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発 心 の 図 像
―中世仏教説話画に描かれた病と障害―

The Iconography of Awakening:
The Imagery of Disease and Disability in Medieval Buddhist Paintings

山本　聡美
Satomi YAMAMOTO. Ph.D. （Letters）

（早稲田大学）
（Waseda University）

要 旨

近代的疾病観においては、病や障害を健全な身体の対極にあるものと捉え、加療を通じて健常なる状態
へ近づけることに価値が置かれる傾向にある。一方、古代・中世日本においては、これとは異なる疾病観、
障害観が存在していた。この点について仏教を中心とした宗教思想から論じた池見澄隆は、近代以前の日
本における病気観に、大別して「治病」と「病の受容」の二つの対処があったと指摘する。前者には祈祷
や医療があるとし、後者を「病に、正の価値を見出し積極的に意義づけて受けとめようとする姿勢」と換
言した上で、その極地ともいうべき事例として、平安時代末期の浄土僧、永観（一〇三三～一一一一）に
よる「病は善知識なり」との成句に着眼する。

善知識とは、仏教における発心や成道への導き手を指す。通常、多くの修行を積んだ高徳の僧を言うが、
悟りに至るきっかけとなる人物や事物を広く指す言葉でもある。天永二年 （一一一一）、三善為康編『拾遺
往生伝』所収の永観伝においては、「病」という本来なら修行の妨げともなり、出家受戒が許されないこと
もあり得る身体の状態そのものが「善知識」と位置付けられており、疾病や障害に「正の価値」が与えら
れている。このことを手掛かりに、本稿では「法華経変相図」「病草紙」「一遍聖絵」「粉河寺縁起絵巻」「法
華経曼荼羅図」など、経絵や仏教説話画に描かれた病や障害のモチーフを分析し、そこに、人を発心への
誘う善知識としての「正の価値」が生じている実態を明らかにする。

論述にあたっては、まず『妙法蓮華経』譬喩品や普賢菩薩勧発品、『大般涅槃経』梵行品などに説かれる
因果応報観に基づく疾病観がいかにして絵画化されているのかという観点から図像を分析する。その上で、
平安末期から鎌倉時代にかけて、施療を通じた病者救済に尽力した永観、一遍、忍性といった僧侶らの実
践を通じた図像解釈を試みる。

以上の考察を通じて、本稿では、「病者救済場面」として一義的に理解される傾向にある病者の図像につ
いて、「病や障害を契機とした発心の表徴」という新たな解釈を提示する。中世仏教説話画を通じ、現代と
は異なる論理で構築されていた、中世日本における病や障害との共生の思想を浮き彫りにすることを目指す。

ABSTRACT

Modern perspectives on disease and disability are considered antithetical to a healthy body and there is a 

tendency to place value on bringing the body closer to a healthy state through medical treatment.  On the other 

hand, in ancient and medieval Japan, a different perspective on disease and disability existed.  IKEMI Choryu, who 

has discussed this from the point of view of religious thought centered on Buddhism, points out that they were, 

broadly classified into two measures, “treatment of the disease” and “acceptance of the disease”, in Japan before 
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はじめに

近代的疾病観においては、病や障害を健全な身体
の対極にあるものと捉え、加療を通じて健常なる状
態へ近づけることに価値が置かれる傾向にある。一
方、古代・中世日本においては、これとは異なる疾
病観、障害観が存在していた。この点について仏教
を中心とした宗教思想から論じた池見澄隆は、近代
以前の日本における病気観に、大別して「治病」と

「病の受容」の二つの対処があったと指摘する。前者
には祈祷や医療があるとし、後者を「病に、正の価
値を見出し積極的に意義づけて受けとめようとする
姿勢」と換言した上で、その極地ともいうべき事例
として、平安時代末期の浄土僧、永観（一〇三三～
一一一一）による「病は善知識なり」との成句に着
眼する （1）。

天永二年 （一一一一）、三善為康編『拾遺往生伝』
所収の永観伝において、永観自身の疾病観として「卅
より以後〈不惑の齢より以後、本云〉風痒相侵して、
気力羸れ弱りたり、自ら云はく、病はこれ真の善知
識なり。我病痾に依りて、弥浮生を厭ふ、云々とい
へり。」 （2）との内容が記されている。善知識とは、仏
教における発心や成道への導き手を指す。通常、多
くの修行を積んだ高徳の僧を言うが、悟りに至るきっ
かけとなる人物や事物を広く指す言葉でもある。こ
こに掲げた永観伝においては、「病」という本来なら
修行の妨げともなり、出家受戒が許されないことも
あり得る （3） 身体の状態そのものが「善知識」と位置
付けられており、疾病や障害に「正の価値」が生じ
ているのである。

この成句は、『古今著聞集』や『元亨釈書』など鎌
倉時代に編纂された説話集所収の永観伝にも継承さ
れ、さらには中・近世を通じて数多くの高僧伝や発

the modern period.  The former is said to have included prayers and medical care, while the latter is referred to 

as “an attitude of finding positive value in the disease, considering it meaningful, and actively trying to accept it.” 

As an example of what should be called an extreme view, we consider the phrase “Disease is an admirable friend 

(J:善知識 Zenchishiki, Skt: kalyāṇa-mitra)” by Eikan (1033–1111), a Jōdo (Pure Land) monk during the late Heian 

period.

Zenchishiki refers to a method guiding religious awakening or spiritual enlightenment in Buddhism.  Usually, 

it refers to a noble priest who is highly trained, but it is also a word that broadly refers to a person or thing that 

leads to enlightenment.  In Eikan’s biography included in Shūi-Ōjōden edited by Miyoshi no Tameyasu in Ten’ei 

2 (1111), Zenchishiki is defined as a view of “disease” that would usually interfere with training, and as a bodily 

state that may not allow one to receive religious precepts and become a priest.  A “positive value” was also 

attributed to disease and disability.  With this as the key, this paper analyzes the motifs of disease and disability 

depicted in medieval Buddhist Paintings including the Illustrated Manuscript of the Lotus Sū tra, the Illustrated Scroll 

of Illnesses, the Illustrated Biography of the Priest Ippen, the Miraculous Origin of Kokawadera, and the Mandara of 

the Lotus Sū tra, that clarify the actual conditions that give birth to the “positive value” of Zenchishiki leading to a 

person’s awakening.

In these descriptions, we first analyze the iconography in terms of the disease depicted based on the 

perspective of retributive justice as explained in Chapter 3: Simile and Parable and Chapter 28: Encouragement 

of the Bodhisattva Universal Worthy of the Lotus Sūtra, and Chapter of Brahmachary/Chapter of Bongyō-bon of 

the Mahāparinirvāṇa Sūtra.  Furthermore, we also attempt to interpret the iconography through the practices of 

monks including Eikan, Ippen and Ninshō who provided relief to the sick through free medical treatment, from the 

late Heian to the Kamakura period.

Based on the above considerations, this paper presents a new interpretation of the iconography of a diseased 

person, which has conventionally been understood as primarily “situations of relief for the sick,” as “a symbol of 

the awakening of the mind.”  Through medieval Buddhist imagery, we aim to highlight the idea of co-existence 

with disease and disability in medieval Japan built on a logic that differs from that of the modern period.
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心譚に援用され人口に膾炙した。本稿では、中世絵
画史研究の立場から、絵巻や掛幅画に描かれた疾病・
障害の図像について、永観伝に言う「善知識」とし
ての解釈を試みる。中世寺社縁起絵や高僧伝絵にお
いて、これらの図像が池見の指摘する「正の価値」
を帯びる記号として機能していることへの着眼を通
じて、中世日本における疾病観、障害観の一側面を
理解することを目指す。

一　因果応報の証としての病

仏典をひもとくと、先天性の奇形や快癒が見込め
ない病を、因果応報、つまり前世や現世における悪
行や悪縁の結果とみなす記述が散見される。例えば

『妙法蓮華経』譬喩品には、経を軽んじる罪と病との
因果関係が次のように説明されている （4）。

  この経を謗るが故に、罪を獲ることかくのご
とし。若し人となることを得れば、矬

せひ

陋
くく

・攣
ひきつり

・
躄
いざり

・盲・聾・背
せ

傴
むし

とならん。言
ごん

説
ぜつ

する所有るも、
人は信受せず、口

く

気
け

常に臭くして、鬼
おに

魅
がみ

に著
じゃく

せ
られ、貧

びん

窮
ぐ

下
げ

賤
せん

にして、人のために使われ、多
くの病ありて、痟

やつ

れ痩
や

せ、依
え

怙
こ

する所無く、人
に親

しん

附
ふ

すと雖も、人は意に在
お

かざらん。若し所
得有らば、尋

つ

いでまた亡失せん。若し医道を修
め、方に順じて病を治せば、更に他の病を増し、
あるいはまた死を致さん。若し自ら病有らば、
人の救

く

療
りょう

するもの無く、設
たと

い、良薬を服すると
も、しかも、また劇

いた

みを増さん。［大正蔵九、一

五ｃ］
『法華経』を誹謗した者は、たとえ地獄や餓鬼の世界
に転生することをまぬがれ人間に生まれたとしても、
背が低く、体がひきつり、いざり歩き、盲目や聾唖、
背傴となる云々と説く。ここに見るような、疾病や
障害を悪業の報いと捉え、病者に対する蔑視を誘発
するような考え方は、今日の医学や倫理観とは大き
く異なる。しかしながら、前近代の日本における病
への向き合い方にはこのような経説が大きく影響し
ている （5）。病気平癒のための加持祈祷、延命を目的
とした写経や造仏、これらは全て病の原因となって
いる悪業や悪縁を取り除き、善根を積むためになさ
れたのである （6）。

このような経説が絵画化された例として、まずは
法華経変相図が挙げられる。中国・南宋時代の作例
である「法華経変相図」（静嘉堂文庫、南宋時代、十
二世紀）には、先に引用した譬喩品に基づく、侏儒、
盲聾、傴僂の姿が描かれている（図１）。また、日本
においても平安時代末期に制作された「病草紙」に
含まれる、「侏儒」「頭

かしら

のあがらない乞
こつ

食
じき

法
ほう

師
し

」（九州
国立博物館蔵）、「背の曲がった男」（文化庁保管）に、
静嘉堂文庫蔵「法華経変相図」と近しい図像を見出
すことができる（図２・３・４）。「病草紙」詞書に
上記の経説が明示されているわけではないが、いず
れの場面においても病者は他の人々から指さされ笑
いさげすまれており、経説に基づく因果応報観が前
提となった表現であることがうかがわれる。

図１　�静嘉堂文庫蔵「法華経変相図」譬喩品
部分（南宋時代、12世紀 ） 図２　�九州国立博物館蔵「病草紙」侏儒（平安時代末末期、12世紀）
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二　癩者の図像

さらに、『法華経』普賢菩薩勧発品に次のような内
容が説かれている。

  若し復、この経典を受持せん者を見て、其の
過
あや

悪
まち

を出さば、若しは実にもあれ、若しは不実
にもあれ、此の人は現世に白

びゃくらい

癩の病を得ん。若
し之を軽笑せば、当に世世に牙・歯は疎

す

き欠け、
醜き唇、平

ひら

める鼻ありて、手脚は繚
もつ

れ戻
まが

り、眼
目は角

す

睞
が

み、身体は臭く穢く、悪しき瘡の膿血
あり、水

すい

腹
ふく

・短
たん

気
け

、諸の悪しき重病あるべし。
［大正蔵九、六二ａ］

先述した譬喩品と同じく、経を軽んじる罪について
説く内容であるが、その報いとして「白癩」すなわ
ちハンセン病があげられている （7）。また龍樹が著し
た『大智度論』は、『摩訶般若波羅蜜経』の注釈書で
あるが、そのうち釋校量舍利品第三十七（巻第五十
九）にも「諸病中癩病最重、宿命罪因縁故難治」 （8）と
記されているように、癩を最も深い罪因に基づく業
病とする捉え方は仏典に広く見られる （9）。

前掲の静嘉堂文庫蔵「法華経変相図」にはこの場
面も絵画化されており、普賢菩薩観発品に基づく「白
癩無眼繚戻等病」との傍題の下に三人の病者が描か
れている（図５）。画面向かって左側で杖をつくのが

「無眼」、右側で杖をつき足も曲がってしまった者が
「繚

もつれまがり

戻」、そして中央で全身を覆う褐色の衣を着けた
者が「白癩」であろう。これらは、経を誹った報い

で重篤な疾病や障害を得てしまうという因果応報の
図像として理解することができる。

ただし、中世日本の絵画においては、癩者の図像
にやや異なる意味が与えられている作例がある。癩
者を描いた早い例として、時宗の開祖・一遍（一二
三九～八九）の生涯を十二巻四十八段に表した「一
遍聖絵」（清浄光寺蔵、鎌倉時代、正安元年〈一二九
九〉）がある （10）。その巻五第五段には弘安五年（一

図３　�九州国立博物館蔵「病草紙」頭のあがらない乞食法師
（平安時代末期、12世紀）

図４　�文化庁保管「病草紙」背の曲がった男� �
（平安時代末期、12世紀）

図５　�静嘉堂文庫蔵「法華経変相図」普賢
菩薩勧発品部分（南宋時代、12世紀）
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二八二）三月一日に、一遍率いる時衆の一行が鎌倉
に入ろうとしたところ、こふくろさか（巨福呂坂／
小袋坂）にて警護の武士より制止され小舎人によっ
て打ち叩かれるという場面が描かれている。詞書に
は「時衆を打擲して」とあるが、画中で、幕府の役
人に棒で追い払われているのは、盲、足萎えなど障
害を持つ者たちであり、その中に、褐色の衣を着け
白頭巾で頭部を覆った癩者の姿が含まれている （11）

（図６）。この場面を見る限り、都市周辺で日常的に
見られる情景が添景として描かれたもののようにも
考えられる。ただし、本作では他の場面においても
これら障害を持つ者たち、特に癩者を、時衆の集団
とはやや離れた場所に付き従うように表す図像が散
見される（巻四第五段、巻六第四段、巻七第三段、
巻十一第二段）。また、巻十二第三段では正応二年

（一二八九）八月の一遍臨終場面に集まった結縁衆の
中にも癩者の姿があり、さらに続く場面では一遍門
弟の入水往生に交じって一名の癩者が入水往生を遂
げる姿までもが描かれている（図７）。
「一遍聖絵」に描かれた癩者図像の解釈については

議論の蓄積があり、先行研究における主たる論点は、
第一に癩者は単なる添景として描かれているのか、
あるいは特別な意味が込められているのか、第二に
癩者は救済の対象として描かれているのか、あるい
は救済とは異なる宗教的意義が表象されているのか、
第三に癩者は一遍率いる時衆とともに遍歴していた
のか否か、という三点に集約することができよう （12）。
この問題について考える時、本作が、一遍没後十年
にあたる正安元年八月二十三日を機に、弟子のひと
りでおそらく一遍の血縁者でもあった聖戒が詞書を

編述したものであるということにも留意する必要が
ある。つまり、この絵巻の詞や絵には、聖戒ら制作
者にとって望ましい一遍、またその思想や実践のう
ち絵巻の制作者たちが積極的に継承しようとしてい
た内容が表されていると理解すべきである。そのよ
うな観点からは、この絵巻における癩者の図像にも、
単に各地に点在する彼らの現実を反映させたという
以上に、遊行の同伴者としての積極的意味が込めら
れているものと思われる （13）。ではそこに、いかなる
意味が認められるであろうか。以下では他の作例へ
も視野を広げた上で、中世日本絵画における癩者図
像の意味を考察する。

三　瘡と発心

現代の医学において定義されるハンセン病は、「ら
い菌」による感染症であり、症状として皮膚の斑紋、
患部の化膿や末梢神経が侵されることによる感覚喪
失などがある。現代では完治可能な感染症であるが、
治療法が見出されていなかった前近代においては、
外見に現れる症状から業病として怖れられた。皮膚
に生じる斑紋や瘡

かさ

といった症状が、業病と結びつけ
られる理由を、以下のような経説に求めることがで
きる。

父王を殺害して国を奪った阿闍世王の説話は、人
間が侵す大罪の象徴として、中世日本でも広く知ら
れていた。複数の経典に説かれているが、中でも『大
般涅槃経』梵行品 （14） には、阿闍世王が悔悛し菩提心
へと至る過程が詳しく記述されている。

摩訶陀国の首都である王舎城に王子として生まれ

図６　�清浄光寺（遊行寺）蔵「一遍聖絵」（鎌倉時代、正安元年〈1299〉）� �
巻五第五段部分

図７　�清浄光寺（遊行寺）蔵「一遍聖絵」
（鎌倉時代、正安元年〈1299〉）� �
巻十二第二段部分
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た阿闍世の性格は極悪で、乱暴・悪口・貪欲・怒
り・愚痴を備えた人物であった。現在のみにとらわ
れ未来を見通すことができず、現世の欲に執着する
あまり、父王を殺害し国を奪ってしまう。ところが
その直後から悔悛のために熱を生じ、全身に瘡がで
き近づきがたいほどの悪臭に苦しむこととなる。最
初に六人の大臣（邪見六臣）がやってきて、外法を
説いて阿闍世王には罪のないことと慰めるが彼の心
身は癒えない。次に釈迦に帰依する医師である耆婆
が現れ、慚愧する心こそが救済につながると諭した。
耆婆の勧めに応じて釈迦のもとを訪れた阿闍世王に
対し、釈迦は月

がつ

愛
あい

三
ざん

昧
まい

という瞑想に入り、大きな光
明で阿闍世王を包み込む。するとたちまち全身の瘡
が癒え、菩提心が生じた。

ここで注目したいのは、阿闍世王が発心に至る過
程で体中に瘡が生じ、二度も重体に陥っていること
である。一度目は、父王が死に至った直後から慚愧
の念にさいなまれ全身の瘡に苦しむ阿闍世王を、母
の韋提希夫人が看病すると、かえって症状が悪化す
るという以下の場面である （15）。

  父を害
そこな

い已
おわ

るに因りて、心に悔ゆる熱を生じ、
身より瓔珞を脱

はず

し、妓楽も御
もち

いず。
①
心の悔ゆ

る熱の故に遍
からだじゅう

体に瘡を生ず。其の瘡は臭き穢な
れば、近附く可からず。尋

つ

いで自ら念じて言わ
く。我は今、此の身に已に花やかな報を受けど
も、地獄の果報が将に近づかんとすること遠か
らじ。  爾

そ

の時に、其の母にして字は韋
い

提
だい

希
け

なる
が、種種の薬を以て而

しこう

して之を塗ら為
し

むるも、
其の瘡は遂に増して降

くだ

し損
へ

ること有ること無し。
王は即

ただ

ちに母に白
い

わく、
②
是
か

くの如き瘡は心よ
り生じ、四

し

大
だい

より起こるに非ず。［大正蔵十二、
七一七ａ］

傍線部①では、まず皮膚に生じた瘡は悔恨の念で高
まった熱が原因であると記す。さらに、この瘡は自
ら犯した罪の報いであるので地獄に堕ちることもそ
う遠くない、と阿闍世王が堕地獄の恐怖を感じてい
ることも吐露される。そして後半の傍線部②で阿闍
世王は母に対して、この瘡が心より生じたもので四
大（身体を構成する、地・水・火・風）が原因では
ないと説明している。すなわちこの引用個所では、
阿闍世王の身体に生じた瘡が彼自身の罪悪感や悔悛

の念の現れで、その先に待ち受ける堕地獄の可能性
をも暗示するものと位置付けられているのである。

そして二度目は、自ら死に追いやった父王の声が
虚空より届く以下の場面である。

  吾れは是、汝の父の頻
ひん

婆
ば

娑
しゃ

羅
ら

なり。汝は今、
当に耆

ぎ

婆
ば

の所説に随うべし。邪見の六臣の言
ことば

に
随うこと莫

なか

れ。時に王は、聞き已
おわ

りて悶
も

絶
だ

えて
地に躄

たお

れ、身の瘡は増
ますま

す劇
はげ

しく臭
しゅう

穢
え

は前に倍す。
冷薬を以て塗り之を治

いや

すと雖も、瘡は烝
む

れ毒は
熱く、但だ増すのみにして損

へ

ること無し。［大正
蔵十二、七二三ｂ］

自分を殺害した息子に対して父王の声は、邪
よこしま

な考え
を持つ六人の大臣ではなく、耆婆の説くところに従
うべきと諭し、阿闍世王を発心へと導く。父の慈愛
に触れた阿闍世王はさらなる悔恨に陥り悶絶して地
に倒れ、次いで全身の瘡が増々はげしくなり、臭さ
や穢さも倍増した。

ここに掲げた二つの場面では、父母の慈悲に触れ
た阿闍世王が取り返しのつかない大罪を自覚し慚愧
の念が高まることで、病状がますます重篤なものと
なる。父殺しは仏教でいう五逆罪（殺父、殺母、殺
阿羅漢、破和合僧、出仏身血）のひとつで重罪に位
置付けられる。瘡と臭穢は、まさに「罪の証」とし
て阿闍世王の身体に刻印され、病に苦しむ王は、さ
らに堕地獄の恐怖にもおののくこととなるのである。

この説話を踏まえると、身体に現れた瘡は第一義
的には大罪の烙

スティグマ

印である。一方で、この瘡は悔恨の
念で高まった熱が原因で生じたものであった。自ら
の力では償うことのできない大罪への自覚が瘡を生
じさせ、その結果、阿闍世王は釈迦によって発心へ
と導かれる契機を得たのである。

阿闍世王説話に見られる、このような為政者の瘡
と発心を結びつける話型は、日本においても早い時
期から受容されていた。『日本書紀』 （16）では、敏達天
皇十四年（五八五）三月、物部守屋と中臣勝海の奏
上に応じて天皇が廃仏令を発し、守屋が仏塔を倒し、
仏像、仏殿を焼き、尼らを禁錮し鞭打つなどの乱暴
を働いた。すると天皇と守屋が、にわかに瘡を患っ
て苦しみ、さらには国中に瘡を発して死ぬ者があふ
れ、人々はひそかに「是、仏像焼きまつる罪か」と
語り合ったと記されている。
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ここでは、天皇と守屋の病が阿闍世王説話と同じ
「瘡」と記されていることに注目したい。古代日本に
おける仏教受容が、病や障害についての因果応報観
と深く関連してなされた証左となるからである。な
お、吉田一彦は、廃仏を行った皇帝が「瘡」によっ
て命を落とすという話型が、『広弘明集』『法苑珠林』
など七世紀半ばの中国で成立した仏教書にも見られ
ることから、『日本書紀』における「瘡」にも業病と
しての意味が込められており、この敏達紀が中国の
仏教文献を参照して書かれた記事であると指摘して
いる （17）。また北條勝貴も、古代中国において繰り返
された廃仏政策（三武一宗の法難）の影響下で、伽
藍や仏像の損壊に対する悪報として癩などの病が意
識され、五～七世紀に語られ始めた悪報譚を下敷き
にして『日本書紀』における崇仏論争記事が成立し
たとの見解を示している （18）。これらの先行研究を踏
まえると、癩のイメージをも伴った「瘡」は、為政
者に対する最も重い仏罰として広く仏教文化圏にお
いて意識され、各種の説話や史書に取り込まれてい
たことが浮き彫りとなる。

さらに、『日本書紀』において、「瘡」を発心の契
機と位置付けているのが続く用明紀である。用明天
皇二年（五八六）条では、天皇の重病による臨終の
様子を次のように記している。

  天皇の瘡 転
いよいよ

盛
さかん

なり。終
う

せたまひなむとする
時に、鞍部多須奈〈司馬達等が子なり〉進みて
奏して曰さく、「臣、天皇の奉

おほみため

為に、出家して
修
お こ な

道はむ。又丈六の仏像及び寺を造り奉らむ」
とまうす。天皇、為に悲び慟

まど

ひたまふ。今南淵の
坂田寺の木の丈六の仏像・挟持の菩薩、是なり。

引用箇所の前段で、天皇は群臣に廃仏か崇仏かを諮
問しており、これを機に廃仏派の物部守屋と崇仏派
の蘇我馬子の対立が顕在化する有名な記事である。
さらにこの記事では、天皇の瘡が重篤となるに際し
て、渡来系仏師として知られる鞍部多須奈（生没年
不詳）が出家し、丈六仏を造像し寺を建立したとの
発心譚及び寺院創建譚にも展開している。

このような、瘡を伴う病が発心の契機となったと
の話型は、中世寺社縁起においても頻出する。一例
として、平安時代末期（十二世紀末）に制作された

「粉河寺縁起絵巻」を見ておこう （19）。この絵巻の第

二話（第三～五段）の主題は、河内国讃良郡に住む
長者の娘の病と、千手観音の霊験による病平癒、そ
してそれをきっかけとした一家の発心出家である。
第三段の詞書には、娘の病について「身のうちうみ
柿のごとくはれて、汁流れ出でて臭さ限りなかりけ
れば」と記され、画面では、病床にある娘の身体が
腫れあがり、随所で皮膚が破れ疵口からは赤い膿や
血が流れ出る様子が描かれている（図８）。顔は苦痛
に歪み、胸や手足がはだけ、髪も乱れる壮絶な姿で
ある。看病する侍女たちも、袖で鼻を押さえ顔をそ
むけており、このような描写を通じて、娘の周囲に
充満する堪えがたい悪臭が可視化されている。娘の
症状に癩のイメージが重ねられていることは既に多
くの論者によって指摘されているが、全身の瘡と悪
臭という症状は、確かにこれまで見てきた業病観に
直結するものである。また、この娘が一身に負わね
ばならなかった業因について、詞書には何も記され
ていないものの、画面内容に基づく分析を加えるこ
とで、それが蓄財の咎に他ならないことが浮き彫り
となる。

第二話の冒頭、第三・四段にまたがって長者の一
家の繁栄ぶりが様々な財物によって表されている。
各々の段には詞書もあるが、長者の豊かさに関する
具体的記述はなく、種々の財物という要素は画面の
みに見られる。

第三段の画面では、長者の館の門前から庭にかけ
て、なめした皮の束、鳥籠、魚・果実・壺（酒瓶か）
を載せた箱、山海の珍味を入れた長櫃、枝に刺した
雉、その他数々の品物が運び込まれている（図９）。

図８　�粉河寺蔵「粉河寺縁起絵巻」（平安時代末期、12
世紀末）第三段部分
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庭には厩と、大量の米俵を運び込む網代垣で囲われ
た空間もある。また館の縁では、長者に仕える家司
と思しき男が、届けられた品々の目録に目を通してい
る。さらに、第四段では詞書に「七珍万宝」とある財
物を童行者に差し出す場面で、蔵の扉が開かれ、砂
金や巻絹、壺、長櫃などが運び出されている（図10）。

両段に描かれた財物の数々は、第一義的には長者
の経済的豊かさを表しており、当然そこに描かれる
べきモチーフである。しかしながら、単純な状況説
明とするには画面全体に占める割合が極めて大きい。
このことに関連して、平安時代から鎌倉時代にかけ
て制作された絵画において、集積する富の図像がし
ばしば否定的な意味を帯びて描かれていることに注
意を向けたい （20）。「伴大納言絵巻」（出光美術館蔵）
や中世六道絵、また「二河白道図」にそのような図
像の例を見ることができる。特に「二河白道図」（香
雪美術館蔵）に描かれた、愛欲の象徴である水の河

の中には、男女と子供、そして彼らを取り巻く巻絹、
大きなつづら、米俵、刀、砂金などの財宝が描かれ
ている。ここに描かれたモチーフは、「粉河寺縁起絵
巻」第三・四段に描かれた品々とも良く似た内容で
構成されている（図11）。
「二河白道図」の直接の典拠である『観無量寿仏経

疏』には、火の河と水の河の具体的様相までは記述
されていない。その一方で、怒りを人と人との争い
で、愛欲を家族や財物に対する執着として具体的に
説いた経典として『仏説無量寿経』があることを、
既に加須屋誠が明らかにしており （21）、同経の以下の
経文が図像解釈の手掛かりとなる。

  愛欲に癡
ち

惑
わく

せられて道徳に達せず、瞋
しん

怒
ぬ

に迷
めい

没
もつ

して財色を貪
とん

狼
ろう

す。これによりて道をえず。
まさに悪趣の苦しみに更

かえ

りて生死流転の窮まり
やむことなかるべし。哀れなるかな、甚だ傷む
べし。ある時は、室

しつ

家
け

の父子、兄弟、夫婦、一

図10　�粉河寺蔵「粉河寺縁起絵巻」（平安時代末期、
12世紀末）第四段部分

図11　�香雪美術館蔵「二河白道図」（鎌倉時代、13世紀）部分

図９　粉河寺蔵「粉河寺縁起絵巻」（平安時代末期、12世紀末）第三段部分
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は死し一は生きて、たがいにあい哀
あい

愍
みん

し、恩愛
思慕して、憂

う

念
ねん

もて結
けつ

縛
ばく

し、心意痛
つうじゃく

著してたが
いにあい顧

こ

恋
れん

す。［大正蔵十二、二七五ａ］
このような経説を前提にすれば、「粉河寺縁起絵巻」
における長者の娘の病を、一家の過剰な蓄財が業因
となって生じたものと見なすことはごく自然な解釈
となろう。そして続く第五段では、病から救ってく
れた白衣の行者を慕って粉河まで赴いた一家が、財
物への執着を断ち切り千手観音の前で揃って出家を
遂げるのである。画面には、観音像の前で髪をおろ
す娘を中心に、父母をはじめとする家族が一斉に剃
髪する姿が描かれている。瘡を得た娘の身体を業因
の表徴として、さらにはそれを契機に発心に導かれ
る人々の物語としてこの場面を理解すれば、そこに
は先に見た阿闍世王説話や用明天皇伝と近しい話型
が浮かび上がってくる。癩のイメージとも深く結び
つく瘡は、日本中世の仏教説話画において、発心へ
の入り口として不可欠な図像であった。

このような作例を踏まえて、改めて「一遍聖絵」
に描かれた癩者図像の意味について考えてみたい。
経説における罪業のしるしとしての瘡が実態を伴っ
て意識されるとき、そこに現実の癩者の姿が立ち現
れる。皮膚に斑紋を生じ、時に患部が化膿して膿汁
を伴う癩の症状は、中世社会においては業病として
の瘡と結びつくものであった。ただし、『日本書紀』
用明紀、またここで取り上げた「粉河寺縁起絵巻」
においては、瘡が発心の契機ともなっていた。ここ
から、「一遍聖絵」に繰り返し描かれる癩者が、病を
得た自分自身のみならず、これに関わる人々を発心
への導く、まさに善知識として意識されていた可能
性が浮上するのである。

四　善知識としての病

最後に、中世日本において、癩など業病と意識さ
れる病や障害に対する施療や救済が、単なる施しを
越えた宗教的意義を有していた可能性を検討してお
く。本稿冒頭で触れた『拾遺往生伝』永観伝には、
永観が自身の病に対する深い洞察を有していただけ
でなく、他者の病救済にも尽力したことが記されて
いる。

  およそ慈悲、心に薫じて、もし来り乞ふ者あ
れば、衣鉢といへども惜まず、もし病める人と
見れば、必ず救療を施せり。承徳元年、丈六の
弥陀仏の像を造顕して、薬王寺に安置せり。こ
れ祇園精舎の無常院の風に擬

なずら

ふるなり。またそ
の処に温

うん

室
しつ

を設けたり。
永観は、乞食があれば衣鉢を授け、病人があれば施
療したと言う。また、京都・東山の薬王寺に丈六の
阿弥陀像を造立し、同所に病人用の温室（浴室）を
設けた。文中にある「無常院」とは、祇園精舎西北
の一隅にあったという、病者や臨終の者が最後の時
間を過ごす場所を指す。源信の『往生要集』大文第
六「別時念仏」のうち臨終行儀の項にも言及されて
いる。同書には、祇園精舎の無常院堂内には金色の
阿弥陀立像が面を西方に向けて安置され、像の左手
には五色の幡を繋ぎ、病者も自らの左手にこの幡の
一端を執って念仏しながら最後の時を迎えるという
臨終の作法が記されている。上述の永観伝からは、
薬王寺もこのような看取りの施設であったことがう
かがわれ、また施療のための温室が併置されていた
ものと推定される。そして、ここに登場する温室こ
そが、中世仏教説話画において人々に発心を促す舞
台として重要な機能を有していた。

嘉暦元～三年（一三二六～二八）の年記を伴う富
山・本法寺蔵「法華経曼荼羅図」は、全二十二幅で
構成され、各幅に法華経各品に由来する説話画を一
品から二品ずつ描き、二十八品全ての内容を備える。

『法華経』に基づく広範な場面が描かれていることに
加え、経文に典拠を求めることのできないモチーフ
も散見される。そのうちの一つが、第五幅「薬草喩
品第五」に描かれる「常行慈悲」との短冊墨書を伴
う場面である（図12）。
「常行慈悲」とは、薬草喩品において釈迦が説いた

偈の中に含まれる句で「常行慈悲、自知作仏、決定
無疑、是名小樹（常に慈悲を行じ、自ら仏と作

な

るこ
と、決

けつじょう

定して疑い無しと知るものは、これを小樹と
名づく）」の一部である。慈悲の行いによって成仏す
ることを説く内容であるが、具体的にいかなる慈悲
行を言うのか『法華経』に詳しい説明はない。とこ
ろが、本法寺本では、筵を身に巻いた乞食に食を施
し、折れ曲がった足から膿血を流す男を背負い、湯
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を沸かして垢をこする僧侶たちの姿として描かれて
いる。

本法寺本の総合的研究を行った原口志津子は、こ
の図像の意味についても詳細な検討を加えており、
僧に背負われ皮膚の方々から血を流す男が癩者であ
る可能性を指摘する （22）。さらに、本作の年記とも重
なる嘉暦三年（一三二八）十月五日の東大寺では、
近隣にあった非人温室を厭い、般若寺以北に移転さ
せる決議が行われている （23） ことを踏まえ、東大寺を
はじめとする官立寺院においては、病者や癩者に対
する湯施行などは考えられない時代背景であったこ
とに論及する。その上で、本作制作の場が、癩者救
済や湯施行を実際に担っていた集団に極めて近い立
場にあることを示唆し、この図像に最も近い施行を
行った集団として、忍性（一二一七～一三〇三）を
はじめとする西大寺流律僧に着眼している。本法寺
本に描かれている温室周辺のモチーフも、癩者に対
する施療場面と理解でき、忍性の活動拠点の一つが、
先に非人温室の移転先とされた般若寺であったこと
とも符合する。

また、中世律宗における社会救済事業を広く検討
する松尾剛次は、忍性による非人救済活動が文殊信
仰に基づくものであったことを指摘する （24）。『文殊
師利般涅槃経』には、文殊が「貧窮孤独苦悩衆生 （25）」
の姿で現れ、福業を行おうとする人物の慈心を試み
ると説かれている。つまり、乞食や非人を文殊の化
身と見なし、これらへ深心の施療を行った者には文

殊そのものにまみえる契機が開かれるのである （26）。
本法寺本に描かれた「常行慈悲」すなわち常に慈悲
を行じ成仏が決定されている者の図像として、乞食
への施しと癩者救済の場面が選択された背景にも、

『文殊師利般涅槃経』の経説が影響している可能性が
考えられる。

乞食や癩者への救済が深心からの慈悲行と位置付
けられ、さらには彼らを文殊菩薩の化身と捉える視
角において、救済の手を差し伸べる側と救済される
側の立場は等価であり、時に逆転する。ここに、病
や障害が善知識と捉えられ「正の価値」を帯びる契
機が生じるのである。

おわりに

本稿で見てきたように、中世仏教説話画に描かれ
た病と障害のモチーフは、発心の機縁を表す図像と
して機能していた。またその背景には、永観や忍性
ら十二～十三世紀という古代から中世への転換期に
おいて、病や障害と向き合った僧侶たちの実践があっ
た。著述を一切残さず思考の跡を辿ることが困難な
一遍も、「一遍聖絵」における癩者の図像を通じて、
彼らと近しい思想の実践者であった可能性、少なく
とも本作成立時点において聖戒はじめとする絵巻の
制作者が重視した祖師の事跡の一端がその点にあっ
た可能性が浮かび上がってくる。彼らにとって「病
は真の善知識」であり、病者にまみえ、病や障害と
深くかかわることは発心、そして成仏への確かな道
のりであったはずである （27）。一見すると究極の利他
行に見える病者救済の背後には、病者と宗教的実践
者との間の互恵的な関係が存在していたのではない
だろうか。中世前半に制作された仏教説話画には、
現代とは異なる形で構築されていた病や障害との共
生の思想が痕跡をとどめているのである。

注

（ 1 ）  池見澄隆「日本人の病気観と仏教―古代から近代
までの一系譜」（同『増補改訂版　中世の精神世界　
死と救済』、人文書院、一九九七年）。

（ 2 ） 『日本思想大系（七）往生伝・法華験記』（岩波書店、
一九七四年）。

図12　�本法寺蔵「法華経曼荼羅図」（鎌倉時代、嘉暦元
～３年〈1326～28〉銘）第五幅部分

障害史研究　第２号

－10－



（ 3 ）  初期仏教において、出家者としての行動規範（禁則
事項と、行動や行事の規程）を集大成した『律蔵』

（四分律、五分律、根本一切有部律など）には、癩・
癰・白癩（あるいは疽）・乾瘠・癲狂の五種の病を得
た者は出家受戒できないと説かれている（『四分律』
巻第五十九［大正蔵二二、一〇〇三ｂ］など）。

（ 4 ）  引用は、坂本幸男・岩本裕訳注『法華経』（岩波文
庫、一九六七年）に依拠した訓読を掲げ、末尾に『大
正新脩大蔵経』巻・頁・段を記す。

（ 5 ）  横井清「中世民衆史における「癩者」と「不具」の
問題」（『中世民衆の生活文化』、東京大学出版会、一
九七五年）、藤原良章「中世前期の病者と救済」（『列
島の文化史』三、一九八六年）、加須屋誠『生老病死
の図像学　仏教説話画を読む』（筑摩書房、二〇一二
年）参照。

（ 6 ）  ただし、仏教医学における病の捉え方は因果応報観
に依るだけでなく、例えば『摩訶止観』においては
心身の不調の原因を①四大（地・水・火・風）不順、
②飮食不節、③坐禅不調、④鬼神、⑤魔、⑥業と説
き［大正蔵四六、一〇六ｃ］、現代医学にも通じる内
容を含む総合的な病因観が示されている。新村拓『日
本医療社会史の研究―古代中世の民衆生活と医療』

（法政大学出版局、一九八五年、）同『死と病と看護
の社会史』（法政大学出版局、一九八九年）、同『日本
仏教の医療史』（法政大学出版局、二〇一三年）参照。

（ 7 ）  本稿では仏典や中世絵画の分析を行う観点から、経
文中に用いられている「癩」の語を用いる。なお、
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』において「白癩」と記さ
れる箇所が、梵語においては単に「斑点ある、斑点
が生じる」を意味する kāyaścitro と表されているこ
とが、奥田正叡「仏教とハンセン病―「得白癩病」
の漢訳をめぐって―」（『現代宗教研究』三六、二
〇〇二年）、同「仏教とハンセン病―『妙法蓮華
経』における「癩」字をめぐる一考察」（『日本仏教
社会福祉学会年報』三六、二〇〇五年）において指
摘されている。つまり梵語の原典における該当箇所
は、特定の病名を指すものではなく、引用箇所の後
半に「牙・歯は疎

す

き欠け、醜き唇、平
ひら

める鼻……」
とあるのと同様、「身体に生じる斑点」という症状そ
のものが端的に記されているに過ぎない。漢訳に際
してこれに「白癩」という訳語があてられ、具体的
な病との結びつきが生じたことによって、癩と因果
応報観との結びつきが形成されたものと思われる。
なお、中世日本において「癩者」と見なされた人々
の中には、現代医学で言うハンセン病だけではなく、
疥癬重篤な皮膚病の場合が含まれていたことも既に
広く指摘されているところである。黒田日出男「中
世民衆の皮膚感覚と恐怖」（同『境界の中世 象徴の
中世』、東京大学出版会、一九八六年）参照。

（ 8 ） 『大正蔵』二五、四七九ａ。
（ 9 ）  また、中世日本で作成された起請文において、「現世

受白癩黒癩身、後生堕無間地獄底」（鎌倉遺文六二一
「播磨浄土寺文書」重源起請文）などの表現で、神仏
への誓いを違えた場合に現世で蒙る最も重い仏罰と
して癩の文言が頻出することが既に広く指摘されて
いる。横井清前掲注５論文、黒田日出男前掲注７論
文参照。

（10）  なお、第六段第一段は個人蔵、第七巻（詞・絵とも
に全四段）は東京国立博物館保管。平成七年度（一
九九五）～十二年度（二〇〇〇）にかけて全巻の修
理が実施され、錯簡の修正も行われた。本稿で示す
段数は修理後のものである。神奈川県立歴史博物館編

『国宝 一遍聖絵』（遊行寺宝物館、二〇一五年）参照。
（11）  この姿を癩者に比定する根拠としては、例えば『源

平盛衰記』巻四十四の「平家虜都入り附癩人法師口
説言並戒賢論師事」において、壇ノ浦での敗戦の後、
捕虜となった平宗盛らが京にてさらし者となってい
る様子を見物する人々の中に「鳥羽の里の北、造道
の南の末に溝を隔て、白き帯にて頭をからげ、柿の
きものに、中ゆいて、杤

かせ

杖
つえ

など突いて、十餘人別に
並居たり乞者の癩人法師共也」との記述がある。柿
渋で染めた褐色の着物と白帯の頭巾が癩者の表徴とさ
れていたようである。黒田日出男前掲注７論文参照。

（12）  黒田日出男は、癩者を含む非人が描かれている場所
によって、Ａ「寺社の門前にいる非人」、Ｂ「市庭に
いる非人」、Ｃ「一遍聖ら時衆の後についてくる非
人」と分類し、Ａは踊り念仏・施行・説法など、一
遍聖と時衆らの行為とそれによって現出した光景を
表現するために、Ｂは寺社や市庭に住み着いた非人
を描き、各場所をそれらしく表現するために、Ｃは
一遍聖と時衆に付き従って旅するものとして、各々
異なる意味を帯びていることを指摘している。黒田
日出男「一遍聖に従う「非人」たち」、『朝日百科日
本の歴史別冊　歴史をよみなおす（一〇）中世を旅
する人 『々一遍聖絵』とともに』、朝日新聞社、一九
九三年）。本稿では、特に黒田によってＣと分類され
た、時衆に付き従う癩者の姿に着目する。なお、砂
川博「『一遍聖絵』の論点」（『中世遊行聖の図像学』、
岩田書院、一九九九年）及び同「一遍聖絵の論点

（続）」（『一遍聖絵研究』、岩田書院、二〇〇三年）に
おいて、癩者を含む非人図像、また癩者入水図像に
関する先行研究が概観されている。また、国立ハン
セン病資料館において二〇一三年に開催された「一
遍聖絵・極楽寺絵図にみるハンセン病患者―中世
前期の患者への眼差しと処遇―」展では、「一遍聖
絵」において癩者・乞食・非人が描かれる十一場面
を原寸大複製とパネル展示で集成している。同展図
録及び黒尾和久「2013年度春季企画展「一遍聖絵・
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極楽寺絵図にみるハンセン病患者」」（『国立ハンセン
病資料館 研究紀要』五、二〇一五年）参照。

（13） 「一遍聖絵」に描かれた癩者の図像に救済以上の宗教
的意義を読み込むものとして、網野善彦「摺衣と婆
娑羅」（同『異形の王権』、平凡社、一九八六年）で
は、「一遍に従って姿を見せる乞食や覆面姿の非人を
単なる「供養のお余りをあてにした乞食集団」と断
ずることはできないだろう」と指摘している。また
黒田日出男も、癩者を含む非人図像が「一遍聖と時
衆一行の念仏勧進・踊り念仏・遊行と供養の描写に
不可欠な要素として」描かれたとし、さらに癩者の
入水往生場面が描かれている点に「一遍聖と随従し
た「非人」たちの間の信仰的関係が、象徴的に示さ
れている」と指摘する（黒田前掲注12論文）。

（14） 『大般涅槃経』には北涼の曇無讖が訳出した「北本」
［大正蔵 No. 三七四）と、これに基づき劉宋の慧厳ら
が修正した「南本」［大正蔵 No. 三七五）の二種があ
り、本稿では後者を用いた。両者には品数や巻数と
いった構成上の違いがあるものの、本章で問題とす
る「梵行品」の内容そのものには大きな異同はない。

（15）  引用は、塚本啓祥・磯田煕文校註『大般涅槃経（南
本）Ⅱ』（『新国訳大蔵経涅槃部』二、大蔵出版、二
〇〇八年）に依拠した訓読を掲げ、末尾に『大正新
脩大蔵経』巻・頁・段を記す。

（16）  以下引用は坂本太郎他校注『日本書紀（四）』（岩波
文庫、一九九五年）に基づく。

（17）  吉田一彦「『日本書紀』仏教伝来記事と末法思想」（同
『仏教伝来の研究』、吉川弘文館、二〇一二年）。

（18）  北條勝貴「祟・病・仏神―『日本書紀』崇仏論争
と『法苑珠林』―」（あたらしい古代史の会編『王
権と信仰の古代史』、吉川弘文館、二〇〇五年）。

（19）  山本聡美「「粉河寺縁起絵巻」救済の図像」（同『中
世仏教絵画の図像誌　経説絵巻・六道絵・九相図』、
吉川弘文館、二〇二〇年）参照。

（20）  池田忍「霊験の証としての富み栄える邸宅の表象―

「石山寺縁起絵巻」第五巻第一段の読解と端緒とし
て」（上村清雄編『千葉大学大学院人文科学研究科研
究プロジェクト報告書第二五九集　空間と表象』、二
〇一三年）参照。

（21）  加須屋誠「二河白道図試論―その教理的背景と図
像構成の問題―」（『美術史』一二七、一九九〇年、
同『仏教説話画の構造と機能』、中央公論美術出版、
二〇〇三年所収）。

（22）  原口志津子『富山・本法寺蔵 法華経曼荼羅図の研究』
（法蔵館、二〇一六年）第三章第一節「病者・非人救
済等の図像」。

（23） 『鎌倉遺文』三〇四一一。
（24）  松尾剛次『救済の思想― 叡尊教団と鎌倉新仏教

―』（角川書店、一九九六年）、同『忍性 慈悲ニ過

ギタ』（ミネルヴァ書房、二〇〇四年）、同『中世律
宗と死の文化』（吉川弘文館、二〇一〇年）、同「忍
性によるハンセン病患者の救済　鎌倉版マザー・テ
レサ」（『忍性―救済に捧げた生涯―』、奈良国立
博物館、二〇一六年）。

（25）  大正蔵一四、四八一ａ。
（26）  同様の話型は、光明皇后による湯施行伝説にも認め

られる。『建久巡礼記』『宝物集』『元亨釈書』等に、
光明皇后が温室にてカタイ（傍居／乞丐、乞食や癩
者を指す）の垢をすったところ、これが阿閦如来の
化身であったとする。この場面は「東大寺縁起絵」

（東大寺蔵、十四世紀）や「東大寺大仏縁起絵巻」（東
大寺、天文五年〈一五三六〉）において絵画化されて
もおり、そのうち前者においてはカタイが文殊の化
身とされている点に、『文殊師利般涅槃経』との接点
も伺われる。阿部泰郎『湯屋の皇后 中世の性と聖な
るもの』（名古屋大学出版会、一九九八年）、太田有
希子「光明皇后説話の位相―『建久巡礼記』と湯
施行譚―」（『巡礼記研究』六、二〇〇九年）参照。

（27） 「一遍聖絵」巻十二第三段に描かれた癩者の入水往生
場面について、新村拓「時衆・遊行聖における病」

（同『日本仏教の医療史』、法政大学出版局、二〇一
三年）においても、嘉暦三年（一三二八）成立の『一
向上人伝』巻四に、「切に浄土を欣ひ、穢土を厭ふ人
は病を善知識と喜」ぶとあることを参照して、病を
信仰の導き手と見なす思想とのかかわりに論及して
いる。病に善知識としての正の意味を見出す思想が、
広く中世日本の宗教活動に共有されていたことを前
提に、「一遍聖絵」の癩者図像は読み解かれるべきで
あろう。

画像提供・図版出典一覧

図１  静嘉堂文庫提供、なお全図については、山本聡美「研
究資料「妙法蓮華経変相図」（静嘉堂文庫蔵）にみる
南宋時代寧波の信仰と社会」（『美術研究』四三〇、
二〇二〇年）に掲載。

図２  山本聡美・加須屋誠編『病草紙』（中央公論美術出
版、二〇一七年）より転載。

図３  山本聡美・加須屋誠編『病草紙』（中央公論美術出
版、二〇一七年）より転載。

図４  山本聡美・加須屋誠編『病草紙』（中央公論美術出
版、二〇一七年）より転載。

図５  静嘉堂文庫提供、なお全図については、山本聡美「研
究資料「妙法蓮華経変相図」（静嘉堂文庫蔵）にみる
南宋時代寧波の信仰と社会」（『美術研究』四三〇、
二〇二〇年）に掲載。

図６  小松茂美編『日本の絵巻（20）一遍上人絵伝』（中央
公論社、一九八八年）より転載。
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図７  小松茂美編『日本の絵巻（20）一遍上人絵伝』（中央
公論社、一九八八年）より転載。

図８  和歌山県立博物館編『国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴
史』（和歌山県立博物館、二〇二〇年）より転載。

図９  和歌山県立博物館編『国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴
史』（和歌山県立博物館、二〇二〇年）より転載。

図10  和歌山県立博物館編『国宝粉河寺縁起と粉河寺の歴

史』（和歌山県立博物館、二〇二〇年）より転載。
図11  中之島香雪美術館編『「珠玉の村山コレクション」～

愛し、守り、伝えた～』（中之島香雪美術館、二〇一
八年）より転載。

図12  原口志津子『富山・本法寺蔵 法華経曼荼羅図の研究』
（法蔵館、二〇一六年）より転載。
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