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ABSTRACT 

Buddhism is the religion that assumed Indian Buddha (Gotama Siddhattha) an initiator. 

Buddhism is sermon in the correlation with the human law by a law of the space. The three major 

religion of the world is Buddhism (law of the mercy), Christianity (law of the love) and Islam. 

Generally, the teaching that Buddha (the person who woke) preached is eternity.  

In Kajyuu-ji, Sangou is Kamenoko-yama, sect Shingon sect Yamashina, Jikaku is Daihonzan, 

here Chokugan-ji of Emperor Daigo. Kaiki is Shousa-Risshi. Kajyuu-ji was destroyed by fire 

caused by war, but was revived in the imperial family and the Tokugawa family assistance. 

Kajyuu-ji is Shoin who bestowed the Naishi-dokoro than Rei-moto emperor has been designated as 

an important cultural property. Garden is a Tisenkai-yuushiki centered on the Himuro-pond.  

 The 60th Emperor Daigo (897-930) is founded for the real mother of the Emperor for 900 years 

in the Heian era, and there is the history of 1100. Daigo, Suzaku Emperor Murakami was 

attracted Emperor of three emperor of faith, in 907 years is erected Yakushi-dou due to cancer of 

the Emperor Daigo, garan above-Daigo has been completed on the led to also inaugurated 

Godai-dou. After retractor, Emperor Daigo, by the devotion of Emperor Suzaku and Murakami 

Emperor, "Gojuu-no-tou" has been completed in 95l year.  

Since a founder, Daigo-ji Temple occupied the position where Japanese Buddhism was 

important in history, and most were appointed to a national treasure and the important cultural 

property of the country and were registered with world's cultural heritage in l994 year. For 

Daigo-ji in Japan of end location from the departure point of Kushinagar in India, comparison of 

Nirvana image（reclining Buddha）has been found. The writer performed the technique that 

analysis could understand using an equation about "Noble Eightfold Path" of the Buddhism 

practice report.  
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1.はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は、京都

府京都市、第 60代醍醐天皇、勧修寺と醍醐寺の由来んについて行った洞窟環境 NET学会の総合学術調査

(2015)報告の一部である。 

勧修寺は、真言宗山増派大本山、醍醐天皇の勅願寺である。勧修寺について、山号は亀甲山、宗派：真言

宗山階派、寺格は大本山、重要文化財は、書院、蓮華蒔絵経箱（紺紙金泥大日経等 13巻入）、仁王経良賁

疏 3帖、金剛頂瑜伽経 巻第一、二（2007年度指定）である。開基は承唆律師である。所在地は京都府京都

市山科区勧修寺仁王堂町 27-6。位置は北緯 34度 57分 42.37秒 東経 135度 48分 27.27秒である。文明

21（1470）年、兵火で焼失したが、徳川氏と皇室の援助で復輿。国宝刺繍釈迦如来説法図（奈良国立博

物館蔵）は勧修寺繍帳とも呼んで伝わった。庭園は、氷室(ヒムロ)の池を中心とずる池泉回遊式である。

石燈籠があり、勧修寺型灯軽として知られる。 

第 60代醍醐天皇（897-930）は、平安時代、昌泰 3（900）年天皇の生母藤原胤子追善のため創建され、

1100年の歴史がある。醍醐寺は聖宝理涼大師が貞観 16年(874)に上醍醐山上で地主横尾明神の示現によ

り，醍醐水の霊泉を得、小堂宇を建立して、准胆、如意輪の両観音像を安置したのに始まる。その後、

醍醐・朱雀・村上三帝のご信仰がよせられ、狂喜 7年(907)には醍醐天皇の御願による薬師堂が建立さ

れ、五大堂も落成するに至って上醍醐の伽藍が完成した。 

醍醐寺は貞観 l6 (874)年、真言宗醍醐派の総木山である醍醐寺は真言宗の開祖・弘法大師の孫弟子、聖

宝（理源大師）により貞観 l6 (874)年に創建した。山岳信仰の霊山であった笠取山 (醍醐山)に登った聖宝は、

醍醐水が湧き出るこの山を譲り受け、准抵・如意輪の両観音を刻み、堂字に安置したのが醍醐寺の始まりであ

る。開創後、60代醍醐天皇（８９7-930）・61代朱雀天皇（930-946）・62代村上天皇（946-967）の深い帰依によ

って、山上に薬師堂（延喜 7 年(907)）・五大堂、山下に釈迦堂（延長 4 年(926)）・法華三昧堂・五重塔（天暦 5

年(951)）などが建立され、山上山下にまたがる大仙藍が完成した。通称、山上を上醍醐、山下を下醍醐と呼ん

でいる。永久 3年(1115)、建立され醍醐寺発展の基礎が確立されたのである。 

慶長 3(l598)年の春、豊臣秀吉が開いた「醍醐の花見」を契機に金堂や三宝院、また、山上では開山堂や如

意輪堂などが再建された。仏像が見られる下醍醐の霊宝館(1935)年開館。毎年４月に 1100年の歴史をもつ醍



醐寺は、日本仏教史上枢要な位置を占め、長年護り続けられてきた寺宝類の多くは国宝、国の重要文化財の

指定を受けている。 

筆者は、今後の研究課題である寺院の保全と仏教思想の問題などについて、出発地のインドから終着地の

日本との比較地所見を整理したい。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を

整理した。国際化時代に相応すべく、神社の年表と内容を纏めることができた。 

2.第 60代醍醐天皇（897- 930） 

第 60代醍醐天皇（897- 930）は宇多天皇の第一皇子で、誕生: 元慶 9（885）年 2月 6日に誕生した。名は

初め「維城」から「敦仁」と改めた。母は藤原高藤の娘の胤子。名を敦仁親王である（表 2-1）。寛平 5（893）年、

皇太子に立てられ、その４年後に 13 歳で践祚した。寛平 9（897）年、父宇多天皇の譲位を受け即位した在位

年である。これは、先帝の宇多天皇が形の上では院政を執り行おうとして譲位した。元慶 9（885）年、臣籍に降

下していた源定省の長男・源維城に出生。仁和 3（887）年、父の皇籍復帰と即位（宇多天皇）に伴い、皇族に

なった在位の年である。 

 

表 2-1.平安時代の前期と中期の皇室系図 

 

 

昌泰 4（901）年、醍醐天皇は最初、父の宇多天皇の訓戒に従い、藤原時平と菅原道真を重く用い、時平を

左大臣に、道真を右大臣に任じて、親政の両翼として政務を推進させた。しかし権門の時平は、寒門であるの

に宇多上皇の強力な推挙で昇進した道真を苦々しく思った。醍醐天皇は、摂政や関白を置かず天皇の親政

による政治を行い、延喜の荘園整理令を出し、班田を実施するなど律令政治を現出した（表 2-2）。 

延喜元（９０１）年、醍醐廃帝に代わって女婿の斉世親王（醍醐の弟）を帝位の企てたという讒訴により道真を

大宰権帥に流してしまう。その後の政界は、時平が天皇を支えるという形で主導権を撮り、種々の改革を行っ

た。時平が薨じたあとは、その弟忠平が廟堂を掌握して醍醐親政を支えた。 

延喜 23（923）年、天皇は道真を左遷し詔を覆し、道真右大臣に復し、贈位を行ってその慰霊に努めた。 

延長 8（930）年）、清涼殿に落雷があり、公卿一名と廷臣・官人数人が焼け死ぬという惨事後体調を崩した。 

延長 8（930）年 9月 22日、にはいよいよ病篤きによって皇太子寛明親王（保明親王の同母弟）に譲位。 

延長 8（930）年 9月 29日、出家した日に崩御した。33年にわたって帝位についたが、平安時代の天皇では

最も在位期間が長い天皇である。醍醐天皇は、人格円満で善政を布いた、治世を「延喜の治」といわれて治世

の理想とされ、先帝宇多天皇が登用した菅原道真を醍醐天皇も重く用いたが、藤原時平らの藤原氏の反感を

かい讒言によりその地位を追われ太宰権師に左遷され失意のうちに世を去った。醍醐天皇は英明で、治世は



「延喜の治」と称された。醍醐天皇御代に手がけられた文化事業がある。 

①『日本三代実録』 50巻 国史編纂事業として時平らに命じて撰進させた六国史の最後を飾る史書 

②『延喜格』12巻、『延喜式』50巻 時平・三善清行・紀長谷雄らが関わった格式の編纂。 

③延喜 5（905）年、『古今和歌集』 紀貫之・友則らに命じて編纂させた日本最古の勅撰和歌集。 

④天皇自ら和歌に優れ、『後撰』２７８以下の勅撰和歌集に四十首余りが収める。 

⑤『風土記』の再編修。 

⑥『漢書』『後漢書』を三善清行や紀長谷雄から学び、大江千古には『白氏文集』の教えを受けた。 

⑦詩歌を物し、その作品も多く遺し、ほかに『醍醐天皇御記』という日記も遺しました。 

⑧醍醐天皇の詔により奏上された三善清行の「意見封事 12 ヶ条」は有名である。 

 

表 2-2. 醍醐天皇の経歴 

在位：897年- 930年 先代：宇多天皇 次代：朱雀天皇  誕生:885 年 2 月 6 日 中宮:藤原穏子  

元号：寛平、昌泰、

延喜、延長  

崩御:930年 10月 23

日 右近衛府  

女御 :源和子/藤原

和香子  

更衣 :源封子、藤原鮮

子、源周子 他  

 

陵所:後山科陵  御名:維城、敦仁  異称:延喜帝  父親:宇多天皇  母親:藤原胤子  

子女：保明親王、朱雀天皇、村上天皇、源高明ほか（后妃・皇子女節参照） 皇居：平安宮 

時代：平安時代前期 生：承和 12（845）年 死：延喜 3（903）年 氏族：菅原氏 Sugawara Michizane 

 

表 2-3.菅原 道眞の経歴 

父：菅原是善 母：伴真成の娘 妻：島田宣来子 長男：菅原高視 女子：菅原衍子 

改名：幼名：「阿呼(ｱｺ)」の後「吉祥丸」へ 別名：尊称：菅公、菅丞相、天神、天神様  

墓所：太宰府天満宮  官位：従二位右大臣、贈正一位太政大臣  

主君：宇多天皇→醍醐天皇  菅原衍子は 59 代宇多天皇（887-897）の王女御（にょうご） 

神号：天満大自在天神、日本太政威徳天、北野天満宮天神 

 

菅原 道眞（ｽｶﾞﾜﾗ-ﾉ-ﾐﾁｻﾞﾈ/ﾐﾁﾏｻ/ドウシン、承和 12（845）- 延喜 3（903）年）は、日本の平安時代の貴族、

学者、漢詩人、政治家。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣であった。忠臣

として名高く、59 代宇多天皇（887-897）に重用されて寛平の治を支えた一人であり、醍醐朝では右大臣にま

で昇った。しかし、左大臣・藤原時平に讒訴（ｻﾞﾝｿ）され、大宰府へ大宰員外帥として左遷され現地で没した。

死後天変地異が多発したことから、朝廷に祟りをなしたとされ、天満天神として信仰の対象となる。現在は学問

の神として親しまれる。 

 

３.勧修寺 

勧修寺（ｶｼﾞｭｳｼﾞ）は、真言宗山増派大本山、醍醐天皇の勅願寺である。第 60代醍醐天皇（897-930）は、

平安時代、昌泰 3（900）年天皇の生母藤原胤子追善のため創建され、1100年の歴史がある（表 3-1）。 

 

表 3-1. 勧修寺について 



山号；亀甲山 宗派：真言宗山階派 寺格：大本山 

本尊：千手観音、承俊（開山）、 別称：山階門跡 札所等：真言宗 18 本山 10番、 

代々法親王が入寺  書院前庭には水戸光圀寄進 

門跡寺院として格式を誇った。零院（重文）は明正天皇の旧御殿を移築した。 

重要文化財は、書院、蓮華蒔絵経箱（紺紙金泥大日経等 13 巻入）、仁王経良賁疏 3 帖、金剛頂

瑜伽経 巻第一、二（2007 年度指定）である。開基は承唆律師。 

 

所在地は京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町 27-6。位置は北緯 34度 57分 42.37秒 東経 135度 48

分 27.27秒である。文明 21（1470）年、兵火で焼失したが、徳川氏と皇室の援助で復輿。国宝刺繍釈迦如

来説法図（奈良国立博物館蔵）は勧修寺繍帳とも呼んで伝わった。庭園は、氷室(ヒムロ)の池を中心と

ずる池泉回遊式である。石燈籠があり、勧修寺型灯軽として知られる。 

 

    

写真 3-1.勧修寺の正門 写真 3-2.勧修寺の由来文 写真 3-3.大学の研修因 写真 2-4.勧修寺の巡検者 

 

    

写真 2-5.勧修寺の本堂 写真 2-6. 勧修寺再建は昭和 6（１９３１）年大斐閣した 写真 2-7.勧修寺の外壁 

 

    

写真 2-8.勧修寺の紅葉 写真 2-9.勧修寺の紅葉 写真 2-10.勧修寺の紅葉 写真 2-11.勧修寺の花 

 



    

写真 2-12.勧修寺の氷池園 写真 2-13.山桃３５０年 写真 2-14.勧修寺のさざれ石で石灰質角礫岩」呼ぶ。 

 

底園は勧修寺氷池園と呼ばれる。氷池園の厚さによって五穀豊凶を占った言われがある（写真 2-12）。常緑

潅木で樹齢は７５０年と言われる。写真 2-13 は山桃の老木で樹齢３５０年である。さざれ石（細石、さざれいし）は、小

さな石の意味。年長い年月をかけて小石の欠片の隙間を炭酸カルシウム（CaCO3）や水酸化鉄が埋め、大きな

岩の塊に変化し岩石。学術的には「石灰質角礫岩」呼ぶ。石灰質の作用によってコンクリート状に固化する（写

真 2-14）。 

 

４.醍醐寺 

4-1.醍醐寺について 

醍醐寺は聖宝理涼大師が貞観 16 (874) 

年に上醍醐山上で地主横尾明神の示現に

より，醍醐水の霊泉を得、小堂宇を建立し

て、准胆、如意輪の両観音像を安置したの

に始まる。その後、醍醐・朱雀・村上三帝

のご信仰がよせられ、狂喜 7 (907) 年には

醍醐天皇の御願による薬師堂が建立され、

五大堂も落成するに至って上醍醐の伽藍

が完成した。それに引き続くように下醍醐

の地に伽藍の連立が計画され、延長 4 (926) 

年に釈迦堂が建立した。ついで天暦 5 (957) 

年に五重塔が落成し、下伽藍の完成をみた。

醍醐寺はその後、真言宗小野流の中心寺院

として仏教主において重要な地位を占め

た。さらに、政治の中心にあった人達との

交渉も深く、例えば藤原一族に代わって大

権力を持っていた権門派俊房の系統(醍醐

頑民)の人が座主として幾代も続いた。そし

て座主勝覚(俊房の息)の時代に山上・山下共に 

 

写真 4-1.醍醐寺鳥瞰図 



伽藍がことごとく整備され、永久 3 (1115) 年に三宝院が建立され醍醐寺発展の基礎が確立されたの

である。 

醍醐寺は貞観 l6 (874)年、真言宗醍醐派の総木山である醍醐寺は真言宗の開祖・弘法大師の孫弟子、聖

宝（理源大師）により貞観 l6 (874)年に創建した。山岳信仰の霊山であった笠取山 (醍醐山)に登った聖宝は、

醍醐水が湧き出るこの山を譲り受け、准抵・如意輪の両観音を刻み、堂字に安置したのが醍醐寺の始まりであ

る。開創後、60代醍醐天皇（８９7-930）・61代朱雀天皇（930-946）・62代村上天皇（946-967）の深い帰依によ

って、山上に薬師堂（延喜 7 年(907)）・五大堂、山下に釈迦堂（延長 4 年(926)）・法華三昧堂・五重塔（天暦 5 

(951）年などが建立され、山上山下にまたがる大仙藍が完成した。通称、山上を上醍醐、山下を下醍醐と呼ん

でいる。永久 3 (1115) 年、建立され醍醐寺発展の基礎が確立されたのである。 

玄関 (重要文化財)：小玄関と大玄関があり、小玄関正面の部屋は「竹の間」、大玄関正面の部屋は「富嶽

の間」、さらにその隣に「日・月海の間」がある。襖絵は平成 10 (1998)年の三宝院庭園築庭 400年を前に日本

画家・浜田泰介画仙が平成 9 (1997)年に奉納したもの醍醐寺鳥瞰図である（写真 4-1）。 

 

    

写真 4-2.醍醐寺の表識と看板 写真 4-3.醍醐派総本山の寺院 写真 4-4.秀吉の花見門 

 

慶長 3(1598)年の春、豊臣秀吉が開いた「醍醐の花見」を契機に金堂や三宝院、また、山上では開山堂や

如意輪堂などが再建された。仏像が見られる下醍醐の霊宝館(1935)年開館。毎年４月には太閤花見行列を開

催。写真 4-3は秀吉の花見門である。 

明治維新後の「神仏分離令」や「修験道廃止令」などの大打撃を受けたが、歴代座主の尽力により、開山以

来、醍醐の教えは燈し続けられ現在に至っている。1100 年の歴史をもつ醍醐寺は、日本仏教史上枢要な位

置を占め、長年護り続けられてきた寺宝類の多くは国宝、国の重要文化財の指定を受けている。すなわち、仏

像・絵画・工芸品など１０万点以上（うち国宝６９４２０点、重要文化財６５２１点、２０１５年現在）の寺宝の伝承し

ている。平成 6(「994)年にはユネスコの「世界文化遺産」に登録された。 

 

    

写真 4-5.寺院三宝館 写真 4-6.唐門（国宝）の表示板と金ぱく 写真 4-7.三宝院の庭園碑 



 

4-2.三宝院について 

満済准后と義演准后の両者は共に詳細な日記を残し、対外的活躍の概略を知ることができた。この

人達が文化財の保存に心を尽くしていたことが，裏害や実害などによって知られる。義演准后は豊臣

秀吉と深い関係を持ち、伽藍、三宝院殿舎および庭園を復興させた。そのため、英雄の最後をかざる

善美を尽くした「醍醐の花見」を催させた人である。江戸時代に、修験道由典の祖・聖宝により継承

されてきた三宝院に属する修験(山伏)を「岩山脈」と称する許可を幕府より得た。座主高賢の大宰入峰

により醍醐の教凪が広まった。現在もその法流を汲み、毎年 6月に花供入峰修行が行われている。 

江戸未期の混乱と明治維新以後の変革の波は大きく、仏教各宗派全般の傾向に従ったように・大小

幾多の子院は廃亡し伽藍と中心的な寺院だが残った。現在では、主要建築物が多く、国宝や重要文化

財に指定されている。また一山の宝物・十数万点は霊宝館に収蔵保存され、期間を定めて一般に公開

されている。 

写真 4-5 は醍醐寺の三宝館である。重要文化財である三宝院本堂には快慶作の弥勒菩薩を本尊に、右

に宗祖弘法大師を、左に開祖型涼大師を安置している。菩薩を祀っている処から弥勒堂とも呼ばれて

いる。本尊の弥勒菩薩は建久 3(1192)年、当時の醍醐寺座主・勝賢が、後白河上皇追善のため造立した。

像の膝の裏には「願主権僧正勝賢  建久 3年 8月 5日始玄  同十一月二日供奏功匠アン(梵字)阿弥陀

仏」の銘文がある。 

写真 4-6 は、唐門（国宝）の表示板と金箔が施されている。

唐門は三宝院の勅使門である。慶長 4(1599)年三間一戸の

平唐門として建立。平成 22(2010) 年に約 1 年半かけ創建

当時の姿に復元。門全体が黒の漆塗りで、菊と桐の四つの

大きな紋には金箔が施されている。 

 

4-3.薬師堂（国宝）について 

薬師堂（国宝）は、醍醐天皇の勅願により延喜 7 年（907）年頃

に聖宝（理源大師）により創建された。現存の堂は保安 2年（1121）年の建立。入母屋造、檜皮葺き。正面 5間、

側面 4 間。側面の柱間 4 間のうち、中央の 2 間が狭く、前寄りと後寄りの各 1 間が広いのは珍しい。内部には

薬師三尊像（国宝）、閻魔天像、帝釈天像、千手観音像（以上重要文化財）などを安置していたが、現在はす

べて下醍醐の霊宝館に移されている（写真 4-7）。 

 

4-4.五重塔（国宝）について 

五重塔は、隆盛を極めた醍醐寺も長い年月の間に幾度かの火災と殊に応仁・文明の大乱の余波とによって

下伽藍堂宇には灰燼に帰した。幸いにも五重塔だけが難を逃れ、天暦盛時の姿を今に留めている。上醍醐・

准胝堂は“西国第 11番札所”として、五大堂は“五大力さん”信仰の中心として、広く信仰を集めて現在に至っ

ている（写真 4-8 と 9）。 

承平元（931）年、その前年に亡くなった醍醐天皇の冥福を祈るために第三皇子の代明親王が発願し、

穏子皇太后の令旨で建立が計画された。代明親王の死去承平 7（937）年などの影響で工事は停滞し、

発願の 20年後に完成した。屋根の逓減率が大きく、塔身の立ちが低いため、後世の塔のような細長く

 

写真 4-7.薬師堂（国宝） 



ならないようにした。 

五重塔は醍醐天皇の菩提を

弔うため、第一皇子の朱雀天

皇が承平 6(936)年に着工し、

第二皇子の村上天皇の天暦

5(95l) 年に完成した。何層の

内部には両界曇茶羅や真言八

祖が描かれている。高さは約

38ｍで、屋根の上の相輪は約

l3ｍであり、相輪が塔の 3割以

上を占め、安定感を与えてい

る。創建以来修理を重ねられ、特に天正 13（1585）年の地震では一部の軒が垂れ下がるなどの甚大な

被害を受けた。豊臣秀吉の援助で慶長 3年（1597）年に修理が完成している。昭和 25（1950）年の

台風でも被害を受け、同 35（1960）年に修理が完成した。 

京都に残る数少ない平安時代建築として貴重で、初重内部の両界曼荼羅と真言八祖を表した壁画も

平安絵画の遺品として重要であり、塔本体とは別に「絵画」として国宝に指定されている。藤原未期

から鎌倉時代にかけては、政治的変動から遠ざかり小野法流，教学の充実がはかられた時期となった。

まず醍醐寺の歴史を明確にするため

に、「醍醐雑事記 115 巻が慶延によ

って編集された。教学研究の成果の

一都として現在でも多数の密教絵

画・聖教類と共に仏像研究のために

描かれた図像抄、白描図像が多くあ

る。 

 

4-5.真如三昩耶堂について 

京都市の醍醐寺の法華三昩堂は朱雀天皇の御願により天暦(949)年に創建された。文明 2（1470）年に焼失。

現在の堂は平成９(１９９７)年に真如三昩耶堂として建立された（写真 4-10）。 

 

   

写真 4-11.インド、釈迦が入滅後仏像で、左は涅槃堂、中央は上半身、右は足の裏 

   

写真 4-8.五重塔と案内板と全景 写真 4-9.五重塔と見学 

  

写真 4-10.醍醐寺の真如三昧堂、寝仏・寝釈迦像・涅槃像とも言う 



 

4-6. 金堂（国宝）について 

金堂（国宝）は、醍醐天皇の御願により延長 4(926)年に

創産された。当時は釈迦堂といわれていたが永仁、文明年

間に二度焼失した。現在の金堂は豊臣秀吉の命によって紀

州 (和歌山県)湯浅から移築が計画され、秀頼の時代、慶長

5(1600)年に完成した。この金堂が、醍醐寺の中心のお堂

であり、安置されている薬師如来坐像が醍醐寺の木尊であ

る（写真 4-12）。 

建築物は入母屋造本瓦葺き、正面 7間、側面 5間、平安

時代後期建立、豊臣秀吉の発願により紀州から移築した。

慶長 3（1598）年から移築を開始し、秀吉没後の慶長 5

（1600）年に落慶している。『紀伊名所図会』等によると、当初は紀州湯浅（和歌山県湯浅町）の満

願寺（12世紀後半に建立された後白河法皇の御願寺）本堂であったという。部材には平安時代のもの

が残るが、堂が湯浅にあった鎌倉時代に改修を受けており、移築時の桃山時代の手法も混在する。立

ちの高い入母屋屋根は近世風で、移築時の改修である。内部には本尊薬師三尊像（重要文化財）を安

置する。堂内は内陣と外陣（礼堂）の境に結界や間仕切りがなく、一体の空間とする点に特色がある。 

 

4-7.霊宝館について 

霊宝館は、昭和 10(1935)年に開館し、昭和 4（1979）年に新収蔵庫 3棟を新築した。平成 13（2001）年には、

国宝や重文だけで 7 五点、未指定の文化財を含めると、約１０万点余りに及ぶ寺宝を収蔵。彫刻、絵画、 エ

芸、 古文書など、日本の仏教史や美術史上貴重な史料が収威されている。春と秋に特別展を行っている。上

醍醐薬師堂の本尊である国宝・薬師三尊像を中央に安置する大展示室を増築した。現在は、諸堂に祀られて

いる諸尊以外のほとんどの寺宝は「霊宝館」に安置している。1100 年余の歴史を持つ、醍醐寺に息づく祈りの

世界である。 

 

4-8.醍醐寺の上醍醐 

下醍醐から約 l時間、山道を登ると醍醐寺開倉の起源となった醍醐水をはじめ、上醍醐には楽師堂

（国宝)、清瀧宮、拝殿 (国宝)、 開山堂 (重文)、 如意輪生 (重文) などがある。また、重文に指定さ

れている五大明王を祀る五大堂は「五大力さん」の名で知られる災難険けのお礼「御影 (みえ)」の祈

願を行うお堂である。 

上醍醐とは、西国 33所第 11 番札所であり、西国一険しい札所として知られる。上り口にはかつて

女人結界があったことから、女人堂がおかれ、そこから険しい山あいに、平安時代のままに残る国宝

の薬師堂、醍醐寺の鎮守神である清瀧権現拝殿（国宝）、准胝堂（現存せず）、五大堂などが立ち並ぶ。

上醍醐には有名な「醍醐水」が今も湧き出ているほか、醍醐山頂（標高 450m）には、如意輪堂（重

文）と開山堂（重文）と白山大権現が並ぶ。山頂から笠取山に向かう途中に奥の院がある。 

②清滝宮拝殿（国宝）：永享 6（1434）年に再建、清滝宮は弘法大師（空海）が唐・長安の青龍寺から

勧請した密教の守護神を祀った醍醐寺の鎮守社。 

 

写真 4-12.醍醐寺の金堂 



③清瀧宮本殿（重要文化財）：慶長 4（1599）年に建立し、醍醐寺の鎮守社である。永長 2 (1097)年に、

最初に建上された上醍醐より分身を移し祀った。その後、この社殿の前で清瀧会 (桜会)が行われるよ

うになった。なお、現在の社殿は永正 14 (1517)年に再建されたもので、毎年 4戸 1 日から 21 日ま

で、清瀧権現桜会の様々な行事の中心となっている。 

④醍醐水：聖宝が感得し、醍醐寺の名前の由来となったといわれる霊泉。 

⑤准胝堂：聖宝が如意輪堂とともに建立、西国三十三所観音霊場第十一番札所。1968年に再建された

堂は 2008年 8月 24日焼失。再建までの間は西国札所は下醍醐の観音堂（大講堂）に仮に移した。 

⑥五大堂：聖宝が開いた国家鎮護の祈願道場。 

⑦如意輪堂：慶長 11 年（1606）年に豊臣秀頼により再建、理源大師（聖宝）により准胝堂とともに

建立されたと伝わる 

⑧開山堂：如意輪堂ともに慶長 11年（1606）年に豊臣秀頼により再建、内陣の厨子には理源大師（聖

宝）坐像など安置。 

⑨成身院：上醍醐への登山口にあたる。通称 「友人皇」といわれる現在の本堂は江戸初期の再建とい

われている。本堂前には山側から不動明王、理涼大師、弥勒菩薩、役行者、地蔵菩薩が祀られている。 

⑩祖師堂：真言宗を開いた弘法大師・空海と、その孫弟子で、醍醐寺を開創した理涼大師・聖宝とが

祀られている。弘法大師の誕生日である 6戸 l5日には、盛大に降誕会が行われている。 

⑫不動堂，護摩道場：党内には不動明王を中心に五体の明王を安置する。また、堂前の護暦道場では、

当山脈修験道の柴燈護摩が焚かれ、世界平和など様々な祈願を行う。 

 

4-9.醍醐寺の下醍醐 

本尊薬師如来を安置する「金堂」「三宝院」などを中心に、上醍醐とは対照的に絢爛な大伽藍が広が

る。応仁の乱でほぼ全焼し、その後も焼失・再建を繰り返しているが、護摩道場前に建つ五重塔は創

建当時のまま現在に残る。また五重塔内部の壁画も国宝に指定されており、壁画中の空海像は同人の

肖像として現存最古のものである。 

 

①西大門：慶長 lo (1605)年、豊臣秀頼の再建。仁王像は平安後期の長承 3(1134)年、仏師勢増・仁増

の造立。通称 「仁王門」といわれる。 

②清瀧宮本殿（重要文化財）：慶長 4年（1599年）建立した醍醐寺の鎮守社である。永長 2 (1097)年

に、最初に建上された上醍醐より分身を移し祀った。その後、この社殿の前で清瀧会 (桜会)が行われ

るようになった。なお、現在の社殿は永正 14 (1517)年に再建されたもので、毎年 4戸 1 日から 21 日

まで、清瀧権現桜会の様々な行事の中心となっている。 

③観音堂（旧大講堂）： 昭和 5（1930）年建立。現在は消失した上醍醐の准胝堂の西国札所が仮に移

されており、「観音堂」と改称されている。西国三十三観音霊場第 2番札所上醍醐准砥堂の遥拝所とし

て、准抵観世音菩薩が祀られる。准抵観音堂再建番札所 ・上醍醐「和」手紬縁総本山醍醐寺第百三世座

主・神田順和狸下は、上醍醐准抵観音堂(平成 20年 8戸，23日に落雷により焼失)の再建を願い、座主晋山

を一期として 「和」宇土万枚浄書を発願されました。(西国三十三観音霊場第 11番札所/近畿 36不動霊場第

23番/西国 49薬師霊場第 39番/18本山/神仏霊場/役行者霊蹟札所 各納経所)。 

④弁天堂 - 昭和 5年（1930）年に林泉の北東岸に建立された建物である。弁天堂は紅葉やイチョウが

 



色つく季即には、朱塗りの弁天堂が水面によく合う紅葉の名前である。弁天堂には、音楽などの手芸

や知識の女神である弁才天が祀られている。広く一般には七福神に加えられている。 

⑤女人堂 

⑥三宝院：永久 3 (111 5)年、醍醐寺第 l4世座主勝覚僧正の創起。現在の三宝院は慶長 3(1598)年、豊

臣秀吉により 再現されたもので、唐門や表書院は国宝に、その他の建造物は大半が国の重要文化財に

指定されている。また、桃山時代を代表する秀吉設計の底園は、特別史跡・特別名所に指定され、太

閤秀吉の栄華を偲ばせる。 

 

5.おわりに 

5-1.心の作用と電子回路の波動 

心と肉体との電子回路的な仕組みは、

人間の五体と五官は発信によるパルスと受

信によるパルスによって分析が可能である。

その作用が波によって大脳に伝達する。そ

れから心の動作である意志に伝わり、最後

は心の記憶装置である表面意識に伝達さ

れる。 

表面意識の本能・感情・智性・理性の領

域に集積される想念帯にある情報は各個

人情報であり、心の財産でもある（図 6-1）。

コンピュータの五大装置とは、「入力装置」「制御装置」「記憶装置」「演算装置」と「出力装置」の主要な装置で

ある。それらを実現される「入力」「制御」「記憶」「演算」と「出力」の 5 つの機能をもつ五大機能とすることがある。

人間はコンピュータの五大機能以上である。 

 

5-2. 般若心経の受想行識のエネルギ－ 

若心経の教えに受想行識がある（図 6-2）。 

色は肉体を意味し、受想行識は精神を四つ「空（4次元以上）」

意味し、物事を思ったり、感慨を受けたり、認識できるのである。色

を、肉体（物質的）なものと捉えると、「受想行識」は、精神的なもの

と捉える。 

受とは、物事を思い受け入れる、本能・感情・智性・理性の領域

で、人や物に触れたときに生じる感覚である。 

想とは、浮かべる、心の中で何かをイメージ（想像）して、感情を

生じさせる働きである。 

行とは、意識し、成し遂げようとする、生じた感情から、何か意志（気持ち）を決定させる。 

識とは、物を分別し、認識すること、識 は、意志が生じた結果、物事を判断し、認識する働きである。 

人が人として生きていくには、「精神」が果たす役割は重要である。この精神的な作用が無ければ食事も困

 

図 6-1.五体・五官の発信波動から受信波動のモデル 

 

図 6-2.心の受想行識の世界 



難になり、対人関係や仕事、そして恋愛に至るまで支障を来しだすことがある。 

無限に広い世界の宇宙の中で、イエス様は愛を、釈尊は慈悲を説いている永遠の法則がある。太陽系は、

陽性（太陽）、中世（地球）、陰性（月）がある。物質は陽性（固体）、中世（液体）、陰性（気体）がある。原子は陽

性（陽子）、中世（中性子）、陰性（電子）、電気は陽性（プラス）、中世（中性子）、陰性（マイナス）から見ると三

要素がある。三要素の三は割り切れない数字である。電気や原子は見えないが存在している。 

 

  

図 6-3.心の想念帯の平面図 図 6-4.心の想念帯の立体図 

 

釈尊の教えも同様であるから高い次元の世界の教えである。人間の心の次元とは光子体と脳には、電気的

振動によって生じる霊子線がある。光子体には、円の中心に想念帯がある。その周辺は上下左右に智性、理

性、本能、感情の他に意志がある平面図である（図 4-3）。肉体には、電気的振動によって生じる神経がある。

人間は、霊子線・光子体と肉体・脳と神経のパルスがあるから生存している。３次元である人間は これらの機

能と遮断されると４次元化される。心の立体図は心を上から見た図で、円の中心に想念帯がある（図 4-4）。そ

の周辺は上下左右に智性、理性、本能、感情の他に意志がある。心の立体図は表面意識（顕在意識・意識）と

潜在意識(無意識)は想念帯（点線部分）がある。すなわち、想念活動が記録された心の壁も切り開いている。

座禅とか反省の行為によって心が変わると、表面意識（顕在意識・意識）によって想念帯（点線部分）の壁が崩

れ、心の内部の潜在意識が表面意識に流れると過去の光景や智慧が生じる。心の根元である魂は相念をはじ

め各機能が集約される所である。 

 

5-3.第 60 代醍醐天皇と勧修寺 

勧修寺（ｶｼﾞｭｳｼﾞ）は、真言宗山増派大本山、醍醐天皇の勅願寺である。第 60代醍醐天皇（897-930）は、

平安時代、昌泰 3（900）年天皇の生母藤原胤子追善のため創建され、1100年の歴史がある。 

勧修寺を要約すれば、宗派：真言宗山階派、山号；亀甲山、寺格：大本山、本尊：千手観音、承俊（開山）、

別称：山階門跡、札所等：真言宗 18本山 10番、代々法親王が入寺、書院前庭には水戸光圀寄進、門跡寺

院として格式を誇った。零院（重文）は明正天皇の旧御殿を移築した。重要文化財は、書院、蓮華蒔絵

経箱（紺紙金泥大日経等 13 巻入）、仁王経良賁疏 3 帖、金剛頂瑜伽経 巻第一、二（2007 年度指定）である。

開基は承唆律師である。 



所在地は京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町 27-6。位置は北緯 34度 57分 42.37秒 東経 135度 48

分 27.27秒である。文明 21（1470）年、兵火で焼失したが、徳川氏と皇室の援助で復輿。国宝刺繍釈迦如

来説法図（奈良国立博物館蔵）は勧修寺繍帳とも呼んで伝わった。庭園は、氷室(ヒムロ)の池を中心と

ずる池泉回遊式である。石燈籠があり、勧修寺型灯軽として知られる。 

 

5-4.第 60 代醍醐天皇と醍醐寺 

醍醐寺は聖宝理涼大師が貞観 16 (874) 年に上醍醐山上で地主横尾明神の示現により，醍醐水の霊泉

を得、小堂宇を建立して、准胆、如意輪の両観音像を安置したのに始まる。その後、醍醐・朱雀・村

上三帝のご信仰がよせられ、狂喜 7 (907) 年には醍醐天皇の御願による薬師堂が建立され、五大堂も

落成するに至って上醍醐の伽藍が完成した。それに引き続くように下醍醐の地に伽藍の連立が計画さ

れ、延長 4 (926) 年に釈迦堂や五重塔が落成し、下伽藍の完成をみた。醍醐寺はその後、真言宗小野

流の中心寺院として仏教主において重要な地位を占めた。 

醍醐寺は貞観 l6 (874)年、真言宗醍醐派の総木山である醍醐寺は真言宗の開祖・弘法大師の孫弟子、聖

宝（理源大師）により貞観 l6 (874)年に創建した。山岳信仰の霊山であった笠取山 (醍醐山)に登った聖宝は、

醍醐水が湧き出るこの山を譲り受け、准抵・如意輪の両観音を刻み、堂字に安置したのが醍醐寺の始まりであ

る。開創後、60代醍醐天皇（８９7-930）・61代朱雀天皇（930-946）・62代村上天皇（946-967）の深い帰依によ

って、山上に薬師堂（延喜 7 年(907)）・五大堂、山下に釈迦堂（延長 4 年(926)）・法華三昧堂・五重塔（天暦 5 

(951）年などが建立され、山上山下にまたがる大仙藍が完成した。通称、山上を上醍醐、山下を下醍醐と呼ん

でいる。永久 3 (1115) 年、建立され醍醐寺発展の基礎が確立されたのである。 
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別表 1.醍醐寺等の年表 

貞観 16  874 醍醐寺は聖宝により創建。 

昌泰 04 901 
醍醐天皇は最初、父の宇多天皇の訓戒に従い、藤原時平と菅原道真を重く用い、時

平を左大臣に、道真を右大臣に任じて、親政の両翼として政務を推進させた。 

延喜 05 905 『古今和歌集』 紀貫之・友則らに命じて編纂させた日本最古の勅撰和歌集。 

延喜 23 923 
天皇は道真を左遷した詔を覆し、道真右大臣に復したうえ贈位を行ってその慰霊に努

めた。 

延長 04 926 

金堂（国宝）は、醍醐天皇の御願によりに創建した。当時は釈迦堂といわれたが永仁、

文明年間に二度焼失した。現在の金堂は豊臣秀吉の命によって紀州 (和歌山県)湯

浅から移築が計画され、秀頼の時代、 

延長 08 930 

清涼殿に落雷があり、公卿一名と廷臣・官人数人が焼け死ぬという惨事後体調を崩

した。09 月 22 日、にはいよいよ病篤きによって皇太子寛明親王（保明親王の同母弟）

に譲位。09月 29日、出家した日に崩御した。 

承平元 931 
五重塔は前年に亡くなった醍醐天皇の冥福を祈るために第三皇子の代明親王が発願

し、穏子皇太后の令旨で建立が計画された。 

承平 06 936 五重塔は醍醐天皇の菩提を弔うため、第一皇子の朱雀天皇が着工した。 

承平 07 937 五重塔は代明親王の死去などの影響で工事は停滞し、発願の 20年後に完成した。 

天暦 03 949 真如三昩耶堂は朱雀天皇の御願により法華三昩堂として創建された。 

天暦 05 95l 五重塔は第二皇子の村上天皇の年に完成した。 

永長 02 1097 

清瀧宮本殿は最初に建上された上醍醐より分身を移し祀った。その後、この社殿の前

で清瀧会 (桜会)が行われるようになった。清瀧宮本殿（重要文化財）は建立した醍醐

寺の鎮守社である。 

永久 03 1115 三宝院は醍醐寺第 l4世座主勝覚僧正の創起。 

長承 03 1134 仁王像は平安後期、仏師勢増・仁増の造立。通称「仁王門」といわれる。 

永享 06 1434 
清滝宮拝殿（国宝）は再建、清滝宮は弘法大師（空海）が唐・長安の青龍寺から勧請し

た密教の守護神を祀った醍醐寺の鎮守社。 

文明 02 1470 真如三昩耶堂は、兵火で焼失したが、徳川氏と皇室の援助で復輿。 

永正 14 1517 
現在の清瀧宮本殿（重要文化財）の社殿は再建されたもので、毎年 4戸 1 日～21 日

まで、清瀧権現桜会の様々な行事の中心となっている。 

天正 13 1585 五重塔は創建以来修理を重ねられ、地震は軒が垂れ下がるなどの甚大な被害を受け

https://ja.wikipedia.org/wiki/


た。 

慶長 03 1597 五重塔は豊臣秀吉の援助で修理が完成している。 

慶長 03 1598 

豊臣秀吉により醍醐の花見が行われる。金堂の建築物は入母屋造本瓦葺き。正面 7

間、側面 5間。平安時代後期建立。豊臣秀吉の発願により紀州から移築した。現在の

三宝院は、豊臣秀吉により 再現されたもので、唐門や表書院は国宝に、その他の建

造物は大半が国の重要文化財に指定されている。 

慶長 04 1599 清瀧宮本殿は（重要文化財）は建立し、醍醐寺の鎮守社である。 

慶長 10 1605 西大門は豊臣秀頼の再建。 

慶長 11 1606 

如意輪堂は豊臣秀頼により再建、理源大師（聖宝）により准胝堂とともに建立されたと

伝わる。開山堂は如意輪堂ともに豊臣秀頼により再建、内陣の厨子には理源大師（聖

宝）坐像など安置。 

昭和 04 1929 霊宝館は新収蔵庫 3棟を新築した。 

昭和 05 1930 

観音堂（旧大講堂）は建立され、現在は消失した上醍醐の准胝堂の西国札所が仮に

移されており、「観音堂」と改称されている。弁天堂 は林泉の北東岸に建立された建

物である。弁天堂は紅葉やイチョウが色つく季即には、朱塗りの弁天堂が水面によく合

う紅葉の名前である。弁天堂には、音楽などの手芸や知識の女神である弁才天が祀ら

れている。広く一般には七福神に加えられている。 

昭和 07 1932 旧・五大堂（上醍醐）は旧国宝建造物。護摩の火が屋根に燃え移り焼失。   

昭和 10 1935 霊宝館は開館した。 

昭和 14 1939 
経蔵は上醍醐を襲った山火事で短時間の間に、旧国宝建造物の経蔵・清滝宮本殿・

西国 33所第 11番札所の准胝堂（ｼﾞｭﾝﾃｲﾄﾞｳ）が焼失した。 

昭和 15 1940 旧五大堂(上醍醐)は再建。 

昭和 25 1950 五重塔は台風でも被害を受けた。 

昭和 35 1960 
五重塔は修理が完成した。金堂が、醍醐寺の中心のお堂を完成し安置されている薬

師如来坐像が醍醐寺の木尊である。秀吉没後に落慶している。 

昭和 43 1968 
如意輪堂は聖宝が如意輪堂とともに建立、西国 33 所観音霊場第 11 番札所。上醍醐

の准胝堂（1968年再建）がほぼ全焼したが、再建した。 

平成 07 1995 兵庫県南部地震の影響で、五重塔、金堂などの漆喰がはがれた。 

平成 09 1997 
朱雀天皇の御願により法華三昧堂として、真如三昩耶堂は現在の堂として建立され

た。涅槃仏とは、釈迦が入滅する様子を仏像として表した。 

平成 13 2001 

霊宝館は国宝や重文だけで 7 五点、未指定の文化財を含めると、約１０万点余りに及

ぶ寺宝を収蔵。彫刻、絵画、 工芸、 古文書など、日本の仏教史や美術史上貴重な

史料が収威されている。 

平成 20 2008 

落雷による火災で、上醍醐の准胝堂（1968年再建）がほぼ全焼した。准胝堂は再建さ

れた堂は焼失。上醍醐准抵観音堂(8戸，23日に落雷により焼失)の再建を願い、座主

晋山を一期として 「和」宇土万枚浄書を発願されました。上醍醐の准胝堂は、再建し、

落雷による火災で焼失している。 

 


