仁和伝法所所報 創刊によせて

総本山仁和寺門跡

真言宗御室派管長

瀨川 大秀

社会は日々流転して新たな姿を見せ、

伝法所の活動を知り、参加し、自ら学ん

そこに生きる私たちはめまぐるしい変化

でいただきたいと存じます。そして、新

に翻弄され続けています。真言宗末徒が

たな時代や社会を見通し、私たちの教化

奉じる教えと祈りは、自ら修め、一切衆

がどうあるべきか、どこへ向かうべきか、

生を導くべきものでありますが、二利双

仁和伝法所とともに探求していただきた

修のあり方もまた、現代においては一様

いと存じます。そして仁和伝法所には、

ではありえません。そのことに悩み、日々

今後も多角的な研究 · 教育活動を繰り広

模索されている大徳も多かろうことと推

げてほしいと期待しています。

察いたします。

多様な価値がたえず押し寄せる現代、

そうした中、このたび仁和伝法所所報

確かな法を伝えるためのよりどころとす

が創刊され、その活動内容について宗団

べきは着実な研究 · 教育であります。そ

の関係寺院をはじめとする皆様に詳しく

れを実現するには、たとえ歩みは遅くと

お知らせできるようになったこと、誠に

も、問題意識を有する者が粘り強く対話

喜ばしく存じます。仁和伝法所は、事教

し、力を合わせてゆくことが何より大切

二相の発展普及という使命を負い、これ

となるでしょう。

まで法流 · 教義 · 宗史をはじめとする真

昨今の新型コロナウイルス感染症の猛

言密教に関する研究 · 教育活動をおこな

威は、世の中に多くの苦難と制約をもた

い、成果を上げてきました。それらは決

らしています。しかし一方で、お互いを

して殻に閉じこもった学問ではなく、本

想いやる気持ちが見直され、リモートに

来的には末徒ひとりひとりが生涯にわた

よるコミュニケーションは加速し、新た

り考え続け、実践し続けるべきものにほ

な連帯も生まれています。真の意味で、

かなりません。その意味で、仁和伝法所

人どうしの「ディスタンス」は縮まりつ

は研究 · 教育の拠点の一つに過ぎないも

つあるのではないでしょうか。その機運

のの、しかしながら、その取り組みは紛

をうまく捉え、新しい研究・教育活動の

れもなく私たちと共にあります。

中で一味和合を実現していただきたいと

是非とも皆様には、本報を通じて仁和

願うばかりです。
仁和伝法所所報
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仁和伝法所の活動について

仁和伝法所所長

仁和密教学院学院長

鈴木 義晃

仁和伝法所の活動については、宗会や
支所長会、また宗報の記事などにて報告

果の報告が行われるようになりました。

させていただいておりましたが、このた

また、令和元年（2019）９月には京都

び仁和伝法所所報が創刊され、その活動

新聞文化ホールにおいて「観音堂落慶記

内容について所属寺院の皆様に詳しくお

念講演会 仁和寺に学ぶ文化の継承」の第

知らせする準備が整いました。

3 回として「国宝 三十帖冊子の歴史と修

真 言 宗 御 室 派 宗 制 第 198 条 に は「 こ

2

とした多くの方々により、様々な研究成

理」と題したシンポジウムを行うなど、

の宗派及び仁和寺は、それぞれの目的を

僧侶だけでなく幅広い人々を対象とした

達成するため、事教二相を研究し、僧侶

教育普及活動を行っております。

に対して道心堅固な宗徒を養成するため

さらに令和２年（2020）度からは、若

の教育を行うものとする」とあり、同第

手研究者を支援し、真言密教および仁和

199 条には、その目的を達成するために、

寺をめぐる学術研究の進展、仏教文化の

仁和伝法所および仁和密教学院を設置す

興隆に資することを目指して助成事業を

るとあります。

開始いたしました。

仁和伝法所は、平成 16 年（2004）に

この所報は年１回程度の刊行となろう

開設されて以来、様々な伝授の開筳、各

かと思われますが、本報を通じ一人でも

種講習会の実施、刊行物の出版を行って

多くの方が仁和伝法所の活動に興味を

参りました。しかしながら、平成より令

持っていただき、その活動に携わってい

和へと元号が改まった年の暮れより蔓延

ただけるようになることを切に願ってお

することになった新型コロナウイルス感

ります。

染症により、様々な講習会等の延期や規

「法は人に資って弘まり、人は法を待って

模の縮小を図らざるを得ない状況が今な

昇る。人法一体にして別異なることを得ず。
」

お続いております。



（『秘蔵宝鑰巻中』十四問答）

そのような中、仁和伝法所の本来の業

お大師さまは、教えを弘めるものは人

務の一つである仁和寺の法流・教学・歴

であり、人は教えによって向上すると説

史などの分野から調査研究を行うことに

かれています。仁和伝法所としても、微

も軸足を置き始め、主任研究員である高

力ながら後の世の人のため、そのお役目

野山大学名誉教授の武内孝善先生を始め

の一端を担えればと思って止みません。

仁和伝法所所報

研究活動報告
所員による研究成果の概要
『寛平御遺誡』の研究
本研究は、寛平 9 年（897）7 月、宇多天皇
が 13 歳の皇太子敦仁親王、のちの醍醐天皇に

主任研究員

武内 孝善

しており、特に藤原時平・菅原道真らの廷臣に
対する具体的な人物評は有名である。

譲位するにあたり、天皇としての心得を書き与

本研究の成果は、当初の目的であった『寛平

えた訓誡の書である『寛平御遺誡』の本文 20

御遺誡』の逸文 35 条すべてを読み下し、それ

条と逸文 15 条に、①読み下し文、②語註、③

に語註と現代語訳を付すことができたことであ

現代語訳、④原文を付して、多くの方に手にとっ

る。いずれ公開する機会があろう。

ていただける形で提供することを目的としたも
のである。

なお、寛平法皇の文章は、極めて深い教養、
特に中国の古典に裏打ちされた格調高い漢文で

『寛平御遺誡』は、
『寛平遺誡』
『寛平御誡』
『寛

かかれており、一語一句の意味を押さえるのに、

平遺訓』ともいい、嵯峨天皇の遺誡が伝存しな

少なからず時間を要する。また、宮廷儀礼とい

い今日、天皇の訓誡書として最古のものといわ

うか、役人の任命人事・年中行事等に関する記

れる。その内容は、日常の所作・公事儀式や年

述も多く、基礎的な知識なくしては的確な現代

中行事・任官叙位のあり方などをこまごまと記

語訳は難しかったことである。 （武内 孝善）

尊寿院顕證に関する歴史学的研究

研究員

西 弥生

今年度は、未解明の点が多く残されている江

する史料を抽出した上で、両者の足跡を年譜の

戸前期の仁和寺の様子を把握するために、当該

形に整理した。また、覚深に関しては東京大学

期に活躍した御室覚深法親王と一音坊顕證の足

史料編纂所データベースからも関連史料を抽出

跡に注目して基礎研究を行い、その成果を研究

して年譜に加えた。この作業により、両者のお

ノート「御経蔵聖教にみる御室覚深法親王と尊

およその動向を把握することができた。

寿院顕證」としてまとめるとともに、今後の研
究の方向性を模索した。
本稿の第１章「御室覚深法親王と顕證の年譜」
では、御経蔵聖教の中から覚深および顕證に関

第２章「年譜に見られる特徴・傾向」では、
第１章で作成した年譜をもとに、覚深・顕證そ
れぞれの重要な事績に注目し、その内実につい
て検討を試みた。覚深に関しては、前後の御室
仁和伝法所所報
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と比較すると、大北斗法や孔雀経法といった大

門跡義演による後七日御修法の再興のほか、仁

法を勤修した功績が確認できた。顕證に関して

和寺真乗院孝源により後七日御修法のための曼

は、世俗権力との関係のもとで勤修された修法

荼羅制作が行われるなど、主要な門跡寺院が東

においては顕著な功績は認められないが、聖教

密の復興に積極的に関与していた時期でもあっ

の生成や寺家の再興に貢献した点では、東寺観

た。こうした中で、東密の主力寺院たる仁和寺

智院の杲宝・賢宝や杲快・賢賀といった僧侶と

の再興に貢献した覚深・顕證両者の功績は、東

の共通点が見出せることを指摘した。

密再興の一翼を担うための土台構築としても重

第３章「門跡寺院が支えた東密の再興」では、

要な意義があったことを指摘した。

覚深・顕證が活躍した時期における真言宗の動

なお、今回作成した年譜は御経蔵聖教に基づ

きを大枠で辿ることを試みた。当時、京都の大

くものであるため、今後は塔中蔵聖教から抽出

寺院では文禄５年（1596）の大地震により伽

した情報も追加していきたい。

藍再建を余儀なくされていたが、醍醐寺三宝院



（西 弥生）

ツォンカパの生涯と顕密両修の思想体系

4

研究員

松本 峰哲

チベット仏教ゲルク派の開祖ツォンカパにつ

究で明らかにされているが、今回ツォンカパの

いて、その生涯と思想について包括的な研究を

生涯について概観したことによって、その教義

行った。ツォンカパの生涯においては、彼がい

体系がどのような経論に基づき、どのような師

わゆる小乗仏教から大乗仏教、そして後期密教

の教えから構築されていったのかを明らかにす

に至るまで、経・律・論の三蔵を非常に広範囲

ることができた。

に学び、様々な注釈を著している。そしてその

また今回の研究成果は、当初の計画から一般

幅広い知識によって、小乗・大乗・密教を選択

向けの書籍として出版することを目標としてい

するのではなく、段階的に学ぶことによって悟

たため、ツォンカパの生涯については厳密さよ

りに達するという、完成された顕密両修体系を

りも物語として読みやすいことを、教義内容に

構築することが可能だったのである。そしてそ

ついてはサンスクリット・チベット語のローマ

の顕密両修体系は『菩提道次第論』という非常

字表記は一切使わず、また本文中に一切注記を

に明解な修行次第として纏められ、この修行次

入れることなく理解できることを優先した。し

第がチベット仏教において現在に至るまで、師

たがって成果内容の専門性は低くなってしまっ

資相承によってまさに「瓶水を移すが如く」厳

たが、文中に空海の思想や日本仏教の思想との

密に伝えられている。

比較を適宜入れることによって、多くの人に

次にツォンカパの教義体系については、その

ツォンカパやチベット仏教、更には仏教全体に

特徴として中観帰謬論証派の空性理解に基づき

ついて学ぶことに興味をもってもらうきっかけ

ながら、数多くの密教経典の中で『金剛頂経』

となる啓蒙書として纏めることができたと考え

の発展版にあたる『秘密集会タントラ』に最高

ている。

の権威を与えていることは、既に多くの先行研



仁和伝法所所報

（松本 峰哲）

俊亮寂如の研究
寂如和尚（1800 ～ 1864）は字を俊亮と号し、

准研究員

有瀬 光崇

一次史料から裏付けられた。寂如が現在につな

進流声明血脈や声明集奥書には細字で真光院と

がる進流声明中興の礎と位置づけられるのは、

いう院号が付されていることから、真光院俊亮

備前国・備中国を中心とした活動によるところ

寂如和尚と尊称される人物である。

が大きいと考えられる。また、調査では三宝院

和尚は南山進流声明の正嫡として備前国・備

憲深方洞泉相承、三宝院流憲深方で岡山備前地

中国を中心にその声明を各師に伝授しており、

方に多く相承された系統の印信が確認でき、寂

寂如を通過せず現在まで相伝されている進流声

如が三宝院流について少なくとも 3 種を相承

明系譜は寡聞にして聞かない。事相法流として

していたことが判明した。寂如はこれら三宝院

は、寂如相承の三宝院流憲深方日秀相承が現代

流を本流とし、中院流を兼伝され、神道は御流

に相伝されている。

神道を受法し、さらに悉曇の授受もおこなって

本研究では、寂如が住持を務めた岡山県倉敷

いたのである。

市の景光山観音寺・安住山性徳院を中心とし

本研究の内容は「真光院俊亮寂如の事跡とそ

て、周辺に点在する 10 数か所の諸寺院の聖教

の周辺―備中声明流布の背景として」
（中山一

調査をおこなった。そして、調査によって得ら

麿監修・山﨑淳編『寺院文献資料学の新展開 第

れた印信類、遺跡および関係寺院住職の御教示

9 巻 近世仏教資料の諸相Ⅱ』
臨川書店、
令和 2 年）

などを元に考証をおこない、寂如の事跡および

としてまとめた。調査により得られた印信・聖

周辺の人脈について明らかにした。

教類の内容についても、本稿内にて一部または

進流声明の流布に関する寂如の事跡について

全部を取り上げ、その所在を明示している。興

は、寂如の声明伝授が長きにわたり数多の者に

味の御仁には披見いただき、声明研究の一助と

対して行われていたことが印信、契約などの第

もなれば幸甚である。

平安期真言宗の修法についての歴史研究
―後七日御修法を中心に―
本研究は、後七日御修法の分析を手がかりに、

准研究員

（有瀬 光崇）

泰地 翔大

り、さらに自身の弟子をはじめとする非定額僧

平安時代の真言宗における門流（法流）の分化

を後七日御修法の修僧として多数動員してい

とその意義について考察したものである。

た。これらを通じて、実際には長者は自派本位

後七日御修法は、東寺長者（主に一長者）を

の御修法運営をおこなっていたのである。

大阿闍梨とし、東寺定額僧を伴僧として勤修さ

このことは、後七日御修法の核心たる作法次

れる、一宗の基幹法会と言うべき密教修法で

第の相承および門流の成立・分化と連動してい

あった。しかし、12 世紀の東寺長者は職権の

た。後七日御修法の作法次第は長者に加任され

範囲内で定額僧の人事に恣意性を発揮してお

た時点で現任の一長者から相承することが原則
仁和伝法所所報
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であったが、11 世紀中葉以降、作法は師弟間

在を前提とする運営形態へと変質していったと

で共有されるようになり、口伝が形成された。

言える。そのことは、国家体制の一翼を担う真

12 世紀前半には口伝の細分化と固定化が進み、

言宗僧団の変容と評価しうるものである。

西院流・勧修寺流・保寿院流など、体系的な口

なお、本研究の内容は「国際シンポジウム

伝を相承する諸門流が成立した。さらに、口伝

日本と東アジア―歴史の発展と文化の交流―」

に基づく後七日御修法の勤仕は世俗側にも許容
されていた。
このように、後七日御修法は真言一宗の基幹
法会という体裁を維持しながらも、諸門流の存

（2019 年 10 月 20 日、於中国・清華大学）に
て口頭発表をおこない、雑誌『洛北史学』第
23 号（2021 年）に論説として発表した。


（泰地 翔大）

令和２年度 若手研究助成事業 研究成果の概要
寺院文献調査に基づく近世真言密教における
新安流の形成と展開に関する研究
本研究は、寺院における資料調査に基づく研
究を行うことで、近世真言密教における新安祥
寺流（以下、新安流）の形成と展開の様相を明
らかにすることを目指すものである。
本研究では、覚城院・地蔵寺・備中国分寺・

6

柏原 康人 氏

報群から新安流に関わる情報を抽出し、分析を
行った。
これまでの諸論考で四国、特に仁尾地域を中
心とした真言寺院における僧侶の修学と法の継
承・展開の様相の一端が明らかになってきたが、

高野山大学・国立国会図書館・国文学研究資料

他方で三等による附法活動の基盤になった修学

館において文献調査を実施する予定であった。

と新安流流入の初期段階における本寺・末寺の

しかし、新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴

関係についてや、無等が何故報恩院流を新安流

う公的機関の閉館、緊急事態宣言の発令による

に接ぎ木することで法流の拡充を図ったのかに

移動制限により、予定していた現地での調査の

ついては、曖昧なところが残されていた。そこ

多くが困難となった。このため、本研究では、

で、本研究では、覚城院に伝存する聖教にもと

稿者が参加させていただいている覚城院の調査

づいて、①新安流流入初期の覚城院と末寺であ

研究によって蓄積・構築されてきた資料データ

る金光寺の関係の様相、②新安流と共に伝流し

ベースを主に活用して研究を実施することとし

た報恩院流の継承と展開の様相の二点について

た。稿者は、幸いにも多くの調査者による調査・

明らかにすべく考察を行った。

研究の集合知であるデータベースを活用すると

考察の結果、①新安流流入期において、本寺

いう恩恵に浴することができ、それら現地調査

が主導する末寺再編を背景に、末寺の住僧が本

で得られるものと同等とも言える典籍の画像と

寺と縁深い法流を接触し、本寺の法流を増補す

書誌情報を閲覧することで、それらの典籍の情

るように修学を展開していること、②覚城院に

仁和伝法所所報

おける新安流の流入は白峯寺系統の報恩院流と

恩院流は当初は新安流を支える法流として存在

併せて流入してきているとみられるが、時代が

したと考えられるが、時代が下るにつれ覚城院

経るにつれて報恩院流については白峯寺系統か

の中で独立した法流として住持に継承されるよ

ら有雅・護持院隆光の系統へと法流の転換が図

うになっていったことを指摘した。

られている。そして、この有雅・隆光系統の報



（柏原 康人）

室町期における仁和寺の展開に関する歴史学的研究
― 御室と真光院の動向を中心に ―

髙鳥 廉 氏

本研究は、従来あまり注目されてこなかった

期が、正しくは応永 27 年（1420）である可

室町期の仁和寺御室の展開について検討したも

能性がきわめて高いことである。２点目は、永

のである。室町期の御室に関する具体的な検討

助自身の日記（『仁和寺諸記抄』所収「応永御

は、横内裕人氏の「仁和寺御室論をめぐる覚書」

日次記抜萃」）から、彼（御室）が尭仁の叙一

（永村眞編『中世の門跡と公武権力』戎光祥出版、

品に強く反発していたことがわかったことであ

2017 年）がほぼ唯一のものであった。それに

る。そして３点目は、一品を授かることが御室

よると、皇統に連なる人物によって継承されて

だけに認められていた特権であったにもかかわ

きた御室は、平安期から鎌倉期にかけてその地

らず、御室を庇護すべき、時の治天の君たる後

位を高めていたが、室町期になると、その出自

小松上皇（永助の甥）自身が、例外的とはいえ

が従前に比して劣るようになるという。要する

御室以外の僧侶（尭仁）に対する一品宣下を強

に、天皇家（王家）との関係性が希薄化すると

行しようとしていたこと、そして、これまで御

いう指摘である。

室以外の僧侶が一品に叙された事例は武家執奏

しかし、御室と天皇家との関係性が薄まった
背景については未だ明らかにされておらず、そ

によるものであったが、尭仁の事例はもはや武
家執奏とは無関係になされていた点である。

の実態は今後の研究により明らかにしていく必

永助は後小松にとって叔父であり、血縁的に

要がある。本研究は、そのための一作業として、

そう遠い存在ではない。それにもかかわらず、

①法尊（足利義満子息）の入室、②御室の他門

後小松は御室の他門跡に対する優位性をさしお

跡に対する優位性に関する自他認識、③叙品（特

いて、武家執奏によらず尭仁に一品を授けたの

に御室の特権たる叙一品）からみた室町期御室

である。この点は、横内氏が指摘した、室町期

の位置について検討した。より具体的には、応

における御室と天皇家との関係の希薄化を物語

永年間になされた妙法院尭仁（後光厳天皇皇子）

る具体的な事例として注目すべきものといえよ

の叙一品に対し、御室永助（尭仁と同じく後光

う。また、これまで知られていた真光院尊海の

厳天皇皇子）が反発した事例を取り上げた。

『仁和寺御伝』序文だけではなく、永助当人の

その検討の結果、室町期においても御室の地

日記から御室の叙一品に対する認識が窺えた点

位は高いものとして認識されていたことが窺え

も重要である。なお本件は、近世における叙一

た。一方、尭仁が一品宣下を受けた事例からは

品にも影響を与えており、僧侶間にある身分秩

以下の点が判明した。まず１点目は、応永 20

序を探るための興味深い事例といえるだろう。

年（1413）との説があった尭仁の叙一品の時



（髙鳥 廉）
仁和伝法所所報
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両部曼荼羅の図像解釈に関る基礎研究
― 日本における解釈史の変遷を中心に ―

中村 夏葉 氏

本研究は筆者がこれまで行ってきた現図両部

れていないが、四つの宝瓶が大日如来の四智を

曼荼羅の図像解釈研究の一環として、日本の密

表すという解釈で一定していた。宝瓶に挿した

教諸師の伝統的な曼荼羅の図像解釈に焦点を当

蓮華については先行研究で『大日経疏』に説く

て、典拠不明なモチーフや図像に対してどのよ

蓮華に喩えた男女の汗栗駄心との記述と関連す

うな解釈が行われていたかについての情報収集

ることが指摘されており、宝瓶を四智とする解

を目的に古文献の調査を行ったものである。

釈とも整合性があるものと判断された。この他

『大正新脩大蔵経』、
『大正新脩大蔵経図像部』、
『真言宗全書』、『続真言宗全書』、『大日本仏教

に第三の四大神と第四の蓮華門についても解釈
が一定していることが確認できた。

全書』所収の文献を中心に、25 種の文献から

一方、第二の大円輪外側四隅の月輪中の八葉

13 項目の関連記述を抽出することができた。

蓮華については解釈に幅がみられたが、先に挙

中でも金剛界に表される蓮華をモチーフとする

げた蓮華門や四大神と関連させて解釈するとい

図像に関する項目が見出された。その第一は、

う注目すべき記述がみられた。また四大神との

一印会の四隅に描かれる蓮華を挿した宝瓶であ

関係では『華厳経』の蓮華蔵世界観が解釈に用

る。第二は、三昧耶会・微細会・供養会・降三

いられていた。この月輪中の蓮華モチーフにつ

世会・降三世三昧耶会の五会の五解脱輪を囲む

いては、筆者が以前より四大神との関係で解明

大円輪外側四隅に描かれる月輪中の八葉形の開

を試みていたこと、そして金剛界の九会構図に

敷紅蓮華である。第三は、成身会の五解脱輪を

ついて『華厳経』に基づく絵画作例から影響を

囲む大円輪外側四隅に配置されている四大神像

受けた可能性を検討していることから、今回抽

についてである。第四は、九会上段の四印会・

出することができた記述は個別のモチーフ解釈

一印会・理趣会の最外周の四方に描かれている

に留まらない現図の構成原理に関る全体的な問

蓮華門についてである。

題の解明に波及する可能性を含む重要な項目で

これらの４項目はいずれも『初会金剛頂経』

ある。今回の調査によって今後の現図研究にお

等に明確な典拠がないものである。第一の宝瓶

いて重要な鍵となる視点が得られたといえる。

については、蓮華そのものに対する解釈は示さ



（中村 夏葉）

令和 3 年度 若手研究助成事業 採択テーマ
テーマ名

平安時代の仁和寺をめぐる氏族秩序の研究

ー宇多源氏を中心にー

院政期仁和寺歌壇における和歌生成の研究
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仁和伝法所所報

申請者

上村 正裕 氏

京都芸術大学業務担当非常勤講師

金子 英和 氏

国文学研究資料館機関研究員

助成金額
31.5 万円
36.4 万円

（以上 2 件）

講習会活動報告
令和２年度 悉曇の講座
智満流 筆書きの講座（全４回）
講
会

師
場

内 容

森 祐敬（仁和伝法所 准研究員）
総本山仁和寺 御室会館

第１回 令和 2 年 9 月 7 日（月） 字母表と摩多の書法
第２回 令和 2 年 10 月 15 日（木） 体文の書法

第３回 令和 2 年 12 月 8 日（火） 光明真言曼荼羅を描く
第４回 令和 3 年 4 月 22 日（木） 尊勝曼荼羅を描く

澄禅流 刷毛書きの講座（全４回）
講
会

師
場

内 容

児玉 義隆 先生（種智院大学副学長 ･ 教授）
総本山仁和寺 御室会館

第１回 令和 2 年 9 月 8 日（火） 澄禅流刷毛書きの筆法と摩多体文の書法１
第２回 令和 2 年 10 月 16 日（金） 澄禅流刷毛書きの筆法と摩多体文の書法２
第３回 令和 2 年 12 月 7 日（月） 塔婆の書法１～十三仏の種子など～
第４回 令和 3 年 4 月 23 日（金） 塔婆の書法２～十三仏の真言など～

「智満流 筆書きの講座」では、梵字悉曇

となる刷毛書き専門の講座です。毛筆とは

の基本となる摩多・体文の書き方について、

異なる独特の筆運びや書法について、摩多・

順を追って学習しました。また、「光明真

体文から丁寧に学び進めました。後半は塔

言曼荼羅」および「尊勝曼荼羅」の制作に

婆の書き方についての実習のほか、摂一切

取り組みました。
「尊勝曼荼羅」は新作の

仏頂曼荼羅の制作にも取り組みました。受

教材であり、講座で使用するのは今回が初

講者の中には、受講を機に初めて刷毛書き

めてとなりました。梵字悉曇の習得は真言

に取り組むという方が多くおられました。

僧にとって必須でありますが、本講座は僧

コロナウイルス感染症の拡大防止のた

侶だけでなく寺族や一般の方にも広く受講

め、両講座とも一部日程変更を余儀なくさ

されています。

れましたが、予防策を徹底して無事日程を

「澄禅流 刷毛書きの講座」は、今回初めて

終了しました。

仁和伝法所所報
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令和２年度 密教学講座
真言密教の軌跡と仁和寺（全４回）
講

師

武内 孝善（仁和伝法所 主任研究員）

苫米地 誠一（仁和伝法所 特任研究員）
堀内 規之（仁和伝法所 特任研究員）

会

場

内 容

松本 峰哲（仁和伝法所 研究員）
総本山仁和寺 御室会館

第１回 令和 2 年 10 月 22 日（木） 密教の展開と東漸（松本）

第２回 令和 2 年 11 月 24 日（火） 弘法大師空海と真言密教の成立（苫米地）
第３回 令和 3 年 7 月 8 日（木） 寛平法皇の誕生（武内）
第４回 （延期 日程未定）

令 和 2 年 度 新 設 の「 密 教 学 講 座 」 は、

いてお話しいただきました。

密教の歴史と今を知るための講座です。当

その後、コロナウイルス感染症の拡大防

年度は「真言密教の軌跡と仁和寺」という

止のため、第 3 回・第 4 回は日程を変更

テーマのもと、４回にわたり講義をおこな

した上で開催することとなりました。

いました（第４回は本報発行時点で未開
催）。

第 3 回では、仁和寺を開創した宇多法
皇のご事績と密教史上の意義についてお話

第 1 回では、インドで成立した密教の

しいただきました。第 4 回では、平安時

もつ特質と、中国へ伝来する過程でどのよ

代を通じて仁和寺が育んだ教学の実像につ

うに変容したのか、という点についてお話

いて、最新の研究成果を踏まえて解説いた

しいただきました。第２回では、空海によ

だきます。

る真言密教の確立と、その教学の特質につ

10

真言教学における仁和寺（堀内）

仁和伝法所所報

講習会の予定
悉曇の講座 澄禅流悉曇講習会
講

師

児玉 義隆 先生（種智院大学副学長 ･ 教授）

会

場

総本山仁和寺 御室会館

内 容

第２回のみ松本 峰哲（仁和伝法所 研究員）

第 １ 回 令和 3 年 10 月 13 日（水）悉曇と書流の歴史について

第 ２ 回 令和 3 年 12 月 8 日（水）悉曇の連声・相通について
第 ３ 回 令和 4 年 2 月 8 日（火）摩多・体文の書き方

第 ４ 回 令和 4 年 4 月 26 日（火）悉曇十八章１（第一章～第七章）
第 ５ 回 （日程未定）

悉曇十八章２（第八章～第十四章）

第 ７ 回 （日程未定）

塔婆の書き方１

第 ６ 回 （日程未定）
第 ８ 回 （日程未定）
第 ９ 回 （日程未定）
第 10 回 （日程未定）

悉曇十八章３（第十五章～第十八章）
塔婆の書き方２

刷毛書きの書法１
刷毛書きの書法２

梵字悉曇の書流として代表的な「澄禅流」につ

児玉義隆先生のご指導のもと、これまで経験のな

いて、基礎から学ぶことのできる講座です。現在

い方でも安心して学ぶことができます。また悉曇

相承される慈雲流、智満流その他の書流や、大師

の深奥を極めようとする方にとっては、本講習会

流梵字と比較しながら進めてまいります。講義で

は研鑽を積むための機会となるでしょう。講習会

は悉曇書流の歴史や連声・相通について学びます。

終了後、受講者のご希望があれば、別途仁和寺道

実習では摩多・体文をはじめ、『悉曇十八章』の

場での「悉曇灌頂」開壇を計画いたします。

書写や、刷毛書きの練習など幅広く取り組みます。

法会の実践 ―理趣三昧篇―
講

師

守安 秀行（仁和伝法所 准研究員）

会

場

総本山仁和寺 御室会館

内 容

奥 龍弘（仁和伝法所 准研究員）

第 １ 回 令和 3 年 10 月 12 日（火）		

理趣三昧の声明１

第 ３ 回 令和 4 年 1 月 17 日（月）		

理趣三昧の声明２

第 ２ 回 令和 3 年 12 月 7 日（火）		
第 ４ 回 令和 4 年 3 月 9 日（水）		

理趣三昧の法式１
理趣三昧の法式２

第 ５ 回 令和 4 年 5 月 16 日（月）～ 17 日（火） 法会実習

理趣三昧法会の声明と作法について専門的に学

仁和密教学院の講師としてご活躍の先生方より、

ぶ講座です。理趣三昧は特に執行の機会が多い法

基礎から手ほどきを受けることができます。特に

会であり、真言宗教師は日々研鑽して正確な規式

若手教師の方々には、学院以来の学び直しとして

を会得しておく必要があります。この講座では『南

是非ご活用いただきたいと思います。なお、最終

山進流声明集―理趣三昧篇―』を用いて曲目ごと

回では希望者を対象に法会実習をおこないます。

にお唱えを習得するほか、法会の意義や作法につ

会場は人数に応じて仁和寺の堂舎のいずれかを使

いて全般的に学びます。

用する予定です。
仁和伝法所所報
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組
所長

鈴木 義晃

Giko Suzuki

主任研究員

武内 孝善

Kozen Takeuchi

研究員

古藤 真平

Shimpei Koto

織

昭和 45 年（1970）生
仁和密教学院学院長、御室派・洞雲寺住職
昭和 24 年（1949）生
博士（密教学）
高野山大学名誉教授、御室派・円満寺徒弟
■著書『空海はいかにして空海となったか』（KADOKAWA、2015 年）
『空海伝の研究』（吉川弘文館、2015 年）
昭和 35 年（1960）生
文学修士
公益財団法人古代学協会研究員
■著書『宇多天皇の日記を読む』（臨川書店、2018 年）
論文「宇多天皇とその同母兄弟姉妹」（
『文化学年報』65、2016 年）

西 弥生

Yayoi Nishi
昭和 52 年（1977）生
博士（文学）
種智院大学人文学部准教授
■著書『中世密教寺院と修法』（勉誠出版、2008 年）
論文「「法流預かり」にみる真言宗寺院の関係性」（
『平安仏教学会年報』11、2020 年）

松本 峰哲

特任研究員

Minenori Matsumoto

昭和 46 年（1971）生
修士（文学）
種智院大学人文学部教授・臨床密教センター長、御室派・神護寺副住職
■著書『構築された仏教思想 ツォンカパ』（佼成出版社、2021 年）

新井 弘順

Kojun Arai
昭和 19 年（1944）生
修士（密教学）
上野学園大学日本音楽史研究所研究員、豊山派・宝玉院住職
■監修『豊山聲明大成』（豊山聲明大成刊行会、2006 年）
論文「声明の楽譜と記譜法の変遷」（
『岩波講座 日本の音楽 アジアの音楽 4 伝承と記録』
岩波書店、1988 年）

苫米地 誠一

Seiichi Tomabechi

堀内 規之

Noriyuki Horiuchi

昭和 27 年（1952）生
博士（仏教学）
大正大学名誉教授
■著書『平安期真言密教の研究』（ノンブル社、2008 年）
論文「古代における真言宗僧の「修学」について」（
『密教学研究』48、2016 年）
昭和 41 年（1966）生
博士（仏教学）
大正大学仏教学部教授、豊山派・延命密院住職
■著書『済暹教学の研究』（ノンブル社、2009 年）
論文「仁和寺教学圏について」（
『日本仏教学会年報』84、2018 年）
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准研究員

有瀬 光崇

Koshu Aruse

上田 隆雄

Ryuo Ueda

昭和 49 年（1974）生
御室派・國分寺住職
■論文「真光院俊亮寂如の事跡とその周辺」（中山一麿監修・山﨑淳編『寺院文献資
料学の新展開 第九巻 近世仏教資料の諸相Ⅱ』臨川書店、2020 年）
昭和 63 年（1988）生
御室派・延命寺副住職

大橋 聖本

Shohon Ohasi
昭和 43 年（1968）生
御室派・大福寺住職

大原 英揮

Eiki Ohara

奥 龍弘

Ryuko Oku

泰地 翔大

Shota Taiji

沼野 圭翠

Keisui Numano

前田 隆照

Ryusho Maeda

南 寿明

Jumyo Minami

昭和 48 年（1973）生
御室派・遍照院住職

昭和 51 年（1976）生
仁和密教学院講師、御室派・観音寺住職
昭和 60 年（1985）生
修士（歴史学）
京都府立大学学術研究員
■論文「真言宗の門流分化と後七日御修法」（
『洛北史学』23、2021 年）
「真言寺院仁和寺の成立」（
『古代文化』72-3、2020 年）
昭和 47 年（1972）生
修士（密教学）
御室派・高照院住職
■論文「鳳潭と妙瑞の圓音解釈について」（
『密教文化』238、2017 年）
「宥快の圓音解釈について」（
『密教文化』236、2016 年）
昭和 58 年（1983）生
修士（文学）
御室派・金剛院徒弟
■論文「『山家集』「心におもひけることを」歌群の再検討」（
『詞林』46、2009 年）
「古典からみる仁和寺」（
『京都橘大学文学部歴史文化ゼミナール』5、2018 年）
昭和 44 年（1969）生
御室派・慈眼院住職

森 祐敬

Yukei Mori
昭和 55 年（1980）生
仁和密教学院講師、御室派・徳成寺住職
■編著『智満流梵字悉曇習字帖』（仁和伝法所、2019 年）

守安 秀行
職員

Shuko Moriyasu

昭和 47 年（1972）生
仁和密教学院講師、御室派・西方寺住職

泰地 翔大 （准研究員と兼任）

仁和伝法所所報
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仁和伝法所刊行物
広沢西院流御室相承 西院流八結（上下 2 冊） 仁和伝法所 編

50,000 円

広沢西院流御室相承 十八道念誦の次第 解説

仁和伝法所 編

3,000 円
（本派 2,000 円）

広沢西院流御室相承 金剛界次第 解説

仁和伝法所 編

6,000 円
（本派 5,000 円）

広沢西院流御室相承 胎蔵界次第 解説

仁和伝法所 編

6,000 円
（本派 5,000 円）

広沢西院流御室相承 護摩頸次第 解説

仁和伝法所 編

6,000 円
（本派 5,000 円）

南山進流声明集 －理趣三昧篇－

潮弘憲 監修
仁和伝法所声明研究会 編

5,000 円

智満流梵字悉曇習字帖

森祐敬 編著

2,500 円

刊行物をお求めの方は仁和伝法所までご連絡下さい。
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