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はじめに

　立山は古くから山岳信仰の霊地として知られてお
り，『本朝法華験記』や『今昔物語集』1）などにも記さ
れるように平安時代から地獄や浄土のある死の世界と
の認識が広まっていたとされる。立山の山中には，鉄
分を多く含むために「血の池」と呼ばれる赤褐色の池
が存在しており，血盆経信仰と結びつけて語られてい
た。血盆経信仰は女性の救済を目的とするものであ
り，このことから立山が女人救済の霊地として女性を
中心とした多くの信仰を集めることになる3）。
　立山では，江戸時代に布橋灌頂会という仏教儀礼が
行われた。その起源はさだかではないが4），江戸時代
の多くの山が女人禁制をとる中で，女性が麓で行われ
る儀式に参加できたということは特徴的であった。そ
の布橋灌頂会の儀式において，重視される尊体が呱尊
である。呱尊は布橋灌頂会の行われる芦峅寺で祀られ
る尊体で，醜悪な老女の容貌を持つ。儀式の最後は呱

尊の祀られる呱堂で行われるなど，儀式の上でも重要
な役割を担った存在であると考えられる。また，芦峅
寺には立山という地がどのように霊地として信仰の対
象となっていったのか，その由緒を示す縁起テクスト
が存在する。縁起には呱尊についての記述もあり，そ
の聖性について語られている。儀式や縁起からは，立
山信仰を布教しようとした衆徒達が，その対象にどの
ような意味を持たせて布教活動を行っていたのかが表
出される。立山の衆徒たちは，呱尊にどのような聖性
を与えて布教活動を行ったのか。立山という地に着目
して呱尊の信仰を考察することは，立山が女人救済の
霊地として知られるがゆえ，女性の信仰を明らかにで
きると考える。そこで本プロジェクトでは，修士論文
の執筆のために，当該地域に伝わる縁起テクストの調
査を行った。本稿は，この縁起テクストについての調
査の成果を報告し，今後の議論の方向性を示す布石と
するものである。
　また，布橋灌頂会は明治時代の廃仏毀釈でいったん
廃絶したが，1996年の富山県国民文化祭立山フェス

ティバルの際に中心的イベントとして復興を目指して
再現された。以来，断続的にではあるが，継続して行
われている。筆者は2011年に開催された現代の布橋
灌頂会に参加しており，修士論文において縁起だけで
なく儀式や図像も合わせて体系的に呱尊の考察をした
いと考える。1996年に再開されてからの現代の布橋
灌頂会の記録を確認し，呱尊の扱われ方や現状などの
把握のため，1996年以降の布橋灌頂会開催年の新聞
記事の収集も行った。

１．立山の縁起

　縁起とは，社寺や仏像，宝物などの由来や霊験など
の伝説を文書で記したものである。立山という山岳信
仰の霊地においても，大縁起や略縁起などいくつかの
縁起が確認されている。その代表となるものは三巻か
らなる「立山大縁起」であろう。「立山大縁起」は
「立山峯宮和光大縁起」，「芦峅呱堂大縁起」，「神分」
の三巻構成で制作された縁起である。諸本は年代の古
い順から日光坊本（安永８年（1779）），権教坊本（文
化14年（1817）），泉蔵坊本（文政９年（1829））の三
点の存在が確認されるもので，権教坊本や泉蔵坊本に
ついてはその三巻全体の翻刻資料が刊行されてい
る5）。日光坊本については，「立山峯宮和光大縁起」
のみが『立山町史　上巻』に翻刻資料として掲載され
ていたが，直近の研究成果として，残りの「芦峅呱堂
大縁起」と「神分」が『富山県［立山博物館］　研究
紀要』第19号に掲載されている6）。
　立山信仰の研究史のなかで，立山における縁起の研
究が充分になされているとは言い難い。「立山略縁起」
や『類聚既験抄』，『和漢三才図会』などの説話で語ら
れる伝承や開山縁起に言及するものはあるが7），「立
山大縁起」自体を取り扱った研究はみられない。ま
た，芦峅寺の大縁起ではなく，岩峅寺の『立山大縁
起』について触れられる研究はあるが8），岩峅寺『立
山大縁起』は，三巻構成の芦峅寺「立山大縁起」とは
異なった，開山縁起の内容のみが記されるものであ
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る。ゆえに，芦峅寺の「立山大縁起」全体としての構
成に言及されることはなく，「芦峅呱堂大縁起」や
「神分」についての内容の分析もみられない。筆者が
本プロジェクトをもとに扱おうとしている呱尊に関す
る研究でも，「立山大縁起」からの考察は充分にされ
ていない。呱尊に関する縁起である「芦峅呱堂大縁
起」を擁する「立山大縁起」には，呱尊がこの地で祀
られることになった由緒が記されている。呱尊が立山
信仰の衆徒たちによってどのように布教活動で扱われ
たのかを分析する上で，必須の資料と言えるだろう。
なかでも日光坊の「立山大縁起」は，大縁起の中で成
立が一番古いにも関わらず，出版刊行年のせいか，広
く研究者にも扱われてこなかった。「立山大縁起」と
「立山略縁起」を通してみたときに，呱尊独自の縁起
がみられるようになるのはこの日光坊本「立山大縁
起」が最初となることを考えると，日光坊本の原本に
あたって，内容の分析を行う必要があるのである。

２．資料調査

　現在確認されている芦峅寺系の「立山大縁起」と
「立山略縁起」については，そのいくつかが立山博物
館に所蔵されている。他にも芦峅寺一山会としての所
蔵もあり，権教坊本の「立山大縁起」などは芦峅寺一
山会の所蔵である。立山博物館には，立山信仰関連の
古文書資料の所蔵も多く，現地の研究機関として整
理・分類や保存が行われ，資料の解読による研究成果
も多く出されている。そこで今回の調査では，立山信
仰の布教活動に関わった縁起を確認するため，立山博
物館で縁起資料の調査を行った。
　縁起資料に関する調査期間は，2012年７月10日か
ら13日である。調査の場所は富山県中新川郡立山町
芦峅寺における立山博物館の施設内で行い，縁起資料

の写真撮影を行った。芦峅寺一山会所蔵の資料につい
ては，資料を所蔵先から借り受けて，立山博物館の所
蔵資料とともに撮影を行った。同じ期間内に，富山県
立図書館で現代の布橋灌頂会に関する新聞記事の収集
も行った。現代の布橋灌頂会は1996年に再開されて
以降，2005年，2006年，2009年，2011年に行われて
いる。そこで，開催年の布橋灌頂会に関する記事を収
集し，現代の布橋灌頂会の現状などを考察する一助と
したい。

３．資料内容

〈縁起資料〉

　調査においては，以下の資料の書誌データと原本の
写真撮影を行った。
　①「立山大縁起　三巻」「立山峯宮和光大権現縁起」

（日光坊①～③）
　②「立山大縁起　三巻」「芦峅呱堂大縁起」
　③「立山大縁起　三巻」「神分」
　④「立山大縁起　三巻」（権教坊）
　⑤「立山縁記」（宝泉坊）
　⑥「立山略縁起」（宝泉坊）
　⑦「立山開山縁起」（大仙坊）

〈新聞資料〉

　新聞資料は富山県内の地元の記事を多く掲載する新
聞の資料を収集した。特に北日本新聞は，現代の布橋
灌頂会の開催時に後援企業となっている。
　1996年の北日本新聞５点，富山新聞４点
　2005年の北日本新聞24点，富山新聞２点
　2006年の北日本新聞11点，富山新聞１点
　2009年の北日本新聞13点，富山新聞１点
　2011年の北日本新聞20点，富山新聞２点
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　立山にはいくつかの略縁起と大縁起が存在してお
り，現在確認されているものを表にまとめた9）。今回
の調査の成果は，表中の縁起と以下のように対応す
る。①～③─表１，④─表２・表８，⑤─表７，⑥─
表９，⑦─表５である。

資料名 成立年 写本／
版本

1 日光坊「立山大縁起」 安永８年（1779） 写本
2 権教坊「立山大縁起」 文化14年（1817） 写本
3 泉蔵坊「立山大縁起」 文政12年（1829） 写本
4 相真坊「立山略縁起」 享保元年（1716）以前 写本
5 大仙坊「立山略縁起」 年次未詳 写本

6 「立山略縁起　芦峅寺宝泉坊」 年次未詳 版本

7 宝泉坊「立山略記」 江戸時代後期～幕末期 写本
8 権教坊「立山略縁起」 文化十三年（1816） 写本
9 宝泉坊「立山略縁起」 年次未詳 写本
10 芦峅寺「立山略縁起」 年次未詳 版本

11 龍淵「立山本地阿弥陀
如来略記」 文政後期（1825～1829） 写本

４．立山略縁起

　略縁起全体を通しての記述内容の特徴は，前出の説
話などを総合したような開山縁起の内容が中心であ
る。略縁起と大縁起の違いとしては，その分量の多寡
もさることながら，使用のされ方にも違いがある。江
戸時代における略縁起とは，現在の寺社案内パンフレ
ットのことであり，寺社が板行した一枚ものや数丁綴
じ冊子の刷り物であるとされる10）。立山の芦峅寺の略
縁起も表の６と10は版本であり，立山を訪れた参詣
者や立山信仰の布教活動の際に配布されたと考えられ
るが，唱導文言として使用されたという別の役割を指
摘する研究もある。
　「立山略縁起」のなかで確認できる最古のものは，

表４相真坊「立山略縁起」である。この相真坊「立山
略縁起」と同じ享保年間に扱われたものに，木版立山
登山案内図が挙げられる。木版登山案内図とは，江戸
時代から昭和初期まで立山の衆徒が布教先の人々を立
山登山に誘うため，もしくは立山を訪れた参詣者や登
山者に対し，お土産用として頒布した「山絵図」と称
する絵地図のことである。大きさは概ね縦六十センチ
×横四十センチで，二枚の和紙を継ぎ合せて一枚に
仕立てられている。芦峅寺系の木版立山登山案内図の
うち，現存最古の享保７年（1722）の作品には，画面
の最上部に「越中国立山禅定并略御縁起名所附図」と
表題が見られる。しかし，作品の画面にはどこにも縁
起の文言そのものは記されない。このことから芦峅寺
系木版立山登山案内図は，修行の一環としての登山道
である「立山禅定道」と「立山略縁起」の舞台となる
名所を合わせ描いた図であり，表４相真坊や表５大仙
坊「立山略縁起」などが唱導文言として使用されてい
たとされる。ただ，このまま木版登山案内図のみが布
教のための教具として使用され続けるのではなく，江
戸時代中期頃には「立山曼荼羅」11）が生み出されてい
く。次第に，大画面に具体的な登場人物を伴って描か
れた「立山曼荼羅」が布教のための教具として絵解き
でも使用されるようになり，木版立山登山案内図から
取って変わっていったとされる12）。
　実際に「立山略縁起」の原本を確認したところ，⑤
や⑥の資料では，縁起中の漢字に振り仮名が付されて
いることを確認できた。両者ともに写本であり，読む
ために使用されたことの表れとも言えるのではないだ
ろうか。

５．立山大縁起

　一方，「立山大縁起」は「立山峯宮和光大権現縁起」，
「芦峅呱堂大縁起」，「神分」の三巻構成からなってい
る。確認されている諸本は日光坊本，権教坊本，泉蔵
坊本の三点であり，今回の調査では日光坊本と権教坊
本の確認をすることができた。三巻それぞれの簡単な
内容は，以下の通りである。まず，一巻目の「立山峯
宮和光大権現縁起」は，説話や伝承などにも記される
ような開山縁起の内容が中心である。修行の一環とし
ての登山である，立山禅定登山の名所案内の要素もあ
る。二巻目の「芦峅呱堂大縁起」は，呱尊に関する縁
起である。地獄の描写が多く，三巻を通して一番分量
が多い。三巻目の「神分」は，全体としては「芦峅呱

堂大縁起」をまとめ，地蔵菩薩や阿弥陀如来，大日如
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来の功力を示すものである。読むための朱点が付され
ており，一番分量が少ないものである。
　本プロジェクトの成果として，記述が一番古い日光
坊本の「立山大縁起」の実際の様子を確認できたこと
が挙げられる。そのため，「立山大縁起」については
日光坊本を中心に言及したい。日光坊本は仏教経典な
どにもよくみられるような巻子本である。巻物の形態
をとることから保存性に優れているが，閲覧や検索に
は不便である。ゆえに，法会や儀式などの際に読むこ
とは困難な面があったであろう。分量も多く，内容も
平易なものではないため，檀那場での布教活動の際や
多くの参詣者に向けて「立山大縁起」を披露しても，
その全ての内容が理解されるのは容易なことではな
い。ただ，「神分」には文中の漢字に振り仮名や送り
仮名の付される箇所があるほか，返り点や読むための
朱点も付されており，唱導に使われた形跡がある。内
容も「芦峅呱堂大縁起」のダイジェストとも言えるも
のであり，表白や廻向の文言もみられる。そのため，
「神分」は布橋灌頂会の儀礼テクストとして使用され
た可能性があり，修士論文においてはさらに分析を行
いたい。
　また，「立山大縁起」には，「芦峅呱堂大縁起」とい
う呱尊に関する縁起が付されることにも注目したい。
年次未詳のものもあるが，これまでの「立山略縁起」
の流れからみても，呱尊独自のものが語られる縁起
は，日光坊本「立山大縁起」以前にはみられない。表
４の資料には呱尊や呱堂に関する記述はなく，表５や
表６の資料でも紹介程度の記述がみられるだけであ
る13）。それが，表８～10の資料では冒頭で呱尊につ
いて記され，記紀神話の神々とも同列の存在であるよ
うな記述がみられるようになる。おそらく，「立山略
縁起」自体は，近世以前からあった立山の開山伝承な
どを参考に作られたが，江戸時代の中期になって立山
信仰の布教活動のために「立山大縁起」として立山の
霊地の由緒が体系的に記されたのではないだろうか。
そこに，芦峅寺で元々信仰の対象であった呱尊も取り
入れた縁起が「芦峅呱堂大縁起」として作成され，江
戸時代中期以降の「立山略縁起」にもその内容が反映
されていくようになる。「芦峅呱堂大縁起」では，血
の池地獄や血盆経の内容，女性救済の儀礼とされる布
橋灌頂会についても語られることから，女性の信仰を
意識して作成されていることがうかがえる。このこと
は，呱尊によって，血盆経や布橋灌頂会が結びつけら
れているとも言えるのではないだろうか。呱尊につい
て大きく取り上げた縁起は，この日光坊本「立山大縁

起」から作成されている。以上のことから，日光坊
「立山大縁起」は，その後の立山信仰の布教活動に関
わっていく契機となったと筆者は考えており，原本の
内容のさらなる分析を進めていきたいと考える。

６．まとめ─縁起に描かれる 尊と布橋灌頂会─

　「立山大縁起」の「芦峅呱堂大縁起」に描かれる呱

尊は，立山を開山したとされる慈興上人の母や奪衣婆
などの性質と重ね合わせて語られる。縁起のなかで，
慈興上人の母は血の池地獄に堕ちたとされるが，慈興
によって行われた法会のおかげで成仏し，女人救済の
本尊になったとする。このような話の構成は，目連尊
者が母親の救済を願って行う血盆経供養の内容を想起
させるものである。また，「芦峅呱堂大縁起」には三
途の川にいる奪衣婆も登場する。縁起では，人が生ま
れるときに，骨や肉を包む身の皮を呱尊が貸し与える
とする。人の一生を終えてあの世の三途の川に帰って
きたときに，仏法を敬わず傲慢に生きてその恩を返さ
ずにいた者は，その身の皮を剥がれてしまうという。
　以上のような縁起における呱尊の性質は，布橋灌頂
会の儀式自体がもつ空間構造とも重なる。布橋灌頂会
の儀式は，大きくわけて三部構成で行われ，閻魔堂儀
式，橋渡り儀式，呱堂儀式が挙げられる。白装束を身
につけた参加者は，閻魔堂から出発し，姥谷川に架か
る橋を渡って呱堂での儀式を受ける。この姥谷川は三
途の川に見立てられ，橋を渡った向こう側は〈あの
世〉とされる。呱尊が醜悪な老女の容貌を持つことも
考慮に入れると，三途の川の奪衣婆も想起させられ
る。
　また，女性が参加することができたことにもより，
布橋灌頂会は女性救済の儀礼とされた。このような布
橋灌頂会の女性を救済するという側面は，「芦峅呱堂
大縁起」のなかで語れる，女性救済の性質に重なると
言える。このことから，呱尊の儀式のなかでの役割を
「立山大縁起」の呱尊の描かれ方と合わせて分析する
ことで，芦峅寺の衆徒たちがどのように呱尊に布教活
動，とりわけ女性の信仰への役割を与えていたのかを
明らかにすることができるのではないだろうか。現代
と同様，近世においても儀式の最後は呱堂で行われて
おり，儀式の中で呱尊が重視されていたと言えるだろ
う。縁起や儀式，図像も含めた三者が複合的にからみ
合って表出されていく呱尊の信仰上の役割を考察する
ために，まずは本プロジェクトの成果である縁起テク
ストを詳細に分析して，修士論文の執筆につなげてい
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きたい。
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注

１） 『本朝法華験記』巻下　第百二十四話「越中国立山の女人」
（『往生伝　法華験記』日本思想大系七，岩波書店，1974年所
収），『今昔物語集』巻十四第七話「修行僧、越中立山ニ至リ
少女ニ会フ語」，巻十四第八話「越中国書生ノ妻、立山地獄
ニ堕ツル語」，巻十四第十五話「越中国ノ僧海蓮、法花ヲ持
シ、前世ノ報ヲ知ル語」，巻十七第十八話「備中国僧阿清、
地蔵ノ助ニ依テ活クルヲ得タル語」，巻十七第二十七話「越
中立山ノ地獄ニ堕チシ女、地蔵ノ助ヲ蒙レル語」（『今昔物語
集三』新日本古典文学大系三十五，岩波書店，1993年・『今
昔物語集四』新日本古典文学大系三十六，岩波書店，1994年
所収）などがある。

２） 血盆経は，十世紀に中国（明）で成立し，日本には室町時
代ごろに伝来した四二〇字余りの偽経である。内容は，月経
や産褥などの血の穢れによって女性は必ず血の池地獄に堕ち
るとするもので，その穢れからの救済と信仰の必要性が説か
れている。

３） 福江充『江戸城大奥と立山信仰』（法蔵館，2011年）で，
大奥で血盆経信仰が受容されていたとされる。江戸時代には，
「家」の継続を重視するようになったことから，武家の女性
の間で血盆経の納経が行われたとする。

４） 布橋を使った宗教儀礼が行われたとされる最初の文献資料

は『加賀藩史料　第二編　自慶長十一年至寛永十七年』（清
文堂出版，1980年）に記載がある。「慶長十九年八月芳春院
様・玉泉院様，中宮姥堂に御参詣被御逗留，姥堂御宝前之幡
天蓋膝付御召衣被仰付。御宝前之橋に布橋を掛，御渡り被成
候御事」

５） 権教坊本は『越中立山古記録　第三巻』（廣瀬誠編，立山
開発鉄道株式会社，1993年），泉蔵坊本は『神道大系　神社
編三十四　越中・越後・佐渡国』（神道大系編纂会，1986年）
に所収されている。

６） 『立山町史　上巻』（立山町，1977年），福江充「越中立山
芦峅寺の由緒書・縁起・勧進記と木版立山登山案内図・立山
曼荼羅」（『富山県［立山博物館］　研究紀要』第十九号，富
山県［立山博物館］，2012年）に掲載がある。

７） 高瀬重雄『古代山岳信仰の史的考察』（角川書店，1969年），
高瀬重雄編『白山・立山と北陸修験道』（名著出版，1977年），
廣瀬誠『立山黒部奥山の歴史と伝承』（桂書房，1984年）

８） 安田良栄「立山大縁起のなりたちと他の立山諸縁起の特色」
（『富山史壇』128，越中史壇会，1999年）
９） 福江充「越中立山芦峅寺の由緒書・縁起・勧進記と木版立
山登山案内図・立山曼荼羅」（前掲注6）でまとめられている。

10） 久野俊彦『絵解きと縁起のフォークロア』（森話社，2009
年）による。

11） 「立山曼荼羅」とは，立山信仰に関わる名所や開山縁起，
地獄などの図柄が描かれた掛軸式の絵画である。2012年時点
では，49点が確認されている。

12） 福江充「越中立山芦峅寺の由緒書・縁起・勧進記と木版立
山登山案内図・立山曼荼羅」（前掲注6）のなかで，岩峅寺の
木版立山登山案内図との比較からの指摘がある。岩峅寺は，
芦峅寺と同じ立山宗教村落であるが，布教活動や加賀藩から
認められた布教に関する利権に，芦峅寺との差異がみられる。

13） 表５大仙坊「立山略縁起」では，「九り八丁下本朝扶桑神
呱の尊像あり。」，表６「立山略縁起　芦峅寺宝泉坊」では，
「春秋御呱尊を祭。春ハ生に象り，秋ハ死に象る。」と記述が
ある。
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