像』 

『山水屏風』 東寺伝来 

 

循環思想  文学や絵画の基本素材 
 

文学 
「源氏物語」 季節はかなし・浄土と地獄 
「方丈記」 閉塞 
「教行信証」 二種廻向 
「平家物語」 無常 
「徒然草」 適応 
 

絵画 
「四季と花」「山水」「花鳥」「四季と暮らし」 
 
 

現世利益 
合理思想 

和合 と 創造 

コトノハ コトダマ 倭語 訓 

漢字 漢音など 

自然共生・原生思想 

日本画から工芸、生活デザインへ    
芸術家から大衆へ  のちに琳派と呼ばれる継承 

創作者 
対象の 
大衆化 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 
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 「放生の儀式」について、「日本書紀」は、敏達天皇の7（578）年に六斎日に殺生禁断を畿内に令したり、 「聖徳太子伝暦」は、推古天
皇19（611）年に聖徳太子が天皇の遊猟を諫したと伝える。 天武天皇5（677）年8月17日、諸国へ詔を下し放生を行わしたと日本書紀に記
される。 『続日本紀』天平勝宝３ （751）年、聖武天皇の時代には放生により、病を免れ寿命を延ばすとの意義が明確にされた。 
 

 「浄土信仰起源」として、経典の伝来、講経や仏像、仏画が、６００年から７００年にかけて記録されている。 
慧隠（えおん）は遣隋使として、推古天皇16（608）年、小野妹子に従って学僧の旻（みん）、南淵請安らと共に渡り、31年間の留学。 推古
天皇30（622）年の太子没後、舒明天皇11（639）年に帰朝、「無量寿経」を招来した。 舒明天皇 640年 厩坂宮に阿弥陀如来を安置し、無
量寿経講経。 また、孝徳天皇 652年の難波長柄豊碕宮 内裏でも無量寿経を講経した、と「日本書紀」は伝える。  

道昭は、白雉4（653）年、遣唐使として、玄奘三蔵に師事して法相教学を学んだ。 斉明天皇6（660）年頃に帰朝、「観無量寿経」と、当時
まだ存命であった善導の注釈「観無量寿経疏」と道綽の注釈「安楽集」、そして「阿弥陀経」を我が国にもたらした。 飛鳥寺一隅に禅院を
建立して住み、日本法相教学の初伝となる。 679年、天武天皇の勅命で 往生院(泉南市)建立。 晩年は全国を遊行、土木事業を行った。 
 

  その間、 622年の太子没に際し、妃の橘大郎女の願による「天寿国曼荼羅繍帳」（中宮寺所蔵）、太子の往生世界を紡いだ現存、日本
最古の刺繍である。竹内理三 著「寧楽遺文」(ならいぶん)は、当時の文書から、斉明天皇４（658）年と翌年、金剛阿弥陀仏像の存在と、
現生福徳と恒生浄土、亡者菩提の祈願の様子を記録している。 
  ７００年初頭の再建と考えられている再建法隆寺、その金堂壁画の「阿弥陀浄土図」。 天平５（733）年没の光明皇后の母、橘夫人の持
念仏は阿弥陀三尊と、阿弥陀・浄土への思いは顕著になってくる。 
   興福寺では、その資材帳に、淳仁、光仁、桓武期の阿弥陀・観音造像増加を記録、天平宝字４（760)年光明皇太后法事で、阿弥陀仏
に追福祈願され、「称讃浄土経」が二千枚近く写経された。 
   『続日本紀』によれば、法華寺内に、天平宝字3年（759年）に建立された、丈六の阿弥陀三尊像を本尊とする阿弥陀浄土院で、天平宝
字5年（761年）、光明皇太后の一周忌が営まれている。 阿弥陀仏への礼拝は毎年の法要で継続され、また全国の国分尼寺に阿弥陀三
尊像を祀らせた。 これら一連の記事は光明皇太后や当時の阿弥陀、欣求浄土の信仰を充分に裏付ける。 正倉院文書からも、平城京
での阿弥陀経、無量寿経の経典書写が増加、写経された経典の中で最多であると伝える。 
 

 この時代、元興寺智蔵に師事した三論宗の智光がいる。 浄土信仰と三論宗は、共に龍樹の「十住毘婆沙論」「易行品」に源流する。 
中国三論宗の吉蔵も「無量寿経」など浄土関係経典を撰している。 智光は、曇鸞の「浄土論註」、世親の「浄土論」を註釈した「無量寿経
論釈」などを著述し、のちに平安浄土信仰において、良源、源信「往生要集」などに引用され、我が国の観想念仏の典拠となった。学友 
頼光の阿弥陀仏の浄土往生の夢告で浄土信仰に入り、その様子を描いた智光曼荼羅は、元興寺の極楽坊に所蔵されている。 
 法相宗からは、善珠が「無量寿経」註釈など多くの著述を残している。善珠は、養老7（723）年から延暦16（797）年に生き、玄昉に師事し
て法相・因明に通じた。793年（延暦12年）比叡山文殊堂供養の堂達を、翌794年（延暦13年）には延暦寺根本中堂落慶の導師をつとめた。
796年（延暦15年）桓武天皇の命により故物部古麻呂のための法華経供養の導師となり、平城から平安に浄土信仰を繋いだ。  
  東大寺阿弥陀院、興福寺・多度神宮寺の「阿弥陀悔過（けか）」の記録もある。 「悔過」は、仏教において、三宝に対して自ら犯した罪
や過ちを悔い改め、同時に利益を得ることを目的とする儀式・法要などの行事で、薬師・十一面観音・吉祥などにも祈願された。    
阿弥陀仏への礼拝は、没者の鎮魂に比重しつつ、自己の懺悔、生前からの往生祈願、現世の利益祈願へと、観想による信心を表現した。 
慧隠、三論宗の智光、法相宗の道昭や善珠たちは、主として学んだ宗や寺院は違うが、時代が仏に求めてきた鎮魂、浄土への思想を、
経典から撰集し、仏の姿を刻ました。 
 

 まさに、神が現利的に武神に比重する中、仏に死者の弔い、鎮魂を求めていく過程である。 その背景には、国内の皇統継承と勢力争
い、物部氏と蘇我氏や藤原氏の抗争、隼人の乱があり、海外とは遣隋遣唐、白村江の大敗の外交から、壬申の乱での再びの国内混乱
がある。  藤原不比等没後は、藤原４兄弟病死、女帝と玄昉、道鏡といった、仏僧の政治問題にまで、仏の存在が高まる。 
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「 日本書紀 」欽明天皇（継体天皇嫡子）に、百済の聖明王が、 
釈迦像をもたらす 欽明天皇13年 (552年)  

仏教公伝 主説:戊午年 538年  （548年説有り） 

  「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」 

587年 丁未の乱「崇仏派」蘇我氏勝利  物部氏衰退 

    592～710年     

 蘇我氏寺） のちの  
  用明天皇2（587)年 蘇我馬子建立発願 
                                                

   本尊 釈迦如来（飛鳥大仏） 
                  推古14年（606年）  日本書紀より                                     主説： 日本最古仏609年  
      奈良へ分離移築後、元興寺・・・  

   ５９３年 創建開始 

 『三経義疏』 聖徳太子 注釈書   611～615年 
               『法華経』 観音菩薩     『勝鬘経』『維摩経』 
  

  本尊623年（伝607年）   

６２２年、聖徳太子没  

（初の官営）（ 高市大寺）→  
  舒明天皇11年 （639年）起源は、聖徳太子が 現大和郡山市に 
   建てた  熊凝精舎（くまごりしょうじゃ） 旧本尊 釈迦如来像（金堂） 
６４１年、蘇我石川麻呂 山田寺 建立開始 
６４３年、蘇我入鹿による山背大兄王一族襲撃、 法隆寺で自害 
６４５年、乙巳の変 藤原鎌足 中大兄皇子  蘇我入鹿を討つ。 
649年  蘇我石川麻呂 中大兄皇子により山田寺金堂前で一族自決 
 

663年  白村江の大敗 

  669年  中臣鎌足夫人  飛鳥に移築後は 厩坂寺 

   670年頃 天智天皇による母、斉明天皇鎮魂 
   崇福寺、観世音寺も発願 

  680年  天武天皇 法相宗 道昭、義淵 

  681年    当麻氏寺 浄土の地 

  再建  700年初頭再建開始 

    710～794年 

    南都七大寺 ＊  （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院  ） 

    法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊ 
 

 元興寺（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅 
 大安寺 （＊＊ 大官大寺） （本堂） 
 薬師寺 （＊＊）  （金堂） 法相宗 
 興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏   （金堂） 
 法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）   （金堂） 
７２０年、藤原不比等没 
740年（天平12年）大宰府赴任に不満した藤原広嗣が挙兵 
   

  『国分寺・国分尼寺建立の詔』 741年   
  

  法華寺    745年  （本堂）光明皇后 

        759年 阿弥陀浄土院  
      新薬師寺 747年 （本堂）    

  東大寺＊   752年  華厳宗 
  唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）  

            釈迦の本地仏） 
  西大寺＊ 765年   （金堂）   

  神が自然神から祖霊神、皇祖神となり、武神に比重していく状況下、 
その神の禊、神力に祈願して犠牲となった人々への鎮魂者を求めた。  
荒魂が主となった神にはその役割は期待しづらい。    
  では、鎮魂を担うことができ、祟らないものは何か？  
当時、その聖徳太子や蘇我氏によって我が国に浸透した仏である。  
その証として「放生の儀式」 「浄土信仰起源」の記録 がある。 
  ではなぜ、人々は鎮魂をもとめたのだろうか？ それは、古代からの魂 
再生循環の思想が継承されていたからである。 やがて、インドや中国では 
仏教、浄土信仰は衰退していくが、我が国で定着、浄土宗派として近代まで 
継承された理由、それは、古代からの「循環思想」が基礎に存在したからだ。 
「文化思想原理」の中で、重要な「循環」は、新たに渡来した仏が担う。 

わが国最古 阿弥陀三尊像「山田殿像」 
東京国立博物館 所蔵   ６００年代作 
 

左右脇侍の宝冠にそれぞれ観音を示す化仏
と勢至を示す水瓶が表わされる。 中国の北
斉から隋にかけての仏像の様式、像全体の
もつ大らかで瑞々しい気分は白鳳彫刻の本
領。台座背面に刻まれた「山田殿像」銘から、
蘇我倉山田石川麻呂や山田寺との関連が想
起されるが不明、しかし関係を否定するもの
は無い。 



   飛鳥は、今日まで続く 仏教の日本的解釈、活用と、そして 国防・国家意識発祥の時代である。 崇峻天皇5年（592年）推古天皇即位、飛鳥豊浦宮から元明天皇期の和銅3年（710年）までを示す。 
その前は、古代から続く神への信仰を背景にした首長権威の時代であった。 箸墓古墳、神功皇后、応神天皇から始まる大和の首長を、大型古墳として表現した約３５０年間。 のちに記紀では、冒頭
で神話とつながり、史実に変化していく 神の時代 である。 また中国や朝鮮半島の戦乱の関係で多くの渡来人を受け入れ、後期には継体天皇の皇子、欽明天皇の時に 仏教が公伝した。 
飛鳥の次は、平城京、一般には奈良時代。 元明天皇から桓武天皇の遷都までの間、仏教と国家制度としての律令政治が、我が国の内部で変化を始める。 神仏習合と土地所有についての墾田永
年私財法である。  平安京において、「神仏習合」は神像、特に神社建築に影響、「墾田永年私財法」は荘園の拡大に繋がり、律令制度の崩壊や 貴族と武家の勢力交代 にまで遠因する。 
    古墳と奈良時代の狭間にある飛鳥時代は、白村江での大敗を経験し、危機意識からも国家としての内制を整える時である。  そして、神仏共存の模索の時である。 
この時代、まず神の坐ます場所や祀る者が整えられた。 日本書紀は、斉明天皇5（659）年、出雲国造に命じて「神之宮」を修造させた、と記する。 天武天皇期には、伊勢神宮の斎宮を制度化した（壬
申の乱の戦勝祈願の礼 『扶桑略記』）、以後、南北朝時代まで続く。 また上賀茂神社造営も天武天皇7（678）年である。 では仏教、仏についてはどうか？  
 

  本来、仏教はこの世において、苦から脱却する修業、悟りをとく教えである。その延長に、煩悩を克服した先の浄土という夢を説いた。 浄土への注目も、仏教がインドから中国に伝わったあとのこと。
だが、それは、自分自身がおこなう「空」の認識、そして「自分で観想する浄土」であった。 ここで重要なことは、我が国で根付いた「他者の鎮魂」「自らの氏寺、先祖供養」とは違うということである。  
５００年代中頃とされる公伝から間もない日本、飛鳥時代の仏教において、「自分で観想する浄土」から、「他者の鎮魂」、「自らの氏寺、先祖供養」に拡大、定着する。 そして「先祖供養」は江戸時代の
檀家制度から民衆に普及し、現代に伝わる「仏壇」にまで繋がる。 平安時代の貴族の持仏堂や、室町時代、浄土真宗の蓮如が布教で配布した「南无阿弥陀仏」の掛軸も、仏壇普及の起源とされる。 
  自ら関与した死者には「鎮魂」、病などで倒れた身内には「（回復祈願）供養鎮魂」を求める思い。  この信仰、思想こそ、日本的な仏教解釈の変容、拡大である。 それは何がもたらしたか？  
それまでの神、自然の精霊、祖霊・皇祖霊の殯（モガリ）、穢・禊、魂振など 魂の「循環思想」 だと考える。  神における皇祖神、氏神の思い、信仰が、仏にも氏寺を誕生させる。   
  背景には、神の変遷がある。 農耕・漁撈・狩猟に関わる田の神、そして祭司、支配のための神、朝鮮半島や反倭勢力に対抗し、争乱から誕生した宇佐の八幡神。戦いの神への変遷・拡大である。
その戦う神が誕生した時、神の概念は、自然世界を前提とする古代の精神から、徐々に現実的、具体的な役割に移行した。 （古墳時代、熊襲・三韓征討の神功皇后、戦勝祈願から７１０年隼人の乱） 
 

 （他者の）「（怨霊）鎮魂」については、物部守屋死後の四天王寺、聖徳太子の死後に再建された法隆寺。 蘇我倉山田石川麻呂の死後に完成した山田寺も天智天皇2年（663年）塔の建設開始され、
同様に「怨霊鎮魂」だが、孫の持統天皇による「供養鎮魂」の意義もある。別名も 「浄土寺」 とされる。 これらは いずれも「(怨霊) 鎮魂」草創期の寺院である。 宇佐八幡などの神宮寺に繋がる。 
 「自らの氏寺、先祖供養」は、蘇我氏の「法興寺」（のちの飛鳥寺）から始まり、宗派の本山などは別として、しだいに この目的が寺院創建の主になっていく。京都 「広隆寺」も同様である。『書紀』によ
れば、推古天皇11年（603年）聖徳太子拝領の仏像を拝みたてまつるため、『広隆寺縁起』『広隆寺資財交替実録帳』縁起では、推古天皇30年（622年）同年「死去した聖徳太子供養のために、秦河勝
が「蜂岡寺」として建立された」ともあるが、秦氏の氏寺となった。天智天皇も、母 斉明天皇の鎮魂供養のため、 668年「崇福寺」、 670年頃の「川原寺」、そして671年までに大宰府の「観世音寺」を建立
発願したとされる。 「山階寺」は、本来、神事・祭祀を司る中臣氏、その鎌足の病に際し、669年夫人が建立した。天武天皇元年（672年）藤原京に移り、地名から厩坂寺に、平城京では法相宗「興福
寺」、藤原氏の氏寺となる。 藤原氏の仏教支配の起源となる寺院は、この飛鳥時代に起源する。 また、当麻氏氏寺の「當麻寺」がある。 
 白鳳14年（西暦685年）3月27日、天武天皇が「諸国の家毎に仏舎（ほとけのおおとの）を作り、乃ち仏像 
（ほとけのみかた）及び経を置きて以て礼拝供養せよ」との詔を出した。今の「仏壇」 草創起源となる。 

自然 の 法則 ・ 力 

釈迦の空 

循環思想 現利思想 和合思想 

空諦 中諦 仮諦 

中国  天台智顗  の 「三諦円融」   

この世の実相 全てが「空」である。 龍樹 は「無自性」（無我・空）とした 

無常・輪廻  

仏教思想の整理 

日本では、釈迦の、この世全てが「空」である とする仏教元来の思想より、天台智顗 「三諦円
融」の 現実的思想の方が適合、その結果、仏教が定着、神仏習合した。 空海の真言密教、

浄土宗の口称念仏、日蓮宗の立正安国論、町衆の法華門徒が誕生した理由でもある。 

幽玄・調和  写実・日常  

自然共生・原生思想 

中国的  
現実主義の反映？  

③ 日本的仏教解釈・活用 

智顗の説を受け
継ぎ法華経を中
心としつつ、禅
や戒、念仏、密
教も要素とした。 

自身 

上座部 

① インド・中国 

② 日本での適合 

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

日本文化の特性  
基本原理 の 体系より 

自然神 （山・海・水）  

祖霊信仰 （先祖が自然神）  
首長霊信仰 （特定の先祖神） 

精霊信仰 

田の神  （自然への感謝・畏怖・恩恵） 

仏教  
輪廻 概念  
悟り 成仏 

放生会 

海神 （ 宗像神・住吉神 ）  

 山神 （ 大山咋神 など ）  

平安以降 

鎮魂 仏の役割 

薬師如来 
観音菩薩 

現利 仏の役割 
阿弥陀如来 

浄土 

氏寺 

先祖供養 

 氏神   

７００年代 
山岳修験、法相宗では 
現世利益を求める  

仏への期待 
循環と現利の均衡調和 

飛鳥 

古墳 

奈良 

神仏習合   
役割分担 

弥生 

縄文時代 自然共生・原生思想 
空諦 

中諦 仮諦 

仏壇 

鎮護・護国 

 戦神 （宇佐八幡神） 

神の役割 

御霊会 

            

                     

他者も 

大乗 

マナイズム  見えない チカラ   
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    ハレ 非日常         
    原生・有儘 
       （ありのまま） 
 

    単純・簡素 
 

     幽玄・隠棲・さび 
  調和・精美  
 

  折衷・習合 
 

  合議・寄合 ・座 ・講 
 

    市中の山居（草庵）   

ケ 日常 
 

実用・効率 
 

作法・型 
 

技術・精緻  写実 
 

極地・究極・わざ 
 

やまとごころ 

  「日本文化の基本原理」を 仮説し、歴史を辿りながら、その検証を試みた。 下図に概要を掲載する。 （赤文字以外） 
「自然の法則・力」を頂天とした体系は、古事記が語る初めの神 「天之御中主神」と、その後の神々たちとの関係や、密教の自然の仏 大日如来と菩薩や四天王、不動などの明王、天部からなる関係
と共通していることを見出した。 次に、「循環思想」で、古代の禊や祓や柱の文化、浄土信仰。 「和合思想」では、古代の氏族習合、神々習合から神仏習合。 「現利思想」では、自然神に願う恩恵、
薬師と特に観音信仰、武家社会と禅との関係などが根拠である。そして、「和合と創造」の産物とし、神々・氏族習合から神仏習合、文字・物語・絵巻から習合建築、大和画から花鳥画などを創造した。 
 

  その「三要素の均衡」と、我が国と関係の深い思想との共通性を考えたい。 なせなら、その原理、特性の「均衡」が重要と感じたからである。 

例えば、仏教、天台智顗（ちぎ 538‐597）の「三諦円融」。これはインド僧 龍樹が『般若経』の影響を受けて「縁起」「無自性（空）」 を根幹に著した「中論」と「法華経」の影響を受けた 
思想である。この「三諦円融」は、「空仮中とされた三諦の調和、和合の思想」で、天台教義とし、また日本天台宗は、浄土宗や禅宗、法華経からは日蓮宗を生みだす母体となった。 
 

  釈迦は経典を残さず、口承から解釈、体系された。 古代インドの輪廻転生や解脱を基礎とし、それを縁起「因果論」で再編。 生存中の因果がもたらす苦の人生を、修業により、 
輪廻から解脱できるとした。 人生の苦の構造と除去の方法として四諦、さらに八正道で苦の克服を詳しく説いた。 その因果の基礎状態を、「般若経」で「空」と表現し、固定的実体 
もしくは「我」のないことや、実体性を欠いていることを意味した。 そして、「空」の思想をさらに強調、発展させ「中論」を著わした人が、西暦１００年代に誕生した龍樹である。  
 

  「中論」を漢訳した人は、現代中国の最西部、旧ソ連に近い新疆ウイグル自治区内に所在した亀茲（きじ）国の鳩摩羅什（350年頃～４１０年頃）である。 その「中論」を所依として 
禅観につとめ、「一心三観」を悟ったとされる中国南北朝時代の北斉の僧、天台宗初祖となる人が慧文である。 その孫弟子が中国天台宗の実質的開祖の天台智顗で、隋の皇帝  
煬帝(ようだい)も 帰依した。 ちなみに我が倭国は、煬帝在位中に遣隋使を４回派遣している。第二回遣隋使（607年）では、「日出處天子致書日沒處天子無恙」（日出づる処の天子、 
書を日没する処の天子に致す、恙無しや）の有名な書き出しで始まる国書が倭王から送られ、東夷の島国の王が「天子」を称し、没落を意味する「日没處天子」という語句に煬帝は 
立腹した。 しかし、当時、隋は高句麗遠征を控えて外交上倭国との友好関係を必要と判断、裴清を倭国へ派遣している。 あの聖徳太子の時代である。  
一方、龍樹と日本仏教との関係は強烈であり、八宗（大乗仏教）の祖師と称され、真言宗では八祖の1人、浄土真宗の七高僧の第一祖とされる。   

  インドの大乗仏教祖である龍樹の思想を、中国の天台智顗が、より現実、実用的な思想に飛躍させた。 なぜなら、当時の中国、漢国には北方胡族が侵入、南北朝といわれる乱世にあり、
その梁の高官を父に持つ天台智顗は、梁、そしてのちには陳と二回の亡国に遭遇した。 もはや現実を直視せざるえず、「空」を限定し、現実の「仮」を受け止め、そこから「中」を思想した。  

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

合理・現実主義的  受容 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

怨霊・地獄 
排他・排斥 村・族 統制排除 一揆 負の反応 

諸道 芸事 職人 神仏習合 複合様式 阿弥陀・浄土信仰 

薬師・観音信仰  

和合 と 創造 

修業至悟 仏性自覚 巨木信仰   平等思想 ・ 慈悲 

祖霊信仰 
穢れ 禊ぎ・祓え 
タマ・モノ 
氏族・家 
現世と来世 
輪廻転生 
繋がるモノ 
 木 鳥  
 使いのケモノ 
 呪文 お告   
 言葉 歌謡 踊り 
 無常 口称念仏  

娑婆の世界観  
三法印 

四諦   
   苦諦  
   集諦  
   滅諦 
 

   道諦 
八正道 

   

   

龍樹 の「中論」 

 全ては、「無自性」（無我・空）であり、「仮名（けみょう）」「仮説・仮設（けせつ）」に過ぎない、 
事象的・概念的な「相互依存性、相対性」に注目した思想で「縁起」「無自性（空）」とした。 
龍樹の「中論」「十二門論」 提婆の「百論」の教えを中心とした論が、三論宗と呼ばれた。 
 

天台智顗  の「三諦円融」     「中論」と「法華経」から教義を体系 

 「三諦」とは、「空諦」「仮諦」「中諦」の三つの諦（真理）である。 
 「空諦」とは「一切皆空」の真理。 全ての存在は相互依存的で縁起的な存在 
であり、不滅の実体はなく、滅び去ってしまう。 そのことをしっかり認識していな 
いと、我執に囚われて、煩悩の苦しみから逃れることは出来ない。  
しかし「空諦」に固着しすぎるのも問題で、全てが空で虚しいものだという思い 
に囚われて、物事の素晴らしさを味わい、生命の喜びを感じることができなく 
なってしまう。 
  そこで智顗は、「仮諦」つまり全ての物事に法の現れを見出し、その素晴らし 
さを味わうことを正しいとする立場を取り上げた。 そうしてこそ、我々は生命の 
喜びを感じ取ることができる。 しかしまた、「仮諦」に固着しすぎると、物事が 
全て無常だという真理を忘れてしまい、我執に囚われるようになる。 
 

   「空諦」と「仮諦」のいずれにも固着しすぎないようにするのが正しいというのが「中諦」である。 
またこれも固着しすぎるとバランスを取ることに気が取られてしまい、「空諦」も「仮諦」も中途半
端になってしまう。 したがって、真理は、この三つの真理をそれぞれ限界づけ（＝批判）し、 
調和的に融和することが大切だと 「三諦円融」の思想を となえた。 
 

つまり、日本文化の原理とした各思想とは、以下の通り、照合できる。 
「循環思想」は、「空諦」 因果で縁起し、具体化する輪廻を意識した 循環の世界 
「現利思想」は、「仮諦」 現実、生きて煩悩、苦楽を伴う事を意識した 現利の世界 
「和合思想」は、「中諦」 空諦と仮諦、循環と現利に偏重せず中庸を意識した 和合の世界 
日本仏教が、龍樹の「中論」を前提に、天台智顗  の「三諦円融」 を受け入れ、他国では断絶し
たその信仰を継承した理由が、この一致にある。元来、その思想を受容できる文化なのである。
そして、日本浄土信仰、禅宗、日蓮宗などを 創造した 原理と考えざるえない。 

空諦 中諦 仮諦 

心と体の変化 
十二因縁  

仏教世界 

天台智顗像 
一乗寺 

（兵庫県加西市） 
奈良国博寄託 

11世紀 

 
奈良国博 
平安時代 

自然共生・原生思想 

マナイズム  見えない チカラ   
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僧侶自身の立場 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より 

自然神 （山・海・水）  精霊信仰 

自然共生・原生思想 

              

無差別 の立場 
 

一遍 

浄土極楽往生 

法然 

救済僧 の立場 

親鸞 

大衆の立場 

民間 祭祀 体制 祭祀 

皇祖神 

天皇・貴族権威 鎌倉 武家権威 

道元 

改革僧 の立場 

栄西 

園城寺 円珍 
天台寺門派 （ 真言密教 ） 

比叡山 円仁 
天台山門派  

慈円 

法相宗  
貞慶 

華厳宗  
明恵 

革新僧の立場 

日蓮 

浄土宗批判 ～  
神祇批判へも 護法神容認 ～  

神祇批判へも 

王法護国 戒律重視 

遊行 （空間） 

只管打坐 （時間） 

大衆への意識 

無差別 の立場 
 

空也 

  空也から一遍に至る、平安・鎌倉時代の仏教思想について、再検証したい。 
わが国、古代からの歴史的には、自然の下、八百万の神への信仰から、聖徳太子の「一切衆生成
仏」で仏教へ転化された。そして、天台本覚の「草木国土悉皆成仏」を経て、親鸞における「善人悪
人正機（信心為本）」から「自然法爾」へと、神や弥陀仏の下の人間の存在、平等が思考された。 
  それはまた、平安の空也を起点に、鎌倉の一遍を一応の決着とする超体制的宗教、大衆的神仏
習合、無差別思想への成立過程と考える。 わが国、神仏信仰のおける和合思想の主軸となる。 
 

  日本天台の法華経を主に、禅・戒・念仏・密教の四宗兼学の延暦寺を起点に、源信「観想念仏」
から、法然・親鸞の「口称念仏」浄土信仰の宗派へ。 他方、奈良時代の道昭により招来されていた
「禅」については、同じく延暦寺から、栄西による密教融和、臨済の体制宗教化と、道元による曹洞
の自然清浄的宗教化への発展がある。 その中でも、親鸞と道元は、徹底した日常と非日常で一見
対極するが、実は日本的で真摯な現実主義の体現者として、均衡を成していると考える。 天台智
顗の「三諦円融」に例えるなら、親鸞が仮諦、道元が空諦、中諦が一遍となるかもしれない。 
 

 浄土信仰の宗派教団成立。その草創には、大乗仏教の二つの課題打破が必要であった。  
① 衆生救済において、『仏説無量寿経』で念仏往生の願とされる第十八、「唯除五逆誹謗正法」の
課題。 （五逆とは、父を殺す・母を殺す・阿羅漢「尊敬されるべき修行者」を殺す・仏身より血を出だ
す・和合僧「仏法を聞くために集まった仲間」を破る、の五つ）  ② もう一つのは、大乗仏教の一
乗思想による法華経「一切衆生悉有仏性」 （如来蔵思想）の課題である。  
 つまり、①特に悪人（特に親殺し）は救済されないのか？ ②本来仏性があるのに、なぜ修業が必
要なのか？倫理は不要か？ という疑問である。 
 ①について、法然は「観無量寿経」を根拠にその回答を「選択本願念仏集」で試みた。さらに徹底
した親鸞は、「無量寿経」の十七願などから口称念仏を、「涅槃経」からは懺悔による救済を、そして
天親の「無量寿経優婆提舎願生偈」（浄土論・往生論）、曇鸞の「浄土論註」を根拠に、「往還廻向」
往生者によるこの世での救済を見いだし、「教行信証」で提示した。 
その決意は、道綽、源空〈法然〉由来の「綽空」から、天親、曇鸞由来の「親鸞」に名を変えた。 
 ②について、栄西は、持戒衰退の世相を批判し文治主義であった南宋より臨済禅を招来した。 

武家の新興宗教政策を背景に庇護を受け、禅を体制宗教である台密・東密の基礎と説き、王法護
国をもたらすと「興禅護国論」を著わした。 しかし、その課題に没頭したのは道元である。  

道元は、南宋の如浄から「心塵脱落とは坐禅なり。ひたすらに坐禅するとき、五欲（煩悩）を離れ、五
蓋（煩悩）を除くなり」と説かれ（『宝慶記』）、「身心脱落」すなわち自我意識の除去と解釈、それが坐
禅の境地であり「只管打坐」となる。 「正法眼蔵」で、煩悩世俗を無仏性とし、無常観を持つことで
倫理努力をなし、身心脱落によって本源（道元の師、天童如浄の境地）に至るとした。 

つまり、逆に大乗仏教の「一切衆生悉有仏性」 の問い直しから入り、その原点的な思考は自然や
時間の中の意識に及んだ。  

 末法思想、浄土信仰や禅を否定した人が、日蓮である。 正法「法華経」による治世を説いた「立
正安国論」そこに「二乗作仏と久遠実成」、つまり万人平等救済の慈悲と、現世肯定永遠論を見出
だし、北条時頼に直訴した。 すでに承久の乱を過ぎて武家時代、信仰の乱立状況。 道元とは異
質な原点思考が、日蓮を宗教的闘争に駆り立てたと考える。 
 一遍は、その最後に登場した。 天台・真言のあとの空也、浄土・禅・日蓮のあとの一遍。 
鎌倉中期の、貴賎・神仏の差別を超え、超宗派的な信仰・活動は、あまりに日本的な思想である。 

その証拠に、空也は宗派にならず、また一遍の時宗は他の宗派と比較し大きくは成長しなかった。 
あまりに日本的な思想は、我が国に同化したと考える。 
 一遍は、信濃善光寺の「二河白道」で感得し、念仏三昧の末に十一不二頌（じゅういちふにじゅ）を
著わした。 「十劫の遠い昔、法蔵菩薩が悟りを得て仏になった、これが十、衆生がただ一遍のお念
仏で往生する、これが一である。そこには生もなければ死もない。弥陀の国とこの世とは一つのも
のであって法会(ほうえ)の席には仏も衆生も同じ時、同じ場所に坐っている」これが十一不二頌と呼

んでいる偈である。このように阿弥陀仏の悟りと衆生往生とは一つもので不二というのが、一遍上
人の得た十一不二偈（教え）である。  

その後、浄土の聖地となっていた紀伊熊野社で、「信不信を問わず、浄不浄をきらわず、念仏札をく
ばるべし」の神託を受け、念仏遊行が始まる。 

源信 

「往生要集」 

建久10年（1199年）北条義時 
源頼朝100日法要導師 

八幡神  

建仁2年（1202年） 源頼家の外護 
により建仁寺建立。  

自然への意識 

平安仏教 （ 天台 ） 

熊野神  

松尾 大山咋神  

観音信仰  

悪人正機 
二種廻向 

道昭 
最澄 

禅の招来 

天台・真言・禅兼学 
武家・貴族権威との融和 

戒律重視 

和合思想 

既存体制 
の立場 

新興体制 
の立場 

日常へ 

非日常へ 

現利思想化 

鎌倉 
時代 

政教分離 
現世平等 

聖徳太子 （ 法華経 ）  大乗一仏乗教 一切衆生(すべていきとし生きるもの)成仏 

安然・良源 「草木国土悉皆成仏」 

顕密仏教 
大衆支配 
政治経済 
祈祷・呪祚 

（ 継承 ） （ 新規 ） 
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（ 興正派より独立 ） 
真宗佛光寺派  
佛光寺 
京都市下京区 
十四代 経誉を宗主 
    ・ 
    ・ 
    ・ 
天正14年（1586） 
豊臣秀吉の懇請で 
寺基を五条坊門の 
龍臥城（現地）に移す 

西山派 

西山義（大宰府） 

記主  良忠 

「浄土大意鈔」他 

『顕浄土真実教行証文類』 
（略名 『教行信証』） 
 「正信念仏偈」『教行信証』の「行巻」 
末尾、七言百二十句の偈文 

                     

源信 

良忍 

叡空 

『往生要集』 

「融通念仏」創始 大原声明完成 称名念仏 

『往生要集』講義 
 大乗戒律 黒谷流祖、密教 

聖光房 弁長 源智 証空 隆寛 長西 幸西 

多念義 一念義 西山義 鎮西義 九品寺義 大谷門徒 紫野門徒 

湛空 

嵯峨門徒 

信空 

白川門徒 

1230年頃 
賀茂社神宮寺移転 
後醍醐天皇寺号下賜 
  1331年百万遍知恩寺 ※ 知恩院再興 
 

＊西福寺（岡崎）法然阿弥陀仏 

久留米 光明寺 
（現 善導寺） 

西山善峰寺北尾往生院 
（三鈷寺） 

九品寺 長楽寺（天台）入山 
 最澄延暦寺別院 
時衆  国阿により 
七条道場 金光寺統合 

二尊院入山 再興 
（天台 円仁開山） 

西山浄土宗 浄土宗禅林寺派 浄土宗西山深草派 

光明寺 禅林寺（永観堂） 誓願寺 
建久九年(1198年)創建 
熊谷直実法力房蓮生 仁寿3年（853年） 

空海高弟、真紹、真言宗 五智如来本尊建立 
貞観5年（863年）清和天皇「禅林寺」寺号公認 
延久4年（1072年）中興祖 7世永観  

嘉禎元年（1235）頃、浄土宗へ 17世浄音 

良源 １８代天台座主  「草木国土悉皆成仏」慈恵大師「元三大師」 

聖達 

一遍 

他阿弥陀仏 
（時衆二代） 

仙阿弥陀仏 作阿弥陀仏 
聖戒 

他阿弥陀仏 浄阿弥陀仏 解意阿弥陀仏 

宝厳寺 
「奥谷道場」 
（愛媛） 

金光寺「市屋道場」 
（京都市下京） 
末寺  西蓮寺 
二寺とも 空也開山～939年 

歓喜光寺「六条道場」 
（京都市山科） 

王阿弥陀仏 

新善光寺 
（滋賀県長浜） 

「一遍聖絵」詞書 （画僧 円伊） 

他阿弥陀仏 
（時衆四代） 

法然房 源空 

親鸞 

浄土宗総本山 

信慧 

無量光寺 
（神奈川） 

清浄光寺「遊行寺」 
（神奈川）「遊行派」 
現 時衆総本山 

金蓮寺 
「四条道場」 
（京都市北区） 

新善光寺 
（茨城） 

 円珍 ５代座主 智証大師 天台寺門派 園城寺  

 円仁 ３代座主  慈覚大師  天台山門派  

最澄 伝教大師 

延昌  
１５代天台座主  

玄昭 

源光・皇円「扶桑略記」 
南宋 
虚庵懐敞 

栄西 

南宋 
天童如浄 

天台座主公円 
園城寺公胤 

道元 

建仁寺  明全 

延暦寺、吉備安養寺
などで天台宗教学・
密教を学ぶ 
行法 葉上流を興す 

「正法眼蔵」 
「永平廣録」 

「選択本願念仏集」 

 『歎異抄』 唯円？ 

真宗興正派  
興正寺 
京都市下京区 

元応2年（1320年） 
第7世了源、開創 
山科から東山七条へ
十四代 蓮教 
蓮如に帰依 
山科西野「興正寺」 
    ・ 
永禄12年（1569） 
顕如次男顕尊が入寺
石山本願寺脇門跡へ 
後、本願寺と現地に  

第二世 真仏 

第八代宗主 蓮如 

『入唐求法巡礼行記』 

『行歴抄』 

当麻寺「観経曼荼羅」流通 

末娘  
覚信尼 

顕智 

親鸞直弟子 親鸞随
行京に戻る 真仏が
没後 1258年（正嘉2
年）真宗高田派本山 
専修寺3世 覚信尼を
助け大谷廟堂造営 

真仏（親鸞弟子 栃木） 
真宗高田派 専修寺 
高田本山 三重県津市 

性信（親鸞弟子 茨城） 
真宗木辺派 錦織寺 
滋賀県野洲市 

福井県 
真宗出雲路派 毫摂寺 
真宗誠照寺派 誠照寺 
真宗三門徒派 専照寺 
真宗山元派   證誠寺 

真宗十派（真宗教団連合） その他 

二十四輩 （関東） 

十一代宗主  顕如 

浄土真宗本願寺派   
准如  西本願寺 

真宗大谷派   
教如真宗本廟 
東本願寺 

下り藤 

証如、顕如  
九条家の猶子 教如 近衛前久の猶子に 

抱牡丹 

知恩院 ※ 
吉水草庵が起源 
源智 文暦元年（1234）法然廟堂再興し、
大谷寺に。天正3年（1575） 正親町天皇 
浄土宗本寺として承認 徳川家庇護 

1175年（承安5年）金戒紫雲山光明寺 比叡山黒谷の所領 叡空入滅時、黒谷本房と白川本房を法然へ、 
建暦2年（1212）入滅後 信空へ譲渡。 後光厳天皇より「光明」下賜 東山天皇 元禄10年（1697）「円光大師」下賜 

浄土宗 1175年（承安5年）法然、叡山「報恩蔵」より下山 

（金戒）光明寺※  叡空入滅時、比叡山黒谷本房と白川本房を法然へ、法然入滅時、信空
へ譲渡された白川本坊は、紫雲山光明寺に改称。 （ 後光厳天皇より「金戒」下賜 ）  

やがて東山吉水に移り念仏を宣揚。４３才より、７５才（承元元年）（１２０７）住蓮・安楽の法
難による讃岐流罪まで３０数年、吉水草庵 (安養寺)で念仏興行。同地より知恩院も起源 
清浄華院（しょうじょうけいん）※ もとは、貞観2年（860）、円仁が清和天皇の勅願により宮
中に建立した仏殿･禁裏内道場として発足、当初は天台・真言・仏心・戒律の四宗兼学道場。 
後白河・後鳥羽・高倉天皇の三天皇に授戒した法然が、功績により当院下賜との伝承。 

天正13年（1585）現地移転。 < ※：浄土宗 京都四ヵ本山 > 

別府通広（如仏） 

杏葉 
（ぎょうよう） 

浄土宗宗紋 
 (月影杏葉  
ぎょうよう )  

五七桐(総持寺) 
・笹竜胆(永平寺) 

延暦寺 三諦星 

増上寺（東京都） 光明寺（鎌倉） 善光寺大本願（長野） 
浄土宗捨世派 本山一心院（京都市東山区） 

大本山 

国阿弥陀仏  
「霊山派」 
正法寺 
（京都市東山区） 

空也 

実如 

証如 
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室町・戦国時代 後土御門天皇から後柏原天皇へ 阿弥陀仏への願い  
  「応仁の乱」により、公卿は地方に離散、朝廷の財政は窮乏し、天皇の権威も地に落ちた時代だった。天皇は、財政難で廃絶した朝廷の儀式の復興に力を入れる反面、戦乱や疾病
に苦しむ民を思い続け、阿弥陀仏に祈願した。 創建並びにその当時にも天皇と関係の深い、浄土宗寺院から辿る。 平安時代、天台宗など密教中心とした「天皇の信仰」が、室町から
戦国へ、戦乱苦境窮状な情勢が深まり信仰する仏が、しだいに「選択」されてゆく姿がわかる。 浄土宗も、それまでの主流であった他宗内兼学や院から、「浄土一宗寺院」が誕生した。 
  その歴史の背景に、後花園天皇と後柏原天皇の生母や本願寺第十一世顕如の生母出自でもある庭田家の存在もあった。 後柏原天皇は、本願寺九世実如とも関係をもち、当時の
浄土信仰や、のちの宗勢拡大の政治的発端が伺える。この時代の末、天正3年（1575） 知恩院は、第106代天皇、正親町天皇より浄土宗本寺としての承認を受けることになる。 
 

「報恩寺」  叡尊（1201～1290）開基の天台宗「法音寺」として創建、現在の御所内、有栖川宮邸跡、一条高倉に位置し、朝廷崇敬が伺われる。 鎌倉時代、快慶作の阿弥陀如来を本尊に 
天台浄土兼学となる。室町時代中期までは八宗兼学の寺院に、その間、「法園寺」に改称される。 文亀1年（1501）後柏原天皇の勅旨で、慶誉明泉和尚が再興、浄土宗寺院となり、浄住 
寺に伝来していた仏牙舎利、弥陀三尊、枕箱浄土変相、千体地蔵尊、のちに「鳴虎」と呼ばれる絵画を下賜される。翌年、天皇より扁額を賜る。 天正年間（1573～92）、秀吉により現在地 
に移った。天正15年（1587）伽藍完成。  後柏原天皇から直系四代後となり、聚楽第に行幸した御陽成天皇（最後の火葬天皇）から、「祝賀御消息」や 六字名号「南無阿弥陀佛」が下賜。 
  叡尊は、文永10年（1273）弘安4年（1281）元寇の際、亀山天皇勅命などにより、伊勢神宮、石清水八幡宮に、国家鎮護祈願。 戒律重視し西大寺復興、四天王寺別当就任もなした。 
宇治橋修築、橋南方の浮島に十三重石塔婆建立など社会的事業に貢献した高僧。正応3年（1290）西大寺で示寂。行基菩薩先例より正安2年（1300）伏見上皇院宣で興正菩薩尊号下賜。 
 

「清浄華院（しょうじょうけいん）」 貞観2年（860）、円仁が清和天皇の勅願により「宮中に建立した仏殿･禁裏内道場」として発足、当初は天台・真言・仏心・戒律の四宗兼学である。 
後白河・後鳥羽・高倉天皇の三天皇に授戒した法然上人が、功績により当院下賜との伝承。 14世紀中頃、土御門東洞院殿や室町第に近い土御門室町に移転、政治文化の中心地に 
伽藍を構えた。立地も幸いし室町時代には皇室や公家、幕府や武家の帰依を受ける。特に、第101代天皇、称光天皇 と足利義教より篤い帰依を受けた佛立恵照国師等凞は、鎮西派 
浄土宗初の香衣と国師号の勅許を得た。称光天皇の臨終善知識を務めた功績と、清浄華院が伝える円頓戒脈と鎮西派法脈が正統評価による。天正13年（1585）現地、御所東方の移転。  
 

（鎌倉）「天照山蓮華院 光明寺」 1243年、 良忠上人が、鎌倉幕府第四代の執権、北条経時公の帰依を受け開山。 第五代執権、北条時頼はじめ歴代執権の帰依をうけ、七堂伽藍を整え、 
関東における念仏道場の中心となった。 1459年、後土御門天皇より、『 関東総本山 』の称号を受け、国と国民の平安を祈る勅願寺となった。 
 

・  第103代天皇、後土御門天皇（在位 寛正5年（1464） - 明応9年（1500））。文明2年（1470年）まで後花園上皇による院政が行われた。 天皇は敬虔な仏教徒であり、 
貧窮は自分の罪障が原因と考えて、阿弥陀仏の慈悲に希望を託し、和歌を詠じた。 「誓ありと 思ひうる身に なす罪の 重きもいかで 弥陀はもらさむ」 
寛正5年（1464年）後花園天皇の譲位を受け践祚。その後ほどなく文正2（1467）年、応仁の乱が起き、寺社や公卿の邸宅は焼け、朝廷の財源は枯渇し衰微した。乱から避け、 
足利義政の室町第に10年の間、避難生活を強いられた。乱の終結後、朝廷の古来儀式復活に熱意を注ぐ。 
「明応の政変」 (細川政元の足利義澄将軍擁立事件 足利義材に対抗し、10代将軍義材に不満を抱き始めた富子や赤松政則、伊勢貞宗を抱き込みクーデターを決行。 清晃を還俗さ
せて改名１１代将軍足利義澄（よしずみ）となった)に憤慨し一時は譲位を決意するが、老臣である権大納言甘露寺親長の諫奏によって取りやめる（『親長卿記』明応2年4月23日条）。 
その背景には、朝廷に譲位の儀式のため費用がなく、政変を起こした細川政元にその費用を借りるという矛盾に陥る事態を危惧したとも言われている。 後土御門天皇は5回も譲位しよ
うとしたが、政権の正統性を付与するよう望んでいた足利将軍家に拒否された。明応9年（1500）崩御、享年58。葬儀の費用もなく、40日も御所に遺体がおかれたままだった。このことは
近衛政家による『後法興院記』の明応9年11月11日条に「今夜旧主御葬送と云々。亥の刻許（ばか）り禁裏より泉湧寺に遷幸す。（中略）今日に至り崩御以降四十三日なり。かくの如き
遅々、さらに先規あるべからず歟（か）。」と記される。 後土御門天皇は、浄土信仰篤く、日蓮宗僧侶に対しては朝廷行事任官を禁じていた。  
・ 第104代天皇、後柏原天皇（在位：明応9年（1500） - 大永6年（1526））明応9年（1500）後土御門天皇の崩御を受け践祚。しかし、応仁の乱後の混乱で、即位の礼をあげるまで21年待
つほど、朝廷財政は逼迫していた。 11代将軍・足利義澄が参議中将昇任のために朝廷に献金し天皇即位の礼の費用とすることを検討したが、管領細川政元が「末代の今、大がかりな
即位礼など無駄なことだ」と反対し、献金は沙汰止みとなる（『大乗院寺社雑事記』（尋尊大僧正記）文亀2年条）など、主要な献金元である幕府や守護大名も逼迫しており資金は集まら
ず。調達の為に朝廷の儀式を中止するなど節約、幕府や本願寺九世実如(蓮如の五男)の献金、（日蓮宗 椿阿弥奔走で丹波・摂州段銭、椿阿弥は僧正「日了」に）をあわせることで、即
位22年目の大永元年（1521）即位の礼を執り行うことができた。ただし、この時も直前に将軍足利義稙（よしたね 10代将軍義材よしきの再任）が管領細川高国と対立し京都出奔して開
催危機に。義稙出奔に激怒した天皇は即位の礼を強行（『二水記』永正10年3月条）、警固の責任を果たした細川高国による義稙放逐と足利義晴擁立に同意を与えることになった。  
  父の後土御門天皇と同様に、後柏原天皇も敬虔な仏教徒だった。仏教に帰依し、1525（大永5）年の疱瘡大流行時には自ら筆をとって「般若心経」を延暦寺と仁和寺に奉納した。貧窮
は自分の罪障が原因と考えて、阿弥陀仏の慈悲に希望を託した。 後柏原天皇は、「心だに 西に向はば 身の罪を 写すかがみは さもあらばれ」と、和歌を詠じた。 
 

庭田家（にわたけ）は、宇多天皇の系統である宇多源氏の流れを引く堂上家（堂上源氏）。左大臣源雅信の子孫経資（正二位・権中納言）（1241年 - 没年不明）を祖とする。綾小路家の祖信有（正二
位・権中納言）（1269年 - 1324年）は経資の弟に当たる。 家格は羽林家。鎌倉時代末期から南北朝時代の庭田重資（1306年 - 1389年）以降、権大納言を極官とする。代々の庭田家の女子は、皇室
及び伏見宮家に仕え、親王を産むこととなる。後花園天皇及び後柏原天皇の生母（庭田幸子、庭田朝子）はそれぞれ庭田家の出身である。 戦国時代には本願寺顕如の生母を出した事から、本願寺
（一向一揆）と諸大名の仲介役を行った事がある。家業は神楽。 
 

顕如 天文12年1月7日（1543年2月20日）、本願寺第十世・証如の長子として誕生。母は庭田重親の娘・顕能尼。 天文23年（1554年）、証如39歳の死により12歳で本願寺を継職し、祖母・鎮永尼の補
佐を受けて教団を運営した。 弘治3年（1557）、六角定頼の猶子の如春尼と結婚した。如春尼の実父は三条公頼だが、本願寺との縁戚関係の構築を望む細川晴元の意向により、晴元の猶子となった。
その後、六角定頼の猶子となる。如春尼の実の姉は武田信玄の正室・三条夫人で、信玄と顕如は義兄弟にあたるが、のち敵対する。 
顕如の時代、本願寺教団は、証如の時代以来進めてきた門徒による一向一揆の掌握に務める一方、管領の細川家や京の公家との縁戚関係を深めており、経済的・軍事的な要衝である石山本願寺
を拠点として、主に畿内を中心に本願寺派の寺を配置し、大名に匹敵する権力を有するようになり、教団は最盛期を迎えた。 
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「日本文化の原理」 から解釈した 日蓮・一遍までのアプローチ  

                 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

神・仏・儒 一致 

法華経 大乗一仏乗教 自然調和 

自然真理 思想 

聖徳太子 

空海 

法然・親鸞 

「草木国土悉皆成仏」 安然・良源 

栄西・道元 

無差別  空也 

「神の思想」  
死後、万人 神となる 

「仏の思想」  
万人 浄土仏性 

万人祖霊 

無差別  一遍 

宗教思想の時代 

自然宇宙の真理 

自然無差別 

道昭・行基 救済の実践 （ 万民布教 ） 

最澄 法華経一乗思想 

神・仏・儒 一致 

禅 浄土系思想 

日本的情性 日本的知性 

日本的霊性 

「純粋他力」と「大悲力」 
外なる般若の自覚 

「般若と大悲」 
内なる般若の自覚 

自然なる 
万人浄土 

内なる自然 
万人仏性 

  日蓮宗は、鎌倉中期、日蓮を開創とする一宗派。 日蓮は、「法華経」が末法の時代の衆生を救う経典であるということを、「教・機・ 
時・国・序」の「五義」によって示し、「法華経」の教えを説いた三大秘法(本門の本尊・本門の題目・本門の戒壇)をも明らかにし、信者個人
だけではなく、社会や国家も救われると説いた。 法華宗ともいう。 
  日蓮は、1245年から比叡山、三井寺、薬師寺、仁和寺、高野山、東寺などで時代を学んだ。禅が公認され、建長寺創建された年、
1253年に東海に戻る。 1257年から翌年、地震・暴風雨・飢饉・疫病など災害が相次ぐ。 
1260年、正法「法華経」による治世を説いた『立正安国論』を著し、北条時頼に直訴した。 この末法を「法華経」流布、受難の正機とみた。 
そこに「二乗作仏と久遠実成」、つまり万人平等救済の慈悲と、現世肯定永遠論を見出だした。 そして、根本尊重主義から、釈迦以外の
如来を祀る 法然浄土宗を糾弾。 また、「合理・現実主義的  受容」として、「題目」による易行化にも対応した。すでに承久の乱を過ぎて
武家時代、信仰の乱立状況。 親鸞や道元とは異質な原点思考が、日蓮を宗教的闘争に駆り立てたと考える。 『開目抄』で、法華経の
行者としての信念を固め、禅宗も批判、『撰時抄』ではさらに真言宗を批判している。 「法華経への献身」は、「一切衆生のための献身」、
つまりは「慈悲」であり、その点で、浄土・禅と共通する。 和辻哲郎先生は、著書『日本倫理思想史』の中で、当時の東国「武者の習い」と
しての「報恩奉公の思想」との、密接な連携を指摘されている。 
 

 「日本文化の原理」による日蓮の位置付け、並びにそこから解釈できる当方追論を示す。 
  日蓮の宗教思想的意義は、「法華経」への明瞭特化、原点回帰である。 聖徳太子の神仏儒思想の中の「法華経」、最澄の天台宗「四
宗兼学」戒律・密教・念仏・禅の中の「法華経」。 それぞれの時代に必要であった我が国特有の汎用多様の教え・信仰の中で、法華経は
中心的ではあったが、限定特化されてはいなかった。日蓮は、「法華経」に選択集中した意義がある。そして、聖徳太子から始まり、空也
から一遍、そして江戸時代の神仏儒一致への歴史において、鈴木大拙氏のいう日本的霊性「浄土系思想・禅」と並び、最後に信仰を各論
収斂、凝縮させた。 それらは、そのあとの「神仏儒一致」した多様的信仰文化へのエネルギーとなった。  

  法然や親鸞の浄土信仰は、「仏の下の人」とし、仏に対して人は平等無差別で、つまりは人の間に慈悲を実現する。 このように広く民
衆を意識し、受容されてゆく。 栄西は、「人の中の仏」を求め、即心是仏、心無所着、諸法空という深い原理に立つが、方便として「持戒」
を説く。 「絶対空」を、自己・主体性の中の「心」「我」と呼び、慈悲の行に徹し、強く道元に影響した。 
  栄西は、『興禅護国論』を著し、その第二「鎮護国家門」で、「般若（＝禅宗）は戒を基本としており、禅宗を奉ずれば諸天はその国家を
守護する」とした。 しかし、宗教的中心であった貴族社会では受容されず、新興を共通とした武家社会で、儒教を伴い受容されていく。 
法然『選択本願念仏集』は、建久9年（1198）、関白九条兼実の要請によって撰述されたが、栄西『興禅護国論』もその年頃に成立した。 
大乗仏教・天台から派生特化し、対称的に「他力自力」を説く二宗の著書が、同時期に誕生した。 「日本文化の均衡原理」が作用してい
る代表的事例である。  日蓮『立正安国論』が、それらと違うのは、完全なる非支配者の立場で、明確な意識を持って「国家救済論」を説
き、そこから慈悲の意義を得る、と説く事である。 
   

 弘安5年（1282）、日蓮が亡くなる前に日昭、日朗、日興、日向（にこう）、日頂、日持を本弟子とし、この六老僧を中心に教えが各地に広
められ、浜門流（日昭）、池上・比企谷門流（日朗）、富士門流（日興）、身延門流（日向）、四条門流（日像）、六条門流（日静）、中山門流
（日常）などにわかれた。  京都では、叔父の日朗に師事し、のち日蓮の弟子となった日像が、永仁２年（1294）に布教を始める。 その後、
他門流が加わり、南北朝時代には布教盛んとなった。 日像による、永仁2年（1294）妙法蓮華寺（のちの妙蓮寺）や、元亨元年（1321）、
妙顕寺建立から、日真の長享2年（1488）本隆寺建立に至り、日蓮宗「洛中二十一力寺本山」（現在は十六本山）と称される各本山が成立。 
正平７年/文和元年（1352） 山門西塔が祇園社犬神人に妙顕寺破却を命じた（妙顕寺は事前に京都退散 破棄回避） 理由不明 
                  同年、一向衆「仏光寺」に対しても破却を命じた 
嘉慶元年（1387） 応永20年（1413） 妙顕寺が、山門（延暦寺）により破却さる。 「月明が僧正に任じられた」ことに対する棄損、攻撃 
嘉吉元年（1441） 「嘉吉の乱」 赤松満祐が「恐怖政治」「政治不信」の足利義教を暗殺した。管領の細川持之らが討伐に向かう。  
                          この隙に、近江から山城の「嘉吉土一揆」へ、民間主導による初の徳政令発布 その混乱で五条法華堂も焼打 
寛正６年 （1465） 「本覚寺」の日住が、足利義政に「目安」訴状と、「妙法治世集」献上 『諫暁（かんぎょう）始末記』より 
           山門横川が延暦寺大衆「公人ならびに犬神人」に命じ段取するも、「本覚寺」に衆会談合し、山門奉行布施氏から足利 
           義政に上申、「御奉書」により山門による破却禁止。 （大谷本願寺は破却さる「寛正の法難」）蓮如は近江・越前へ 
寛正７年 （1466） 「寛正の盟約」 洛中諸寺「一致和睦」の契約状を結ぶ。翌年、「応仁・文明の乱」勃発。（本願寺が延暦寺西塔末に）  
文明元年 （1469）東塔から山門奉行に「法花宗」補縛要求があったが、東塔大衆反対。幕府公認「寛宥の儀」 乱後、寺院壇信徒急増 
文明９年（1477） 庭田家（のち後柏原天皇外戚）出身の「日応」が妙顕寺住持として僧正に、文明１６年（1484）までに、近衛家も壇信徒に 
明応２年 （1493） 「明応の政変」細川に対抗風聞された赤松が寄宿を試み、妙満寺檀那衆が武装し防戦。 
明応5年 （1496） 二条尚基も日蓮宗帰依。 宗旨の儀につき妙顕寺が妙覚寺住持に暴力。 明応9年 （1500） 後柏原天皇即位  
文亀元年（1501） 鷹司家より法花堂出家「妙法寺？」住持 財政苦境関白九条尚経,その甥、「日禘」がこの年までに立本寺住持に。  
文亀３年（1503） 「日禘」僧正に本国寺椿阿弥も僧正「日了」に （椿阿弥は、後柏原天皇「即位の礼」資金のため丹波・摂州より段銭）  
大永４年（1524） 延暦寺大衆が、前出日蓮宗内部抗争、僧正任官を批判   以下、本論『戦国の道程』に詳細         
天文５年 （1536） 「天文法華の乱」で、全山焼失。 天文11年（1542）後奈良天皇は法華宗帰洛の綸旨、室町時代末に再建が進む。 

法華経  二乗作仏と久遠実成 日蓮 

自然への回帰 
一体観念 

個人 

国家 

四宗兼学 
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妙顕寺（一時 妙本寺 四条門流 日蓮宗） 

妙覚寺（開山 日実） 

立本寺（開山 日朗 創建 日実  始め本応寺） 

妙蓮寺（派祖日隆 本門法華宗）  

本隆寺（派祖日真 法華宗真門流）  

(大妙寺)（妙顕寺塔頭から平成3年独立移転）  

(弘経寺) （堺移転後、明治28年（1895）愛媛へ移転） 

本圀寺  

宝国寺  

本禅寺（派祖日陣 法華宗陣門流）  

妙満寺（派祖日什 顕本法華宗）  

本満寺  

上行院（開山日尊） 

住本寺（開山日尊） 

要法寺（開山日尊） 
上行院・住本寺が合併建立 
(日蓮本宗本山） 

本法寺（派祖日親 日蓮宗）  

頂妙寺  

学養寺  

妙伝寺  

本能寺（派祖日隆 法華宗本門流）  

(本覚寺) - 文安元年（1444）妙覚寺9世日延開基  
                文正元年（1466）妙覚寺 に編入 

(妙泉寺) - 寺格は寂光寺合併継承 
       （顕本法華宗本山妙泉山と号す） 

赤文字 

「京都十六本山」 ( ) は、その後 廃絶等 

京都二十一ヶ本山 洛中法華21ヶ寺 

日朗門流(比企谷門流) 

日興門流(富士門流) 

日常門流(中山門流) 

日向門流(身延門流) 

日蓮┬日昭門流(浜門流)-----------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  ├日朗門流(比企谷門流・池上門流)-日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  │├日像門流(四条門流)--------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  ││├日隆門流---------------法華宗(本門流)、本門法華宗 
                                   ＝釈尊本仏、勝劣派 
  ││├日真門流--------------法華宗(真門流)＝＝釈尊本仏、勝劣派 
  ││└日奥門流---------------不受不施派、不受不施日蓮講門宗 
                                   ＝釈尊本仏、勝劣派 
  │└日静門流(六条門流)-------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  │ └日陣門流----------------法華宗(陣門流)＝釈尊本仏、勝劣派 
  ├日興門流(富士門流) 
  │├日目門流 
  ││ ├日郷門流 
  ││ │ ├小泉久遠寺--------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  ││ │ └保田妙本寺--------単立＝＝＝＝＝＝日蓮本仏、勝劣派 
  ││ └日道門流(石山派)------日蓮正宗＝＝＝＝日蓮本仏、勝劣派 
  │├日代門流(西山派)---------法華宗興門流＝＝日蓮本仏、勝劣派 
  │├北山門流(談所派、大坊派)--日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  │└日尊門流(要山派)---------日蓮本宗＝＝＝＝釈尊本仏、勝劣派 
  │               └日蓮宗＝＝＝＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  ├日向門流(身延門流) --------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
  └日常門流(中山門流) --------日蓮宗＝＝＝＝＝釈尊本仏、一致派 
    └日什門流のうち妙満寺-----顕本法華宗＝＝＝釈尊本仏、勝劣派 

                 

霊跡 

霊跡 

由緒寺院 

由緒寺院 

由緒寺院 

由緒寺院 

 日像 五条西洞院（中京区）の酒屋柳屋仲興法実が帰依、永仁2年（1294）その夫人（妙蓮法尼）によって邸内に妙法蓮華寺建立。  
     後に荒廃、応永年間（1394-1428年）、日慶が四条大宮に再興し妙蓮寺と号す。公家の庭田重有の子・日応を住持に迎えた。 
     元亨元年（1321）、後醍醐天皇より寺地下賜され、御溝傍今小路（上京区）に妙顕寺を創建。建武元年（1334）勅願寺になる。 
     暦応4年（1341）四条櫛笥（四条大宮付近）に寺地を移した。嘉慶元年（1387）山門により破却されるが、明徳4年（1393）、三 
     条坊門堀川（二条城南東付近）に再興、寺号を妙本寺と改めた。応永20年（1413）、妙本寺は再度山門により破却される。 
     この時、5世月明は丹波に避難していたが、留守を守る納所（会計）責任者の妙光坊は、帰京遅い月明と諍う。 
     妙光坊は公家より日実を立て、壇徒 小袖屋経意の支援を受け、山門により破却された妙顕寺の旧地（四条櫛笥）に、応永 
     23年（1416）本応寺（のち立本寺に改称）建立。一方、妙本寺5世月明は五条大宮に妙本寺を再興 （後に妙顕寺に復称）、 
     本応寺と対立した。      
 日尊 日興の弟子。諸国を遍歴し、延元元年/建武3年（1336）弟子日印を呼び六角油小路に法華堂（後の上行院、要法寺）を開く。 
     正平17年（1362）、日尊のもうひとり弟子、日大は冷泉西洞院に法華堂を建てた。これが後の住本寺である。 
     天文19年（1550）日辰が合併し、要法寺とする。  
 日静 足利尊氏の叔父にあたる。本国寺（現在は本圀寺）が、日蓮が鎌倉松葉ヶ谷に法華堂を構えたことから始まると伝えるが、 
     貞和元年（1345）光明天皇より日静が寺地を賜り、六条堀川に移転した。光圀から字贈 1971年（昭和46年）、山科に移転。 
 日実 日実はもと妙顕寺の僧であったが、教義や後継問題をめぐる寺内の意見対立のため同寺から離脱し、小野妙覚の外護に 
     で永和4年（1378）四条大宮に妙覚寺創建。 狩野永徳たちは、有力壇徒となり、洛中洛外図に描く。       
 日什 天王寺屋通妙の外護で、六条坊門室町（下京区）に法華堂建立が草創。康応元年（1389）伽藍整備し、妙満寺と号した。 
 日陣 もと本圀寺に属したが、法兄の日伝との宗論の後、本圀寺を離脱し独立した応永13年（1406）、四条堀川に本禅寺創建。 
 日秀  関白・近衛道嗣の子。 本圀寺から分立し日持を崇敬開山として、応永17年（1410）本満寺開基。 
 日隆 日深を師として出家。妙顕寺4世日霽に師事。法華経に関し同5世月明と対立。妙本寺を退出。応永22年（1415）小袖屋宗 
     句の寄進により、本応寺（現・本能寺）を建立。 
 日親 中山法華経寺（千葉市川）から応永34年（1427）上洛、各地布教。同流破門後、永享8年（1436）再び上洛、本法寺を開く。 
 日祝 下総国（日國の弟子で日常六世に当たる）檀越の細川勝益から寺地寄進を受け、文明5年（1473）頂妙寺を開山した。 
 日意 文明9年（1477）、一条尻切屋町に妙伝寺を建立。師の日朝とはかり日蓮の御真骨を奉安、「西身延」と称される。   
 日真 妙本寺の日具に師事するが、法華経の解釈について論争があり、妙本寺を出て、長享2年（1488）本隆寺を建立した。 
妙顕寺、妙覚寺、立本寺の三寺で「龍華の三具足（みつぐそく）」と呼ばれている。 
 
 

宥清寺 昭和21（1946）本門佛立宗創立 
延慶元（1308）、日弁が上洛、藤原定家 
旧邸の寺化が青柳山本門寺起源 

日親 
 流行病に凶作と、経済的苦境から1426年近江馬借暴
動、1428年正長から永亨の我が国初の土一揆は、山崎、
山城、大和、河内から近畿一円に拡大した。また、同年
後花園天皇即位をめぐり、両統迭立を反故にされた後
南朝が反乱。足利義教は強引に北朝即位を進めた。 
 日親は、永享11年（1439）足利義教に直訴し諌暁を図
る。「世の中が乱れているのは法華経を信仰していない
から」と説いた。驚いた幕府は諌暁を禁止する。それで
も日親は諦めず、翌年、諌暁書「立正治国論」を著した
ため怒りに触れ寺を焼かれ投獄さる。 
嘉吉元年（1441）、赤松満祐の謀反で足利義教が暗殺さ
れたことで日親は赦免される。赦免後、獄中で知り合っ
た本阿弥清信の帰依を受け、後に本阿弥家の菩提寺と
なる。本阿弥清信は、光悦の曾祖父で、刀剣の鑑定士
として将軍に仕えていたが、獄中で日親と知り合った。 
 

寛正3年（1463）地蔵ヶ原にて、焼いた鍋を頭に被せる酷
刑を受け、後に「鍋かぶり日親」と称される。桃山時代の
絵師長谷川等伯は堺出身の本法寺10世・日通と交友が
あり、塔頭教行院を宿としていた。このため、当寺には
等伯の作品やゆかりの品が多数伝来している。『等伯
画説』は、日通が記した。 

由緒寺院 

井桁に橘 

祖山 総本山身延山久遠寺 法主(ほっす) 
大本山または本山 霊跡及び由緒寺院 日蓮聖人
一代の重要な遺跡及び宗門史上顕著沿革な寺院  
誕生寺・清澄寺・中山法華経寺(千葉)、北山本門寺
(静岡)、池上本門寺(東京)、妙顕寺・本圀寺(京都) 
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乱世の京都         細川家内部闘争 から 三好長慶へ     １３代将軍足利義輝 就任まで 
 

  復帰した将軍、義材改め、足利義稙（よしたね）は、管領となった細川高国や、大内義興・畠山尚順たちの軍事力に依存していたが、親裁志向の強い義稙とは、しだいに不仲となり、永正15（1518）
年、領内の事情などから大内義興や畠山尚順が帰国すると、足利義稙と細川高国は次第に対立を深めていった。 阿波に逃れていた細川澄元はこれを好機とし、永正16（1519）年、摂津に上陸する。 
永正17（1520）年2月、細川高国は尼崎で大敗、足利義稙に近江へ一緒に逃亡するよう申し出たが拒否された。義稙には細川澄元から恭順を誓う内通書状が送られており、近江へ逃れた高国に代
わって3月に細川澄元の家臣・三好之長が入京した。足利義稙は若い細川澄元を利用し細川高国に対抗して実権を掌握しようとしたと考えられる。ところが近江で勢力を回復した細川高国が等持院
で細川澄元を破って（等持院の戦い）再び入京し、澄元は阿波へ逃げた。この事件で、足利義稙と細川高国の不仲は決定的となり、大永元（1521）年、義稙は再び和泉国堺に出奔し、高国討伐軍を起
こそうとしたと考えたが、政所頭人の伊勢貞忠や大半の奉行人は京都に留まって足利義稙を見限った。細川高国は義澄の遺児をたて、１２代将軍足利義晴を擁立した。 義稙は和泉から淡路国志筑
浦に逃れ高国と抗争、高国の妻の兄弟である和泉守護・細川澄賢（すみかた、政賢の子）や河内守護・畠山義英らを味方に堺まで押し返すが、高国にかなわなかった。 再起のために細川讃州家の
許に赴いた矢先の大永3（1523）年に阿波国撫養（現在の鳴門市）で、足利義稙は死去した。 
 

  大永6（1526）年、細川高国が家臣の香西元盛を殺害して細川氏で内紛が起こると、高国と対立していた細川晴元は、三好元長の援助を受けて義晴の弟・足利義維を擁立して高国と戦う。大永7
（1527）年に桂川原の戦いで高国が破れると、実権を掌握した阿波の国人・三好元長や細川晴元らが入京。 １２代将軍足利義晴は高国や武田元光を伴い近江に逃れた。享禄元年（1528年）には朽
木稙綱を頼って朽木（興聖寺）に落ち延び、若狭の武田元光らの軍事力を背景に、三好元長らが擁立した堺公方・足利義維と対立した。しかし享禄4年（1531年）、細川高国は中嶋の戦い及び尼崎の
大物崩れで敗れて自害する。 戦後、今度は細川晴元と三好元長が対立。天文元年（1532）、晴元は、山科本願寺（本願寺10世証如）から了承を得て、一揆軍に支援を仰ぎ、一向一揆によって三好
元長は討たれた（享禄・天文の乱）。のち、1557（弘治3）年に元長の嫡男、三好長慶により菩提寺として南宗寺が堺に建立される。 細川晴元は、足利義晴や六角定頼と和睦する。 
 

【天文法華の乱】  
  この頃、京都では六条本国寺などの日蓮宗（法華宗）寺院を中心に、日蓮宗信仰が町衆に浸透し強い勢力を誇るようになっていた。天文元年（1532）、一向宗徒入京の噂が広がり、同年7月、法華
一揆が蜂起した。 この原因には、生駒北端四条畷の飯盛城で敗れ、堺の顕本寺（法華宗）で自害した三好元長の仇打ちという側面もある。法華一揆の蜂起により、細川晴元は、今度は法華一揆衆
と手を結んだ。日蓮宗徒の町衆は細川晴元・六角定頼・茨木長隆らの軍勢と手を結んで、一向宗寺院を焼き討ち、土塁で防護されていた伽藍と寺内町を構える一向宗本拠の山科本願寺はこの際の
焼き討ちで全焼した。 この時、本願寺宗主証如は大坂石山本願寺に逃れている。 天文２年（1533）、細川晴元と法華衆が石山本願寺を攻めるが落ちず、和睦する。 
 本国寺は、日蓮宗（法華宗）の宗祖・日蓮が鎌倉松葉ヶ谷に構えた法華堂を起源とし、1345（貞和元）年に日静が光明天皇より寺地を賜り、六条堀川に移転した。 
「東の祖山」久遠寺に対し、京都に栄えた本国寺は「西の祖山」と呼ばれる。 信長の二条城建築用材のため本国寺を解体、秀吉の保護と西本願寺への南部割譲を 
経て、徳川光圀の当寺での母追善供養から名を賜り本國寺となる。江戸時代、天明の大火で焼失、本末解体による六百旧末寺の離散や訴訟と借財により、本圀寺は 
荒廃して六条堀川の地を売却し、山科の天智天皇御陵北方の現地山科へ、1971（昭和46）年、本師堂、客殿が完成し落慶法要した。 
  日蓮宗門徒は京都市中の警衛（衆会の衆）などにおける自治権を得て、地子銭の納入を拒否するなど、約5年間にわたり京都で勢力を拡大した。（浄土宗側などが 
「法華一揆」と呼ぶ。）  法華宗の呼びかけで、天文5年（1536）に上総茂原妙光寺の松本新左衛門久吉（久吉）が、比叡山西塔の華王房を論破した（松本問答）。 
比叡山側は激怒、日蓮宗が法華宗名称停止を幕府に求めたが、後醍醐天皇の勅許を証拠にして日蓮宗勝訴とし、比叡山は負けた。  
  延暦寺は京都法華衆の撃滅を決議。 7月、比叡山の僧兵集団が京都法華宗の撃滅へと乗り出した。延暦寺（山門）全山の大衆が集合して京都洛中洛外の日蓮宗 
寺院二十一本山に対して延暦寺の末寺になり上納金を払うように迫った。日蓮宗側は要求拒否、後奈良天皇や幕府には許可を、朝倉孝景、園城寺・東寺・興福寺・本 
願寺などには援軍協力を求めたが拒否、中立を約束した。  
天文5年（1536）７月、延暦寺の僧兵宗徒、近江の六角定頼が総計約５万人で、京都洛中洛外の日蓮宗寺院二十一本山を焼き払い、京都法華宗の三千人とも一万人とも言われる人々を殺した（天文
法難）。またその戦火は下京区全域・上京区の3分の１が焼失、応仁の乱に勝る被害を受けたという。 隆盛を誇った洛中の日蓮教団は壊滅し、宗徒は堺など洛外に飛散、追放された。 
乱後９月、細川晴元が上洛し、京都において日蓮宗は禁教となった。 この6年後、天文11 （1542）年に京都帰還許可の勅許、後に日蓮宗寺院十五本山が再建された。 
 
   

  一方、足利義晴は、近江の観音寺城山麓桑実寺に移り、約3年間、幕府を移していた。天文3（1534）年には六角定頼・義賢父子の後援を得て細川晴元と和解し帰京したが、その後も晴元と対立し、
天文12年（1543年）再び近江に逃れる。 
  天文15（1546）年、足利義晴は細川氏綱らと通じて晴元を排斥しようと慈照寺（銀閣寺）に入り一旦優勢となるが、細川晴元の重臣・三好長慶の弟である三好実休らが四国から上洛すると形勢は
不利になり、近江坂本に避難した。この時嫡男菊童丸を元服させて「義藤」と名乗らせ、１３代将軍足利義藤（後に義輝と改名）とした。以後足利義晴は大御所として義輝の後見人となり、義輝と共に
慈照寺に帰った。天文16（1547）年、足利義晴方だった六角定頼が離反し細川晴元に味方、摂津でも足利義晴方の薬師寺元房ら諸将が細川晴元に降伏、足利義晴は北白川瓜生山城を焼いて近江
坂本に逃走した。  天文17（1548）年、足利義晴は細川晴元と和睦して京に戻った。このとき細川晴元も足利義藤の将軍就任を承諾している。 
  天文18（1549）年、細川晴元と家臣の三好長慶が三好政長の処遇をめぐり対立。足利義晴は細川晴元に協力したため、三好政長が戦死して細川晴元が敗れる（江口の戦い）と、嫡男１３代将軍足
利義藤（のち義輝）や細川晴元と共に近江朽木谷に逃れた。義晴は京都を奪回するため、慈照寺裏山の地蔵山に中尾城築城を開始したが体調をくずし、天文19（1550）年、近江穴太常在寺にて足利
義晴は死去。同年、足利義藤は父、義晴が建設を進めていた中尾城（現左京区浄土寺）で三好軍と対峙したが、戦局好転せず中尾城を自焼し堅田へ逃れ（中尾城の戦い）、翌年に朽木へ移った。 
  天文21（1552）年、細川氏綱を管領にするという条件で足利義藤は、三好長慶と和睦、京に戻った。 しかし将軍とは有名無実で、三好長慶とその家臣松永久秀が実権を握った。 
翌年（1553年）、足利義藤は細川晴元と協力して三好長慶を攻めるが敗退。再び近江朽木へ逃れ、以降５年間をこの地で過ごし、亡命中の天文23（1554）年2月12日、名を義輝に改めた。 
永禄元（1558）年、足利義輝は、六角義賢の支援で晴元とともに如意ヶ嶽に布陣して三好長逸らと交戦したが戦況膠着した（北白川の戦い）。六角義賢の仲介により長慶と和議成立、5年ぶりに入洛し、
足利義輝は幕府政治を再開した。 しかし三好長慶はなお権勢し、幕府の御相伴衆（おしょうばんしゅう）に任じられ、身分的権威をもって管領の役職を代行し幕政の実権を握った。 
  細川晴元は、義輝と三好長慶が和睦を結んだあとも坂本に止まる。永禄4年（1561）隠居の晴元は次男の細川晴之を細川家の当主に見立て、六角・畠山軍とともに近江に反三好の兵を挙げさせる。
三好軍に敗退し晴之は戦死、三好長慶と和睦するも、摂津普門寺城に幽閉、永禄6年（1563）死去。 実権を持っていた最後の管領となった。 

              

本國寺 
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乱世の京都    三好三人衆 と 松永久秀 から 織田信長上洛     第15代将軍足利義昭 就任まで 
 

  １３代将軍足利義輝は幕府権力と将軍権威の復活を目指し、諸国の戦国大名との修好に尽力している。 
「大名抗争の調停」では、伊達晴宗と稙宗（天文17年（1548年））、武田晴信と長尾景虎（永禄元年（1558年））、島津貴久と大友義鎮、毛利元就と尼子晴久（同3年（1560年））、毛利元就と大友宗麟（同6
年（1563年））、上杉輝虎（長尾景虎改め）と北条氏政と武田晴信（同7年（1564年））、永禄年間、甲斐国武田信玄と越後国長尾景虎（上杉謙信）との川中島の戦いでも調停し、貢献した。 
「懐柔策」として、大友義鎮を筑前・豊前守護、毛利隆元を安芸守護に任じ、三好長慶・義長（義興）父子と松永久秀には桐紋使用を許した。家臣や全国の諸大名への「偏諱（へんき）授与」では、「藤」
を細川藤孝（幽斎）、筒井藤勝（順慶）などに、「輝」を毛利輝元・伊達輝宗・上杉輝虎（謙信）など大名へ。足利将軍家の通字「義」は、島津義久、武田義信たちへ与えた。 その政治的手腕は、「天下を
治むべき器用有」（『穴太記』）と評され、諸大名から将軍として認知され、織田信長や上杉謙信などは拝謁、大友宗麟は鉄砲を献上した。 また相伴衆を拡充し、毛利元就、毛利隆元、大友義鎮、斉藤
義龍、今川氏真、三好長慶、その長子である三好義興、武田信虎らを任じた。大友義鎮は、永禄2年（1559年）九州探題に任命され、九州の大半を統治した。 
 

  一方、三好長慶の権勢は続いていたが、それに反発する畠山高政と六角義賢が畿内で蜂起し、永禄5年（1562年）長慶の弟、三好実休が戦死する（久米田の戦い）。同年、政所執事の伊勢貞孝が
長慶と反目、義輝は長慶を支持し、長慶により伊勢貞孝は討たれた。 これらにより、三好氏は衰退傾向し、伊勢氏による政所支配は終了した。 
永禄7年（1564年）7月、三好長慶が病死。 長年の政敵が没した足利義輝は権力拡大を行なおうと画策した。 
  三好長慶の養子・三好義継が養父の菩提を弔うために笑嶺宗訢（しょうれいそうきん）を開山として永禄9（1566）年、大徳寺聚光院を建立。千利休が開祖・笑嶺 
和尚に参禅したことから利休の墓をはじめ、三千家（表千家・裏千家・武者小路千家）歴代の墓所となっている。 
 

  松永久秀と三好三人衆（一族・重臣の三好長逸・三好政康・岩成友通）は、足利義維（義輝の叔父）と組み、義維の嫡男・足利義栄（よしひで 義輝の従兄弟） 
を新将軍の候補として擁立する。 足利義栄は、足利義稙の養子である元堺公方・足利義維（平島公方）の長男として阿波国平島荘で生まれる。永禄8（1565）年、 
久秀の息子、久通と三好義継と三好三人衆は義栄を奉じて謀叛を起こし、二条御所を軍勢を率いて襲撃、足利義輝は討たれた「永禄の変」。久秀自身の関与は 
確定できない。 
     一方、天文法華の乱で堺などに避難していた日蓮宗寺院は、天文11年（1542）後奈良天皇による法華宗帰洛の綸旨を受け、再興隆した。永禄４年（1561）三好長慶の弟、実休は頂妙寺日珖より受
法され、松永久秀（弾正）も帰依していた。法華の乱の教訓から、六角定頼の子、義賢からの嫌疑回避のため「音問」贈物し、乱暴狼藉の禁制を得ている。 また、天文４年（1561）までに、延暦寺や六
角氏や三好氏などへの対処窓口として、本国寺・本能寺・妙顕寺の「諸寺代」が組織された。永禄７年（1564）、「永禄の盟約」（一致・優劣の教義和融）を経て、永禄８年（1565）には 「諸寺代」参画寺院
を含み、過去に抗争した妙蓮寺・妙覚寺・立本寺など十五ヶ寺「会合」が成立、要法寺が会跡となった。 本願寺は、寛正６年 （1467）、「三院寛宥の儀」をとりつけ延暦寺西塔末となり、永禄2年（1559）
に門跡寺院になった。その動きとは対称的に、日蓮宗は、単独勢力との武力的関係に頼らず、各寺院の壇信徒の経済力を結集し、組織的交渉・勢力双方との均衡関係による防衛策が構築された。 
 

  永禄8（1565）年、三好三人衆と松永久秀が権力抗争となり、義栄は三人衆に強要され久秀討伐令を出した。永禄10（1567）年、久秀の信貴山城が三人衆に落とされ（信貴山城の戦い）。多聞山城に
籠城していた久秀が打開策として織田信長上洛を模索し交信、信長も大和国人衆に久秀の助力を伝えている。 一方で、永禄11（1568）年、朝廷から宣下がなされ、１４代将軍足利義栄となった。 
三人衆と久秀の抗争は止まず、義栄自身の病もあり将軍に就任しても入京しなかった（同年末までに没）。 
同年９月、織田信長が、義輝の次弟・義昭を擁立して上洛し、三人衆は畿内で信長に抗戦したが敗れて阿波に逃れた。松永久秀は信長に臣従し、その結果、15代将軍足利義昭となった。    
 

  足利義昭は、第12代将軍・足利義晴の次男として生まれていた。幼名は千歳丸。兄に嗣子である義輝がいたため、天文11（1542）年）、外祖父・近衛尚通の猶子となって仏門（興福寺の一乗院門
跡）に入室、法名覚慶と名乗っていた。 
  永禄8（1565）年の「永禄の変」で、第13代将軍であった兄・義輝と母・慶寿院、弟で鹿苑院院主であった周暠も、松永久秀や三好三人衆らによって討たれた。このとき、覚慶（義昭）も松永久秀らに
よって捕縛されたが、興福寺を敵に回すことを恐れて幽閉にとどめた。しかし、義輝の側近であった一色藤長、和田惟政、仁木義政、畠山尚誠、三淵藤英、細川藤孝および大覚寺門跡・義俊（近衛尚
通の子）らにより脱出、甲賀の和田城から、近江六角義賢・義治親子の支援で、永禄9（1566）年、いわゆる「矢島御所」（現、守山市矢島町）に入った。そこで、正統な血筋による将軍家を再興するため、
還俗し足利義秋と名乗った。 
  そのあとも、三好氏の攻撃などで上洛できず、若狭を経て永禄9（1566）年9月、越前の朝倉義景（仁木義政の親族
であるという）へ移り、上洛助力を要請した。しかし朝倉義景は、仏門から還俗した義秋を奉じての積極的な上洛をする
意思を表さなかったため、滞在は長期間となった。頼りの上杉輝虎も武田信玄との抗争で上洛・出兵は不可能であった。 
朝倉家滞在中の永禄11（1568）年、「秋」の字は不吉とし義昭と改名した。やがて、朝倉家の重臣であった明智光秀の
仲介により、三管領斯波氏の有力家臣であった織田信長を頼って尾張へ移る。 そして、永禄11年（1568年）9月、織田
信長軍と浅井長政軍に警護され上洛。10月、朝廷から将軍宣下を受けて第15代将軍足利義昭として就任した。    
 

  義昭は当初、日蓮宗の本国寺を仮御所としていたが、永禄12（1569）年）正月、織田信長の兵が領国の美濃・尾張
に帰還すると三好三人衆の巻き返しに晒され、本国寺を襲われた（本国寺の変）が、奉公衆および北近江の浅井長政・
摂津の池田勝正・和田惟政・伊丹親興・三好義継らの奮戦により撃退した。 同月、上洛した信長は、義昭のため、そ
の兄・義輝も本拠を置いた烏丸中御門第（旧二条城・義昭御所とも呼ばれる）を整備し、４月に完成。信長は、その南方
近隣である日蓮宗「妙覚寺」に入った。そして、上洛の恩賞として尾張・美濃領有の公認と旧・三好領であった堺を含む
和泉一国の支配を望み和泉守護に、池田勝正は摂津守護に、畠山高政・三好義継は河内半国守護に、細川藤賢は近
江守護に任じられた。 しかし、幕府再興を念願とする義昭と、武力による天下統一を狙っていた信長の思惑は違って
いたため、両者の関係は徐々に悪化していくこととなる。信長は義昭の権力を制約しようと、永禄12（1569）年「殿中御
掟」に翌年正月にも追条、義昭に承認させたが、義昭は完全には遵守せず、両者の関係は微妙なものとなっていく。 

大徳寺聚光院 閑隠席 前庭 
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乱世の京都     織田信長の倒幕 から 本能寺の変 まで 
 

  元亀元（1570）年、信長は徳川家康とともに姉川の戦いで浅井・朝倉連合軍に勝利する。 この年、信長は日蓮宗「本能寺」に入るが、翌年から天正７年（1579）までは、「妙覚寺」を定宿とする。 
信長は続いて、義昭と共に三好三人衆らを討伐に出るが（野田城・福島城の戦い）、途中で石山本願寺および浅井・朝倉氏が挙兵。信長は近江へ引き返したが、浅井・浅倉氏は比叡山延暦寺に立て
こもり、伊勢で一向一揆が蜂起するなど連合軍が攻勢し、12月には信長方から和睦を申し出た。義昭は、旧知の関白・二条晴良に調停の実務を要請している。  

  元亀2（1571）年頃から信長の専横に不満を持った義昭は、上杉輝虎（謙信）や毛利輝元、本願寺顕如や甲斐の武田信玄、六角義賢らに御内書を下し、朝倉義景・浅井長政や延暦寺、兄の敵でも
あった松永久秀、三好三人衆、三好義継らと「信長包囲網」を敷いた。  
  元亀3（1572）年10月、信長は義昭を批判して17条の意見書を送付した。これにより義昭と信長の対立は決定的となり、義昭は挙兵。東では武田信玄が三方ヶ原の戦いで信長の同盟者である徳川
家康の軍勢を破るなど、信長は窮地に陥った。義昭は寵臣・山岡景友（六角義賢の重臣で幕府奉公衆でもある）を山城半国守護に任命する。だがその後、朝倉義景が越前に撤退し膠着状態となった。 
  元亀4（1573）年 正月、信長は子を人質として義昭に和睦を申し入れたが、義昭は信じずこれを一蹴した。義昭は近江の今堅田城と石山城に幕府の軍勢を入れるが、信長軍により陥落している。
その頃、東では信玄の病状が悪化したため、武田軍は4月に本国への撤退を始める。信玄は4月12日には死去した。 
  信長は京に入り知恩院に陣を張った。幕臣であった細川藤孝や荒木村重らは義昭を見限り、信長についた。 しかし義昭は、洛中の居城である烏丸中御門第にこもり、抵抗を続けた。信長は再度
和睦を要請したが、義昭は信用せずこれを拒否した。信長は威嚇として幕臣や義昭の支持者が住居する上京全域を焼き討ち（上京焼打ち）、焦土とした。ついに烏丸中御門第を包囲、さらに信長はふ
たたび朝廷に工作、4月に勅命による講和が成立した。  
  しかし、義昭は講和を破棄。烏丸中御門第を三淵藤英・伊勢貞興や公家奉公衆に任し、南山城の宇治川・巨椋池水系の島地要害である槇島城（山城国の守護所）に移り挙兵した。烏丸中御門第
は即日降伏、槇島城も7万の軍勢により包囲された。元亀4（1573）年 7月、織田軍が攻撃を開始すると槇島城は大半破壊され、ようやく足利義昭は降伏した。 織田信長は他の有力戦国大名に配慮し、
足利将軍家追放の悪名を避けるため、義昭の息子である義尋を足利将軍家の後継者に約束、手元に置き、人質ともした。足利将軍家の山城及び丹波・近江・若狭ほかの御料所を信長の自領とした。 
 

  室町後期から戦国期にかけて、室町将軍は天皇王権を擁して京都や周辺地域を支配し、地方大名の紛争などを調停した「天下人」の立場にあった。 
信長は義昭を擁し間接的に天下人としての役割を担っていたが、義昭追放後は信長一人が天下人としての地位となり、元亀4年（1573年）をもって室町幕府の滅亡とする。 
  同年（天正元年に改元）8月には朝倉氏、9月には浅井氏も滅亡し、信長包囲網は完全に瓦解した。信長は天正２（1574）年、塙直政を山城・大和の守護に任じ、畿内の支配を固めた。天正3（1575）
年、右近衛大将に任官され、義昭の官位を超える。   

  義昭は、京都からの追放後、枇杷庄（現：京都府城陽市）へ、また、顕如らの仲介で三好義継の河内若江城、さらに和泉の堺、室町幕府管領畠山氏の勢力が残る紀伊国へと 変遷していた。 
天正4（1576）年、義昭は毛利輝元の勢力下であった備後国の鞆に移った。これ以降の義昭の備後の亡命政府は鞆幕府とも呼ばれる。日明貿易を通して足利将軍家と関係の深かった宗氏や島津氏
からの支援もあり財政的には困難な状態ではなかったと言われる。近畿東海以外では足利将軍家支持の武家もまだまだ多かった。この地から、義昭は信長追討を目指し全国の大名に御内書を下し
ており、天正4年には甲斐の武田、相模の後北条、越後の上杉三者の和睦をもちかけているが、実現を見ていない。それまでに信長包囲網に加わるなど信長に反旗していた松永久秀（弾正）も、石山
本願寺・毛利方と呼応し、天正5年（1577年）、大和信貴山城に立て籠もったが、闘死した。 同年9月の手取川の戦いで織田軍を打ち破っていた上杉謙信も、天正6（1578）年3月に死去、天正8（1580）
年には石山本願寺も信長に降伏した。 天正9年（1581年）1月、高野聖が根来寺と協力して高野大衆一揆を結成し信長に反抗した。信長は根来寺、高野山総攻撃を加えたが、高野山側も果敢に応戦
して戦闘は長期化し、討死も多数に上った。 天正10年（1582年）、信長は武田征伐に主力を向ける事になったため、高野山の戦闘はひとまず回避、膠着された。 
 

  天正10（1582）年6月2日、中国遠征の出兵準備のために上洛していた信長と嫡子の信忠は「本能寺の変」で、伊勢貞興や蜷川貞周ら旧室町幕臣を部下にもつ 明智光秀に討たれた。  
この時、上役であり、親戚、親友でもあった細川藤孝は、光秀の援軍要請を断り、剃髪して雅号を幽斎玄旨（ゆうさいげんし）とし、田辺城に隠居、細川忠興に家督を譲った。同じく光秀と関係の深い筒
井順慶も参戦を断っている。 このあと、細川家は羽柴秀吉に重用され、天正14（1586）年に在京料として山城西ヶ岡に3000石を与えられた。天正13（1585）年の紀州征伐、天正15（1587）年の九州征
伐にも武将として参加した。また、梅北一揆の際には上使として薩摩国に赴き、島津家蔵入地の改革を行っている（薩摩御仕置）。この功により、文禄4年（1595年）には大隅国に3000石を加増された
（後に越前府中に移封）。 細川幽斎は千利休らと共に秀吉側近の文化人として寵遇された。忠興（三斎）も茶道に造詣が深く、利休の高弟の一人となる。一方、徳川家康とも親交があり、慶長3
（1598）年に秀吉が死去すると家康と親交した。 慶長5（1600）年、忠興が家康の会津（上杉景勝）征伐に丹後から細川家の軍勢を引きつれて参加したため、幽斎は三男の細川幸隆と共に500に満た
ない手勢で丹後田辺城を守る。7月、石田三成らが家康討伐の兵を挙げ、大坂にあった忠興の夫人明智玉子（ガラシャ）は自害した。田辺城は石田方大軍に包囲されたが、幽斎が指揮する籠城勢の
抵抗は激しく、攻囲軍の中に幽斎の歌道弟子も多く戦闘意欲に欠け長期戦となった（田辺城の戦い）。忠興は関ヶ原の戦いで石田三成の軍と戦い、豊前小倉藩39万9000石の大封を得た。その後の
幽斎は京都吉田で悠々自適な晩年を送り、慶長15（1610）年、京都三条車屋町の自邸で死去。南禅寺塔頭、天授庵に墓がある。また慶長7（1602）年、生前の父幽斉のため、忠興が大徳寺に高桐院
を建立、幽斎死後には菩提所となる。のちに、忠興とガラシャの墓として利休拝領の灯籠を伝える。元和6（1620）年、忠興は病気のため三男忠利に家督を譲り隠居、出家し三斎宗立と号す。 
細川忠利は、寛永9（1632）年、小倉藩から肥後熊本藩54万石の領主として熊本城に移封、父・忠興は隠居所として八代城に住んだ。その後、熊本藩細川家として明治以降も存続する。 

              

  天正10（1582）年6月13日、明智光秀は山崎において秀吉と戦った。しかし池田恒興や丹羽長秀、さらに光秀の寄騎であった中川清秀や高
山右近までもが秀吉を支持したため、兵力で劣る光秀方は大敗を喫し、光秀は落武者狩りに討たれた（山崎の戦い）。光秀が、西近江で一向一
揆と戦った時、自軍18人が戦死、彼らを弔うため、供養米を西教寺に寄進していた。その縁で西教寺も光秀の墓所の一つである。 
その後、秀吉は光秀残党も征伐し京都における支配権を掌握。 6月27日、清洲城で、信長の後継者と遺領分割会議が開かれた（清洲会議） 
織田家筆頭家老の柴田勝家は信長の三男・織田信孝（神戸信孝）を推したが、秀吉は、信長の嫡男・織田信忠の長男・三法師（後の織田秀信）
を推し、信孝を三法師の後見人とする妥協案を提示。池田恒興や丹羽長秀らが秀吉を支持し、勝家も妥協し三法師が信長の後継者となった。 
  信長の遺領分割では、織田信雄が尾張国、織田信孝が美濃国、織田信包が北伊勢と伊賀国、明智光秀の寄騎であった細川藤孝は丹後国、
筒井順慶は大和国、高山右近と中川清秀は本領安堵、丹羽長秀は近江国の滋賀・高島15万石の加増、池田恒興は摂津尼崎と大坂15万石の
加増、堀秀政は近江佐和山を与えられた。柴田勝家も秀吉の領地であった近江長浜12万石が与えられた。秀吉自身は、明智光秀の旧領で
あった丹波国や山城国・河内国で28万石増領し、秀吉は領地でも勝家に勝った。 
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神信仰   仏教（禅・儒教）   

皇祖霊 継承信仰 武力合理思想 

自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

「天命」 

摂関合理思想 

「仏・神・主・親への崇敬」  
「因果の理」 
「儒仏一体の道徳思想」    

八幡神（武神） 
壷井八幡宮 
  （羽曳野） 
鶴岡八幡宮 

貴族社会 
伝統・継承的  

現利思想 

循環思想 
和合思想 

武家社会 の思想構造 

自然共生・原生思想 

自然 の 法則 ・ 力 

合議制 

             

天命 

個人 

徳治主義 

家族主義 

学問 

思考 
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義 信 

君子の範 
敬 恵   

温・良・恭・倹・譲 
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関係 
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君臣義合 
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朱熹 朱子学 
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皇祖信仰   

武家社会 の主従関係   基礎となる朱子学 

天皇・貴族社会 の思想構造 

将軍・天下人の殺害  儒教的解釈 
  室町から戦国時代、「放伐」への儒教的理論は共有されていない。 その行為は、「嘉吉の乱」の君主不徳、「永禄の変」の実力主義への偏重混乱、「本能寺の変」の大義共有無き反乱と、儒教朱
子学から捉えれば、当時の社会では、実行者及び、彼らをとりまく武家は「君臣義合」から「放伐」への思考回路は熟成されていない。 また「放伐」の要件も儒教的には確立されていない時代である。 
 

① 「嘉吉の乱」 嘉吉元（1441）年、赤松満祐は ６代将軍足利義教を暗殺した。   
  赤松満祐は、代々足利幕府に貢献した有力家系である。播磨の土一揆、京都の正長の土一揆の鎮圧にも貢献した。その中、前将軍・足利義持が、側近の赤松持貞（満祐の又従兄弟）を寵愛する
あまり、満祐の所領である播磨を没収しようとすると、満祐は京都の自邸を焼き、播磨へ下り合戦の準備を始めた。激怒した足利義持は残る備前・美作両国も奪った上で追討令を出すが、討伐を命じ
られた一色義貫らが出兵を拒むなど混乱した。翌年、赤松持貞と義持の側室との密通が告発され、持貞は切腹。 その結果、赤松満祐は諸大名の取りなしを受けて赦免されるが、将軍家への不信
が残った。そのあと、６代将軍足利義教による有力大名の誅殺、赤松満祐の家臣3名を殺害、弟の義雅の領土没収などに蜂起した赤松満祐は義教を暗殺する。  
★ この事件は、儒教で解釈すれば徳治を成さない「君子」への「放伐」と判断される。 しかし事前事後の対応に難多く、赤松討伐の綸旨が出されて満祐は朝敵とされ、管領の細川持之、細川持常、
山名持豊（宗全）、赤松貞村らにより討たれた。その後、赤松家は、長禄2年（1458年）、又甥に当たる赤松政則が、後南朝から神璽を奪回した功績で再興を果たしている（長禄の変）。 
 

② 「永禄の変」 永禄８（1565）年、松永久秀の息子、久通と三好義継と三好三人衆は足利義栄を奉じて謀叛を起こし、 １３代将軍足利義輝は討たれた。 
  足利義輝は、三好長慶とその家臣、松永久秀との和睦で京に入ったが、その事情から実権を握ったのは長慶や久秀であった。永禄7年（1564年）7月、三好長慶が病死。長年の政敵が没した足利
義輝は権力拡大を行なおうと画策した。 松永久秀と三好三人衆は、足利義維（義輝の叔父）と組み、義維の嫡男・足利義栄（よしひで）を新将軍の候補として擁立する。永禄8（1565）年、松永久秀の
息子、久通と三好義継と三好三人衆は義栄を奉じて謀叛を起こし、二条御所を軍勢を率いて襲撃、足利義輝は討たれた「永禄の変」。久秀自身の関与は確定できない。 
  三人衆と久秀の抗争は止まず、同年９月、織田信長が、義輝の次弟・義昭を擁立し上洛し、三人衆は敗れて阿波に逃れた。松永久秀は信長に臣従し、その後、信長包囲網に加わるなど信長に反
旗していた松永久秀（弾正）も、石山本願寺・毛利方と呼応し、天正5年（1577年）、大和信貴山城に立て籠もったが、闘死した。 
★ 実力無き将軍であるのに、権力基盤であった武家と対抗しようとした結果の「放伐」であるが、その武家にも大義は無く、実力で勝る信長に敗れた。しかし信長も足利家を奉じ利用し、天皇家・朝
廷に対しては、足利義満と同様に微妙な関係を保った。 
 

③ 「本能寺の変」  天正10（1582）年6月2日、信長と嫡子の信忠は「本能寺の変」で、伊勢貞興や蜷川貞周ら旧室町幕臣を部下にもつ 明智光秀に討たれた。 
  この時、明智光秀の上役であり、親戚、親友でもあった細川藤孝は、光秀の援軍要請を断り、剃髪して雅号を幽斎玄旨（ゆうさいげんし）とし、田辺城に隠居、細川忠興に家督を譲った。同じく光秀
と関係の深い筒井順慶も参戦を断っている。 天正10（1582）年6月13日、明智光秀は山崎において秀吉と戦った。しかし池田恒興や丹羽長秀、さらに光秀の寄騎であった中川清秀や高山右近までも
が秀吉を支持したため、兵力で劣る光秀方は大敗を喫し、光秀は落武者狩りに討たれた（山崎の戦い）。 秀吉はその後、光秀の残党も残らず征伐し、京都における支配権を掌握した。 
★ 明智光秀の反乱は、今日もなお明確でなく、自軍武将の反対をも危惧し、直前まで目的を明かしていなかった。 主君への大義無き反抗には、同調・追随する武将は現れず滅びた。正当な「放
伐」には事前の客観的事実の共有と、事後処理までを意識した実力が必要であった。  

「二神約諾思想」  
天皇 と 徳治者 

武家論理の適用 「放伐」 
「建武式目」 

皇統論理の近接 北畠親房 
二条良基 

皇統倫理の吸収 「天下人」 義堂 

「 君臣義合 」 

「放伐」 

北条泰時 「御成敗式目」 
忠・孝 

世の道理 

武家社会 

「天下人」 

「故実礼治主義」 

「撫民仁政主義」 

「神孫為君説」 

神信仰や禅など仏教を基礎に、教育的に儒教が重層した構造。   
天皇・貴族社会と共通に日本的思想を持つが、武家内部に適用し、 
抗争の主張ともなった徳治主義を、天皇・貴族社会にも求めていく。 

思想 二重構造 

将軍 討伐 
 

「放伐」道理への過程 

武家社会の混乱に発生した、不徳と忠義の葛藤 

「嘉吉の乱」 

「永禄の変」  

「本能寺の変」  

不徳君主に対する 
臣下の放伐摸索 
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羽柴秀吉 と 柴田勝家 
 

  秀吉が山崎に宝寺城を築城し、さらに山崎と丹波で検地を実施し、私的に織田家の諸大名と誼を結ぶと、天正10年（1582年）10月に勝家は滝川一益や織田信孝と共に秀吉に対する弾劾状を諸大
名に配布。対して秀吉は養子の羽柴秀勝（信長の四男）を喪主として、信長の葬儀を大徳寺で行ない回避している。「大徳寺総見院」は、翌年、天正11（1583）年織田信長の一周忌に間に合うように豊
臣秀吉が建立した、織田信長坐像を本尊とする菩提寺である。 
 

  天正10年（1582年） 12月、越前の勝家が雪で動けないのを好機と見た秀吉は、信孝が三法師を安土に戻さないことなどを大義名分とし、織田信孝打倒の兵を挙げる。 
秀吉は、5万の大軍を率いて山崎宝寺城から出陣し、12月堀秀政の佐和山城に入り柴田勝家の養子・柴田勝豊が守る長浜城を包囲、これを降伏させ長浜城を獲得した。12月美濃に侵攻し、信孝の
家老・斎藤利堯が守る加治木城を制圧。岐阜城に孤立した信孝は、三法師を秀吉に引き渡し和議を結んだ。 滝川一益の居城・桑名城では苦戦したが、伊勢亀山城は、蒲生氏郷や細川忠興・山内一
豊らの攻撃で降伏した。 
  天正11（1583）年2月、柴田勝家は前田利家の嫡男、前田利長を先手として、3月には自らも3万大軍を率いて出陣した。秀吉は北伊勢を蒲生氏郷に任せて近江に戻り、3月柴田勢と対峙した。 
しかし織田信孝が岐阜で再び挙兵し稲葉一鉄を攻め、当初は勝家方が優勢であった。4月、勝家の重臣・佐久間盛政は、秀吉が織田信孝討伐のため美濃に赴いた隙に奇襲、大岩山砦の中川清秀は
敗死し、岩崎山砦の高山重友は敗走。しかしその後、盛政は勝家の命令に逆らってこの砦で対陣を続け、迅速に引き返してきた秀吉の反撃（美濃大返し）にあい、さらに前田利家らの裏切りもあって
柴田軍は大敗を喫し、柴田勝家は越前に撤退した。 4月24日、勝家は越前の北ノ庄城にて正室・お市の方と共に自害した。秀吉はさらに加賀国と能登国も平定し、それを前田利家に与えた。信長の
三男・織田信孝も自害に追い込み、滝川一益も降伏した。このように織田家実力者たちを葬り、秀吉は家臣第一の地位を確立。表面上は三法師を奉りつつ、実質的に織田家中を牛耳ることになった。 
天正11（1583）年には、毛利輝元が羽柴秀吉に臣従している。 大坂本願寺（石山本願寺）の跡地に黒田孝高（よしたか 通称：官兵衛）を総奉行として大坂城を築く。 
 
羽柴秀吉 と 徳川家康 
 

  天正12年（1584年）、信長の次男・織田信雄は、秀吉から年賀の礼に来るように命令されたことを契機に秀吉に反発し、対立するようになる。そして3月6日、信雄は秀吉に内通したとして、秀吉との
戦いを懸命に諫めていた重臣の浅井長時・岡田重孝・津川義冬らを謀殺し、秀吉に事実上の宣戦布告をした。このとき、信長の盟友で、天正壬午の乱を経て東国で一大勢力となった徳川家康が、長
宗我部元親や紀伊雑賀党らも信雄に加担し決起した。対して秀吉は、調略をもって関盛信（万鉄）、九鬼嘉隆、織田信包ら伊勢の諸将を、美濃の池田恒興（勝入斎）も尾張国と三河国を恩賞にして味
方につけた。そして3月13日、恒興は尾張犬山城を守る信雄方の武将・中山雄忠を攻略した。伊勢においても峰城を蒲生氏郷・堀秀政らが落とすなど、緒戦は秀吉方が優勢であった。 家康・信雄連
合軍もすぐに反撃、羽黒布陣の森長可を破った（羽黒の戦い）。さらに小牧に堅陣を敷き、秀吉と対峙した。秀吉は雑賀党に備え大坂で供えていたが、3月大坂から出陣し犬山城に入った。秀吉軍も堅
固な陣地を構築し両軍は長期間対峙し戦線は膠着した（小牧の戦い）。そのような中、前の敗戦で雪辱に燃える森長可や池田恒興らが、秀吉の甥である三好秀次（豊臣秀次）を総大将に擁して4月三
河で奇襲作戦を開始したが逆に敗れ、池田恒興・池田元助親子と森長可らは戦死してしまった（長久手の戦い）。  
  秀吉は加賀井重望が守る加賀野井城など、信雄方の美濃における諸城を次々と攻略、信雄・家康を尾張に封じ込めようと画策。秀吉の財力・兵力に圧倒され、11月、信雄は家康に無断で秀吉と
単独講和した。家康も信雄講和で秀吉と戦う大義名分がなくなり、三河に撤退することとなった。 家康は次男・於義丸を秀吉の養子（＝人質）に「羽柴秀康（のちの結城秀康）」として講和した。 
 

  天正12年（1584年）11月、秀吉は、従三位 権大納言に叙任、公卿に、天正13年（1585年）3月、正二位 内大臣に叙任された。 同月、紀伊に侵攻して雑賀党を各地で破った（千石堀城の戦い）。 
藤堂高虎に命じて雑賀党の首領・鈴木重意を謀殺させることで紀伊を平定した（紀州征伐）。 四国を統一していた長宗我部元親に対しては、秀吉の弟、羽柴秀長を総大将、黒田孝高を軍監とし、毛利
輝元や小早川隆景ら有力大名も動員し10万の大軍を四国に送り込み7月に平定した。 降伏した元親は土佐一国のみを安堵された（四国攻め・四国平定）。この四国討伐の最中、朝廷内で紛糾して
いた関白職を巡る争い（関白相論）で、秀吉は近衛前久の猶子となって関白宣下を受けた。 
 

  天正14（1586）年、越中の佐々成政も討伐、秀吉に降伏している（富山の役）。こうして紀伊・四国・越中は秀吉によって平定された。 9月、秀吉は正親町天皇から豊臣の姓を賜り、 
天正地震の影響もあり、徳川家康に妹・朝日姫を正室に、母・大政所を人質とする融和策をとり 上洛を求め、 10月、大坂城において秀吉に謁見、豊臣氏に臣従することを表明した。12月には太政大
臣に就任、ここにその政権を確立した（豊臣政権成立）。 その後、「関白秀吉・将軍足利義昭」という時代は2年間続き、秀吉が天下を統一していく。 
 

  天正15（1587）年、豊臣秀吉は九州征伐に向かう途中に足利義昭の住む備後国沼隈郡津之郷の御所付近を訪れ、そばにある田辺寺にて義昭と対面した（太刀の交換があったといわれている）。 
九州では、それ以前に大友氏・龍造寺氏を下していた島津義久に対し、勢大将、弟の豊臣秀長と軍監、黒田孝高を伴い20万の大軍で本格侵攻し、５月、島津軍を降伏させる（九州征伐）。 
それまで、義昭は、秀吉の島津氏の和睦を勧めていたが、天正15年（1588年）10月、義昭は京都に帰還する。将軍職を辞して受戒し昌山（道休）と号した。秀吉からは山城槇島で1万石の領地を認め
られた。殿中での待遇は大大名以上で、文禄・慶長の役には、秀吉の要請で、奉公衆などの名家による軍勢200人を従えて肥前名護屋まで参陣している。晩年は斯波義銀・山名堯熙・赤松則房らとと
もに秀吉の御伽衆に加えられた。慶長2年（1597年）8月、大坂で薨去。 
  同年9月、平安京大内裏跡（内野）に朝臣としての豊臣氏の本邸を構え「聚楽（じゅらく）」と名付ける（『太閤記』、フロイス『日本史』）。  同年10月1日、北野天満宮の境内と松原において千利休・津
田宗及・今井宗久らを茶頭として大規模な茶会を開催した（北野大茶湯）。茶会は一般庶民にも参加させ、各地からも大勢の人が参加し、会場では秀吉も参加して野点が行われた。また、黄金の茶室
も披露されている。 
 

  それまでに、秀吉は天正６年（1578）頃、信長から許可されて茶の湯をはじめている。その後しばしば茶会を催したが、天正９年、それまでの功績によって信長から 
８種の名物道具を与えられた感激をのちのちまで忘れず、書状に書き残している。天正11年の大坂城入城記念の茶会、天正12年10月の大坂城茶会、天正13年３月 
５日の大徳寺茶会、天正14年の黄金の茶室で有名になった禁裏茶会、天正15年５月３日の大坂城茶会、天正15年10月１日の北野大茶会などである。 
  茶人としては、千宗易（利休，1522-1591）、今井宗久（1520-1593）、津田宗久（?-1591）、山上宗ニ、重宗甫、住吉屋宗無、万代屋宗安、田中紹安（千道安）などの 
「御茶八人衆」をはじめ神谷宗湛（1551-1635）、今井宗薫（1552-1627）、松井友閑、荒木道薫、武将では細川幽斎、小寺休夢斎（黒田如水の叔父）、高山右近、 
荒木村重などが参会している。 
 

  

北野大茶湯 
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豊臣秀吉 と 徳川家康 
 
  天正16（1588）年4月、聚楽亭（聚楽第）に後陽成天皇を迎え饗応、徳川家康や織田信雄、毛利輝元ら有力大名に忠誠を誓わせた。 さらに、刀狩令や海賊停止令を 
発布、全国的に施行した。 九州征伐以前から、義昭は将軍として秀吉との和睦を島津義久に対して勧めていたが、島津氏が秀吉の軍門に下った後の天正15（1588） 
年10月、義昭は京都に帰還し将軍職を辞し出家した。こうして秀吉は西日本の全域を服属させた。天正17（1589）年、側室の淀殿との間に鶴松が産まれ、後継者に指名 
する。同年、後北条氏の家臣・猪俣邦憲が真田昌幸家臣・鈴木重則が守る上野国名胡桃城の奪取をきっかけとして、秀吉は天正18（1590）年、後北条氏の本拠小田原 
城を包囲、支城攻略され、小田原城も3か月篭城の末、開城された。北条氏政・北条氏照は切腹、北条氏直は紀伊の高野山に追放、菩提寺の高室院で隠棲、没した。 
氏政の弟の北条氏規が北条氏を河内で存続した。 こうして、秀吉の天下統一事業はほぼ完成された。  
 

 天正18（1590）年前後、豊臣秀吉は、鴨川に沿った「寺町通」、聚楽第の北方の「寺ノ内」に妙顕寺、妙蓮寺、本法寺などの法華宗、その他寺院を移転させた。 
天正19（1591）年には、本願寺を大坂天満から現在の堀川六条に移転させた。 また、京都の四周を取り囲む御土居を構築した。これは京都の防衛、洛中と洛外の境とされる。同年12月、秀吉が豊臣
氏氏長者・家督および関白職や聚楽第を甥（姉・日秀の子）豊臣秀次に譲った。同年、後継者に指名していた鶴松が病死、甥・秀次を家督相続の養子として関白職を譲り、太閤（前関白の尊称）と呼ば
れる。秀吉は実権を握り二元政を敷いた。この年、利休の弟子である古田重然、細川忠興らの助命嘆願かなわず、重用してきた茶人・千利休を切腹させている。その首は一条戻橋に晒された。同年
には東北で南部氏一族の九戸政実が、後継者争いのもつれから反乱を起こした（九戸政実の乱）。南部信直の救援依頼に、秀吉は豊臣秀次を総大将として蒲生氏郷・浅野長政・石田三成ら九戸討
伐軍を派遣した。東北諸大名もこれに加わり6万の軍となった。戦いの後に九戸政実・実親は降伏した。九戸氏は豊臣秀次に一族とともに斬首され滅亡し、乱は終結した。 
 翌、天正20（1592）年1月には稀有再度に、後陽成天皇の聚楽第行幸を迎える。文禄元（1592）年9月、東北から九州の果てまで全国を完全に平定した秀吉は、織田家の嫡孫・織田秀信を美濃国の
大名に封じ岐阜城を返した。 
 

 文禄元年（1592年）、秀吉はまず肥前に出兵拠点となる名護屋城を築き、明の征服と朝鮮の服属を目指して宇喜多秀家を元帥とする16万の軍勢を朝鮮に出兵した。初期は朝鮮軍を撃破し、漢城、
平壌などを占領するなど圧倒した。しかし、各地の義兵による抵抗や明の援軍が到着したことによって戦況は膠着状態となり、文禄2年（1593年）、明との間に講和交渉が開始された。（文禄の役） 
 この年、文禄2（1593）年8月、側室の淀殿が秀頼（お拾）を産んだ。秀吉は、前年、文禄元年（1592年）完成の伏見城に母子と移り、当初、秀吉は関白秀次との共栄を模索したが、秀頼誕生に焦った
秀次の疑念で耗弱し、情緒不安定となったとされる。 文禄4（1595）年6月、秀次に謀反の疑いが持ち上がった。7月3日、聚楽第の秀次へ石田三成・前田玄以ら奉行等の5人衆が訪れ、清洲城に蟄居
することを促したが、秀次は出頭せず誓紙で逆心無きことを誓ったが、高野山青巌寺に流罪・蟄居の身となった。15日には、賜死の命令が下り、秀次は切腹、家臣らも殉死。8月2日、三条河原におい
て秀次の首は晒され、秀次の遺児（4男1女）及び側室・侍女らおよそ29名が処刑された。秀吉は、秀次の邸宅となっていた聚楽第を翌8月以降、徹底的に破却した。 後に御所に参内するための利便
上、新たに豊臣家の京屋敷が必要となり、現在の仙洞御所の地に「京都新城（後に北政所が居住）」が設けられた。 
 

 高野山青巌寺は、秀吉が母大政所の菩提所として剃髪寺（青巌寺）を建立、木食応其（もくじきおうご）が開基した。木食応其は近江の武将であったが高野山宝性院で出家していた。天正13年（1585
年）豊臣秀吉が根来寺に攻め込んだ際（紀州征伐）には、客僧でありながら秀吉との和議に臨んだ。その結果、高野山の復興援助を得、秀吉は高野山に金堂や大塔を建立し、高野山の再興にあたっ
た。その一方で応其も秀吉の方広寺造営に際しては協力している。天正15年（1587年）、秀吉と島津氏との和睦交渉での力を尽くした。また高野山内に興山寺と秀吉の母大政所の菩提所、剃髪寺（青
巌寺）を開基した。この両寺は現在の総本山金剛峯寺の前身となっている。 
 そもそも、高野山では、弘仁7年（816年）、嵯峨天皇が空海に寺領を賜った。翌年から弟子達に命じて伽藍の建立に取りかかったが、山中で建設はかどらなかった。空海在世中に完成した堂宇はご
くわずかであり現存していない。空海の他界後、弟子であり甥の真然が約20年をかけて根本大塔など伽藍を整備した。その後、京都の東寺との確執もあり、正暦5年（994年）には落雷による火災で建
物の大半を失い、僧も下山、衰亡した。長和5年（1016年）頃から、定誉によって再興された。治安3年（1023年）には藤原道長が参詣。平安末期には白河上皇、鳥羽上皇が相次いで参詣するなど、高
野山は現世の浄土としての信仰を集めて栄え、寺領も増加した。源平の騒乱期には、高野山で出家する貴族や武士が目立つようになった。彼らは高野山に草庵を建てて住み、仏道に励んだ。また、
北条政子が亡夫源頼朝のために建てた「金剛三昧院」や、戦国大名が出資した子院が数多く作られ、最盛期には高野山に2,000もの堂舎が立ち並んだ。比叡山や本願寺など仏教徒と対立していた信
長からは攻められようとしたが急死で免れていた。 
 

 文禄5（1596）年10月に土佐国にスペイン船が漂着。奉行・増田長盛らは船員たちに「スペイン人たちは海賊である」という秀吉の書状を告げた（サン＝フェリペ号事件）。同年12月8日に秀吉は再び
禁教令を公布した。この年、明との間の講和交渉が決裂し、秀吉は作戦目標を「全羅道を悉く成敗し、忠清道・京畿道にもなるべく侵攻すること、その達成後は拠点となる城郭を建設し在番の城主を
定め、その他の諸将は帰国させる」として再出兵の号令を発した。 
  翌、慶長2（1597）年、秀吉は朝鮮半島への再出兵と同時期に、イエズス会の後に来日したフランシスコ会（アルカンタラ派）の活発な宣教活動が禁教令に対して 
挑発的であると考え、京都奉行の石田三成に命じて、京都と大坂に住むフランシスコ会員とキリスト教徒全員を捕縛し処刑を命じた。2月、日本人20名、スペイン人4名、 
メキシコ人、ポルトガル人各1名の26人が処刑された。 
 同年、小早川秀秋を元帥として14万人の軍を朝鮮へ再度出兵する（慶長の役）。 朝鮮水軍を壊滅させ進撃、文禄の役の既存城郭の外縁部に城塞（倭城）で城郭群 
を補強した。防衛体制が整うと約半数の将兵を残し帰還させ、慶長の役は終了した。 
 

 慶長3年（1598年）3月、醍醐寺諸堂の再建を命じ、庭園を造営、各地から700本の桜を境内に植え花見を楽しんだ（醍醐の花見）。この頃、御所に参内するための宿所 
として、御所近く、現在の仙洞御所の地に「京都新城」を構えた。同年5月から秀吉は病に伏せ病状は悪化。5月15日『太閤様被成御煩候内に被為仰置候覚』では、徳川 
家康・前田利家・前田利長・宇喜多秀家・上杉景勝・毛利輝元ら五大老及びその嫡男らと五奉行のうちの前田玄以・長束正家に宛てた十一箇条の遺言書を出し、受けた 
彼らは起請文を書き血判を付け返答した。秀吉は、自身を八幡としての神格化、土葬することなど遺言した（フロイス「日本史」）。家康に対して子の秀頼の後見人になる 
ようにと依頼。 秀吉の病は、前年に秀吉の命令で甲斐善光寺から京都方広寺へ移されていた善光寺本尊である阿弥陀三尊の祟りであるという噂から、 、8月17日信濃 
善光寺に出発したが18日、秀吉没す。秀吉は、慶長4（1599）年の朝鮮出兵を計画していたが死去のため実施されず朝鮮出兵は終了した。 

聚楽第 
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 徳川家康 
 

  徳川竹千代、のちの家康は、三河国の土豪である松平氏の第8代当主・松平広忠の嫡男として、天文11年（1542年）岡崎城で生まれる。竹千代は、長らく人質や家臣として今川義元の支配下に
あった。 当時、天文23年（1554年）、今川義元は、三代北条氏康、武田信玄との間で甲相駿三国同盟を結んでいる。北条氏康の娘は義元の嫡男、今川氏真（うじざね）の正室となっている。 
  永禄3年（1560年）「桶狭間の戦い」で織田信長により今川義元が討たれると、永禄5年（1562年）、叔父・水野信元の仲介で、義元の後の１０代今川氏真（うじざね）と断交して、信長と同盟を結んだ
（清洲同盟）。 今川氏真は、永禄12年（1569年）武田信玄による駿河侵攻を受け、北条氏康の援軍を得るが苦境となる。 この時、武田と同調して侵攻していた家康の仲裁で掛川城開城で存命、戦
国大名今川氏は滅びた。今川氏真は、北条氏への寄宿のあと、家康の庇護を受けている。 一方、北条氏へも対抗する武田と旧今川領の遠江割譲のみを条件とする家康は離反し、さらに信濃国か
ら武田家臣・秋山虎繁（信友）に遠江国への侵攻を受け武田と徳川は敵対となる。 足利義昭上洛には織田に徳川も加わり、その後、織田信長が義昭から離反したあとも家康は信長に同調した。  
  元亀3年（1572年）、浅井・浅倉・石山寺らの信長包囲網に武田信玄も加わり遠江・三河に侵攻、これにより武田と織田も敵対となった。 武田勢の美濃国・遠江国・三河国への西上攻撃を受け、織
田は岩村城、徳川は三方ヶ原で大敗した。 しかし信玄の急死により武田軍は撤退した。 その後、織田・徳川と武田勝頼は攻防を繰り返すが、天正3年（1575年）長篠の戦いで武田勢は壊滅する。天
正7年（1579年）家康は北条氏と同盟。 戦国時代、徳川家康は、武田信玄とは概ね敵対し、北条氏とは四代北条氏政の弟、北条氏規が、今川義元の人質時代の旧友でもあり概ね良好関係にあった。  
 

  天正10年（1582年）2月信長と家康は武田領へ本格的侵攻、勝頼は自害して平安時代から続く甲斐武田氏は滅亡した（甲州征伐）。そして、同年６月家康は駿河拝領の礼で安土城の信長を表敬し、

遊覧先の堺で「本能寺の変」を知る。 三河国に辛うじて戻った（神君伊賀越え）家康は明智光秀を討つために軍勢を集めて尾張国鳴海まで進軍したが、中国地方から帰還した羽柴秀吉によって光秀
がすでに討たれたことを知った。 関東では、織田氏と同盟関係を築いていた北条氏が一方的に同盟を破り、五代北条氏直、叔父・北条氏規や北条氏照ら率いる6万の軍が武蔵・上野国境に襲来し
た。 織田家臣の滝川一益は北条氏直を迎撃、緒戦に勝利するも敗北、尾張国まで敗走した。甲斐・信濃・上野は領主のいない空白地帯となり、家康は武田氏の遺臣・岡部正綱らを先鋒とし、自らも
8,000人の軍勢を率いて甲斐国に攻め入った（天正壬午の乱）。徳川軍と北条軍の全面対決の様相を呈したが、滝川配下から北条に転身していた真田昌幸が徳川軍に再度寝返り、執拗なゲリラ戦法
に戦意喪失した北条軍は、家康に和睦。上野国を北条氏が、甲斐国・信濃国を徳川氏が領有し、家康の二女・督姫が北条氏直に嫁ぐ。家康は北条氏と縁戚・同盟関係を結び、同時に甲斐・信濃・駿
河・遠江・三河の5ヶ国を領有する大大名となった。 
   

  天正12年（1584年）小牧・長久手の戦いで対峙、家康は優勢であったが織田信雄が秀吉と講和したため、家康の次男・於義丸（結城秀康）を秀吉の養子とし講和した。その後、秀吉からの臣従要求
に徳川方も内部混乱するが、天正14年（1586年）秀吉は実妹・朝日姫（南明院）を正室とし、10月には秀吉が生母・大政所を朝日姫の見舞いとして岡崎に送ると、同24日に家康は浜松を出立し上洛し
臣従を誓う。 
  天正17年（1589年）真田氏との領土紛争を起こした後北条氏に対し、秀吉は惣無事令違反で討伐令を出した。 家康は、氏政の弟で旧友の北条氏規を上洛させるなどそれまでにある程度の成果
を挙げたが、北条氏直は秀吉に臣従することに応じず、天正18年（1590年）、秀吉は北条氏討伐を開始。家康も諦め豊臣軍の一軍として参戦した（小田原征伐）。その結果、氏政らが切腹。氏直、氏規
は高野山へ、翌年釈免されたが氏直はまもなく病死。 氏規のあと、北条氏盛の継承が認められ、その子孫は狭山藩主として、明治維新まで存続した。   
  

  その後、秀吉の命令で、家康は駿河国・遠江国・三河国・甲斐国・信濃国の5ヶ国を召し上げられ、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部
の関八州に移封された。 家康は、小田原征伐に先立ち天正17年（1589年）から翌年、大規模な検地を断行していた「五ヶ国総検地」 。 北条氏討伐に対する準備、領内の実情把握を目指したもので、
関東移封後の統治に生かされた。 この移封によって150万石から250万石へと大幅な加増を受けたが、縁の深い三河国を失い、北条氏の残党など不穏な動きがあり、また北条氏は四公六民という
低税率を採用しており徳川吉宗の享保の改革で引き上げられるまで継承された。北条氏が本城とした小田原城ではなく、江戸城を居城とした。 
 

  文禄慶長の朝鮮出兵では、徳川勢は半島に渡らず兵力は温存。 文禄4年（1595年）「秀次事件」後、事態の鎮静のため、秀吉は諸大名に上洛を命じ、家康も上洛し伏見城に滞在する期間が長く
なる。慶長3年（1598年）、秀吉が病に倒れると、後継者である豊臣秀頼を補佐するための五大老・五奉行の制度で大老となった。 
 

  秀吉死後、文禄4年（1595年）8月に禁止と定められた、大名家同士の婚姻を進め、伊達・福島・加藤・黒田らと姻戚となる。 
そのことは、大老・前田利家や五奉行の石田三成らより「専横」との反感を買うが、家康は向島へ退去し和解。 利家病死直後、 
福島正則や加藤清正ら7将が、大坂屋敷の石田三成を襲撃。三成は伏見城内に逃れ、家康の仲裁により奉行退陰、佐和山城 
に蟄居失脚した。 家康の公平が評判され、豊臣家家臣同士の対立は継続する。 家康は、大坂城・西の丸に移り、大坂で政 
務を執ることとなる。 また、前田利長・浅野長政ら家康暗殺嫌疑で、長政を隠居、利長が生母・芳春院を江戸に人質とし加賀 
出兵は取りやめ、前田氏は完全に家康の支配下に組み込まれた。 
 

  慶長5（1600）年、「関ヶ原の戦い」で石田光成ら対抗勢力に勝利し覇権を決定づけた。 
慶長8（1603）年、後陽成天皇から征夷大将軍に任命され、武蔵国江戸城に幕府（江戸幕府、徳川幕府）を開き、支配の正当性 
を確立させた。 
慶長10（1605）年に三男･徳川秀忠へ征夷大将軍職を譲り、駿河国駿府城に隠居した後も、「大御所」として政治・軍事に大きな 
影響力を保持した。  

１６００年代中期 大名配置 
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  天海は、天文5年（1536）頃、陸奥出自の説があるが不明。比叡山延暦寺や三井寺、大和国の興福寺などで学び、元亀2年（1571）信長の比叡山焼き打ち
の際、武田信玄の招聘を受けて甲斐国に移住する。その後、蘆名盛氏の招聘を受けて黒川城（若松城）の稲荷堂に住した。さらに上野国の長楽寺を経て天
正16年（1588）に武蔵国の無量寿寺北院（現 埼玉県川越市 後の喜多院）に移り、天海を号したとされ、北条攻めの頃には家康の陣幕にいたとする。その後、
天海は家康の参謀として朝廷との交渉等の役割を担う。慶長12年（1607）に比叡山探題執行、南光坊に住して延暦寺再興に関わった。 危篤となった家康は
神号や葬儀に関する遺言を、大僧正となった天海らに託す。  
 

  家康死後には神号を巡り、天海は崇伝、本多正純らと争う。天海は「権現」として山王一実神道で祭ることを主張し、崇伝は家康の神号を「明神」として吉田
神道で祭るべきだと主張した。山王一実神道では、山王権現とは大日如来であり、天照大神であると説いた。これには伊勢神道の影響も見られる。 2代将
軍・徳川秀忠の諮問に対し、天海は、豊臣秀吉に豊国大明神の神号が贈られた後の豊臣氏滅亡を考えると明神は不吉であると提言し、家康の神号は「東照
大権現」と決定され、家康の遺体を久能山から日光山に改葬した。 天海は、3代将軍・徳川家光にも仕え、寛永２（1625)年、忍岡に天台宗寛永寺を創建する。
江戸の都市計画にも関わり、陰陽道や風水に基づいた江戸鎮護を構想した。 
 

 現在、山科に所在する天台宗「護法山出雲寺」 通称、毘沙門堂。 本尊毘沙門天、現在は、天台宗。 
寺伝によれば、毘沙門堂の前身で現、出雲路付近にあった出雲寺は文武天皇の勅願により、大宝3年（703）行基が開いたという。その後、平安時代末期に
荒廃していたが、鎌倉時代初期、平親範が平家ゆかりの平等寺、尊重寺、護法寺の三寺院を合併する形で再興。室町時代末期には再び荒廃していた。江
戸幕府は、山科の「安祥寺」（9世紀創建の真言宗寺院）の寺領の一部を出雲寺に与え、天海没後はその弟子の公海が引き継ぎ、寛文5年（1665）に完成した。 
天台宗京都五門跡の一として栄える。 
 「安祥寺」は、本尊 十一面観音で、現在は、高野山真言宗。 近隣の毘沙門堂はもちろん、金地院も、ともにのち、疎水で繋がる大文字山の南山麓にある。 
嘉祥元年（848）、仁明天皇女御で文徳天皇の母・藤原順子の発願により、入唐僧・恵運によって創建された。天皇の母に関係した寺であることから斉衡2年
(855)に定額寺となる。 『延喜式』によると順子の陵は山科にあるとされ、この寺との深い関係がうかがえる。  安祥寺には醍醐寺同様、裏の山にある「上
寺」と麓にある「下寺」が存在した。この2寺の詳細な成立時期はよく分かっていない。先に僧侶の修行場としてすでに「上寺」があり、その後恵運に帰依した
順子によって下寺が建立されたという説が有力である。 
  貞観9年(867）に恵運が作成した「安祥寺伽藍縁起資財帳」（現在東寺蔵）が伝わり、上寺には礼仏堂と五大堂とから成る堂院・東西僧房・庫裏・浴堂など
の施設が、下寺には約2万平方メートルの寺域内に塔・仏堂・僧坊・門楼などがあった。順子死去のあとは朝廷の庇護を失い衰微し『小右記』、平安時代後期
に宗意が下寺復興をはかるが、応仁の乱で、上寺・下寺共に完全に廃寺となる。 江戸時代に残った寺宝を元に現地移転し再建されるが、上寺の方は再建さ
れず廃絶した。このときには高野山宝生院兼帯所となる。さらに、寺領のほとんどを寺の維持のために毘沙門堂門跡に売却、寺の規模は大幅に縮小。江戸
時代のは数度の火災に遭い、明治39年に多宝塔を焼失、以後再建されていない。 現在は江戸後期に再建された本堂、地蔵堂、大師堂のみが残る。 
木造五智如来坐像（重要文化財） は、京都国立博物館に寄託されている。 
   所蔵 の梵鐘には、｢摂州渡辺安曇寺洪鐘一口｣嘉元４年(1306)の銘があり、元は大阪の「安曇寺」 から移設された。 その「安曇寺」は、「あずみ」の読みを
根拠に、摂津沿岸地域に渡来した古代の海女族が住した地域に、のち創建された古代寺院とする説がある。 

 徳川家康 
    家康は浄土宗徒として、慶長13年（1608）から知恩院の寺地を拡大、諸堂の造営を行った。特に知恩院の尊照と増上寺の存応は、家康の崇敬を受けた。元
和元年（1615年）に寺院諸法度の一環として浄土宗法度が制定、知恩院が門跡寺院・第一位の本山とされ、増上寺は下位に置かれたが「大本山」称号と宗務行
政官庁である「総録所」が設置された。これにより浄土宗は幕府の手厚い保護を受けることになる。西山派に対して「浄土宗西山派法度」も発布。 知恩院造営
は2代将軍秀忠に引き継がれ、現存の三門は元和7年（1621）に建設された。寛永10年（1633）火災で、三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼するが、3代将軍家光
のもとで再建され、寛永18年（1641）までにほぼ完成した。 
  慶長19（1614）年から慶長20（1615）年にかけて行った「大坂の陣」において豊臣氏を滅ぼし、幕府の統治体制を盤石なものとした（元和偃武）。 
元和2（1616）年、駿府城にて死去する。享年75。その亡骸は駿府の久能山に葬られ（久能山東照宮）、1年後に下野国日光（現・栃木県日光市）に改葬された（日
光東照宮）。家康は薬師如来を本地とする東照大権現として神格化され、「神君」、「東照宮」、「権現様」とも呼ばれ信仰の対象となった。 
  

   家康の僧侶側近として、崇伝と天海がいる。    
崇伝は、永禄12年（1569）、京都一色氏の出身。南禅寺で玄圃霊三に師事し、南禅寺塔頭の金地院の靖叔徳林に嗣法、更に醍醐寺三宝院で学ぶ。建長寺など
の住職を経て、慶長10年（1605）には臨済宗五山派の最高位・南禅寺の270世住職に、後陽成天皇から紫衣を下賜される。慶長13年（1608）、徳川家康に招かれ
て駿府へ赴き、外交関係の書記を務め、幕政にも参加するようになる。閑室元佶や板倉勝重と共に寺社行政に携わり、キリスト教の禁止や、寺院諸法度・武家
諸法度・禁中並公家諸法度の制定に関わる。 
 「金地院」は、本尊 地蔵菩薩。 応永年間（1394～1427年）に、室町幕府4代将軍足利義持が大業徳基（南禅寺68世）を開山として洛北・鷹ケ峯に創建。 慶長
10年（1605）、崇伝が現地に移設したとする説が有力。「本堂」（大方丈）は重要文化財。慶長16年（1611）に、崇伝が伏見城の一部を江戸幕府3代将軍徳川家光
から賜り、移築したものという。内部は狩野探幽・狩野尚信の襖絵で飾られている。「八窓席」は、崇伝の依頼により小堀政一（遠州）の設計で建てた三畳台目の
茶室で、大徳寺孤篷庵、曼殊院の茶室と共に京都三名席の1つ。重要文化財。  
「東照宮」は、崇伝が徳川家康の遺言により、家康の遺髪と念持仏とを祀って寛永5年（1628）造営したもの、創建当初は日光東照宮と比された。重要文化財。 
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