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︱ 似儒 弔 と 大 軍 人 ︱

﹃
養老 縁起 ﹄

一
養老 の滝 に関す る奈良絵本 は︑ これま でのと ころ穂久適文庫
蔵 ﹃
養老 の縁起﹄が唯 一の存在とし て知られ ているにすぎな い
︵﹃
未刊御伽草 子集と研究 ︵
三︶﹄所収︑未 刊国文資料︶︒た
だ︑ これ は天皇 の行幸 にいた る内容が中心をなし ており︑ ﹁
古
今著聞集 ﹄など で の孝 子が養老 の滝を発見す る説話とは重なら
な いため︑前半を欠 いた伝本と位置づけらる︒と ころが この前
半部 に相当す る ﹃
養老 の縁起絵巻﹄が近年出 現し︑大阪青山短
期大学 の所蔵す ると ころと なり︑詳細 に調査す る機会 が与えら
れた︒穂久通文庫本と の関連や成立等 に ついては別 に考察した

伊 井

春

樹

よ ると数本 見 いだす にすぎな いが︑そ の内 の 一本はす でに ﹃
説

話資料集第 四冊﹄ ︵
碧沖洞叢書 ︶ に収載され る① ﹃
養老寺来由

縁起略﹄ で︑ これ以外 に今 のと ころ私 の披見した のは②東京大

学附属図書館蔵 ﹃
養老縁起﹄と③岐阜県立図書館蔵 ﹃
養老滝縁

起 ﹄ の二本 であ る︒ これら の諸本は︑内容 や表 現 の違 いから①
と②③と の二 つに分類 でき︑後者はとりわけ青山短大本と同文

関係 にあ る ことは︑前掲 の拙論 に述 べたと ころ であ る︒本稿 で
は︑東京大学図書館本を底本通り に翻字し︑岐阜県立 図書館本
で校合した︒ いずれも 四半本 で料紙は緒紙袋 綴本︑江戸後期 の

書 写 であ る︒
東京大学本 は︑後補表紙 に ﹁
養老縁起 全 ﹂と左肩 に題篠︑
＾
元表紙 には中央 に ﹁養老縁譲﹂と打ち付け書きす る︒墨付き第

えた後 に ﹁養老五暦∫七月朔 日﹂とし︑続 いて ﹁
抑 雖為霊地 云

一丁表 に ﹁南葵文庫 ﹂ の朱印︑本文は 一面七行書き︑ ﹁抑養老
の滝と申事 は﹂から語り始められ︑ ﹁働養老之縁起如件 ﹂と終

では青山短大本と密接な関連を持 つ ﹃
養老縁起﹄ の本文を提供
し︑そ の意義を解 題とし て付す こと にす る︒

々﹂とそ の後 の養老寺 の再建 にいたる いきさ つを記す︒ これま

のでそれ に譲るとし て ︵﹁ ﹃
養老 の縁起絵巻 ﹄ の成立 ﹂ ﹃
古筆
学 の成果﹄古筆学叢林第五巻所収︑ 一九九 四年刊予定 ︶︑ ここ

︿
養老縁起﹀ に類す る書名を持 つ資料は︑ ﹁
国書総目録﹂ に
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でを前段と称し︑ 以下を後段と呼ぶ こと にす るが︑岐阜県立図

玄圃霊三など の禅僧 や天台 の僧等︑それ に山科言経が楽道 ︒有

らしむ﹂とし︑下命者を秀吉とす るが︑ これは秀次が 正し い︒

おれなか ったと いう︒徳永式部卿法 印寿昌は︑ ﹁
不思議﹂な夢

いやられたため作業 は断絶したも のの︑言経など の努力 によ っ

職故実︑歌道 の方面とし ては紹巴などが召され ての大事業 であ
った ︵﹃日本古典文学大辞典﹄︶︒同年七月 に秀次は自殺 に追

こ の折 の注釈が ﹃謡抄﹄十冊 で︑文禄 四年 ︵一五九 五︶二月 に

書館本 は この部分を持たず ︑前段だけを収め る伝本 であ る︒後
段を概略示すと︑養老寺 は霊地 ではあ るも のの︑たび重な る兵

を見 ていながら︑養老縁起 の源丞妻 のよう に︑夢 の意義を深く

養
て慶長五年頃 にまと められ て完成したと いう︒ そ のうち の ﹃

乱 でほとんど廃絶 しかけ てしま い︑誰もそ の状態を嘆かず には

考えることなく いたずら に 日を過ごし ていた︒と ころがあ る折︑

あ る︒

料 編﹄ には養老部 に慶長十 四年 二月八 日︑同十 五年五月七 日他

岐阜県史 史
国高須 の城主 三品徳永法印寿 昌﹂と紹介され︑ ﹃

再建 の経緯を記し︑養老寺 の存在を主張しようとした書と いえ
慶長 の頃︑当
るであ ろう︒ ﹃
養老寺来由縁起略﹄ によると︑ ﹁

十 四日の日付と自署をす る︒ いわよる後段 の跛文 は寿 昌自らが

このほか︑寿 昌は不動堂を建 て︑菊水と称す る滝水を流れ巡
らし︑万人 の長寿 のはかりごととしたとし て︑慶長十 二年七月

老﹄ の注釈本を︑寿 昌が再建 した養老寺 に奉納 したと いう ので

寿 昌はこの旧跡を訪れ て眺 めると︑山 の姿や滝︑木立︑庭石な
どす べて夢と異な らな いことを知り︑天下国家 の平穏と武運長
久 のため に養老寺 の再建を発意す る にいた った のであ る︒ この
あたり の本文はかなり乱れ ている のと︑事実 関係 に誤りがあ る
よう で︑慶長十 二年 ︵一六〇七︶林鐘 ︵
六月 ︶中旬 に ﹁思立﹂
ったとす るが︑前後 の文脈からすれば再建 の開始は これ以前 で
﹃
養老寺来由縁起略﹄ の ﹁一ツ ハ天下長久 の為︑ 一ツ ハ万民安

なければ ならなく︑表現は異なりながらも ほぼ同内容を持 つ
全 の為と︑丹志を運び︑慶長十 二年√ の秋︑殿堂坊舎再建 の造

の寿昌 の書状が収められる︒

東大本 は この後 に延宝九年 ︵一六八 一︶四月 二十 一日とす る
も のの︑本書はそ の転写本 であ る︒さら に特色 とし ては︑す べ

営悉く成就せり﹂とす る のが 正確 であ ろう︒
天正 の頃︑豊臣秀次が五山 の名僧 ︑八宗 の知者︑歌道 では紹
巴も加え て謡曲百番 の注を作らせ︑ そ の成果とし ての褒美な の

てを終えた後 に ﹁
抑此養老 の滝と申事 云 々﹂と︑ふたたび縁起

く ﹁
養老五暦∫七月朔 日﹂とす るが︑ この後半 の重複部 分が後
段を持たな い岐阜県立図書館本と 一致す る こと にな る︒

が同筆 によ って初めから書写され ていること で︑巻末 には同じ

であ ろう︑金銀数千両が下賜されたと いう︒ そ の内 の ﹁
養老之
謡注﹂を寿昌が申 し請け︑再建した養老寺 に寄進した のであ る︒
なお︑ ﹃
養老寺来 由縁起略 ﹄ では︑ ﹁又天正年中関白秀吉公︑
諸家 の知識 及び紹 巴法橋なんど に仰 られ て︑謡百番 の注釈を作
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二

ころ︑寿 昌 によ って慶長十 二年 に再建された こと︑謡本 の注釈

美濃国 の生津 の地か ら鯰 に乗 って出現し︑ この地 に飛び移 って
滝を守護し ているた め︑滝を参詣す る人 は鯰を 口にし てはなら
なく︑制禁 に背く者 は いちじ るし い厳 罰 に処せ られ る︑と い っ

書 のうち ﹁養老﹂ 一冊が奉納された ことなどを 記す︒東大本 に
存在しな い記述とし ては︑造営 の成就した後︑寺前 に松を植え
た のだが︑ これが現存す る松永松 であ るとし︑本尊 の不動尊 は

本︑内容 はす でに述 べたよう に東大本 の前段と共通し ており︑
本文を終 えた後裏表紙 に ﹁養老五暦∫七月朔 日﹂とす る︒東大

たと ころであ る︒も っとも後者 の鯰 の伝説 は︑東大本 では前段
の中 に組 み込まれ る︒

岐阜
県
立
図
書
館
本
に
いても触れ ておくと︑表紙 には中央と
つ
左肩 に打ち付け書 き で ﹁
養老滝縁起 ﹂とし︑見返し には天保十
五年 に書 写した旨 の書き つけを見 いだす︒ 一面七行書き の袋綴

本と比 べると誤写もあ るよう で︑翻字 では校合とし て用いた︒
岐阜県本 では︑す でに指摘したよう に寿 昌 の付記した後段 の

け ることが できる︒

第 二段 養老 の水を若水とし て用 いた こと︒

帰国した夫と二人若返 って暮 らす︒

源丞内は妻と老 母を置 いて所 の役 のため上京︑留守 の間
妻女 は孝養を 尽くし︑やが て夢想 によ って滝と泉を発見し︑

第 一段 養老 の滝 と泉 の発見 ︑親子二人 の長寿︒

養老縁起 の中心を なす前段 は︑内容から次 のよう に四段 に分

跛文を持 たな いが︑別種とした縁起 の ﹁
養老寺来由縁起略﹂ に
は︑表現が異なるとは いえ ほぼ同内容が追記され る︒ただ︑ こ
こでは孝 行諄 によ る養老 の滝発見から寿昌 の再建 にいたるま で
が連続し て記され︑
一度此寺 に詣︑信心 の掌を合せ︑或 ハ滝 に洗俗し︑或 ハ菊
水を服す るも の ハ︑現世 ハ正に其願を成満し︑当来 ハ安養
浄土 に到らん事疑有 べからず︒不動観音 二尊 の霊験古今相
伝 へて甚多し︒世 に知 る所 にし て︑悉く しるす に暇あらず ︒

養老 の滝水は雄略天皇 の叡聞す ると ころとなり︑勅使を
下し て調 べさせ︑帰京後 の報告 により菊水と名 づけ︑年 々
の若水とす ること になる︒

で正直者 であ った︒あ る夜 の夢 に自山権現 の化した老翁が

是を省略す︒猶 又別紙 に委悉せり︒働 て当寺 の略縁起 の旨
趣件 の如し︒ ︵
私 に句読点︑濁点を付した︶
と︑全体が養老寺 の縁起とし ての性格を持たせた叙述とす る︒
東大本と比較す るため後段とした部 分を見ると︑す でに考察し
たよう に内容とし てはほぼ重なりを示し︑養老寺がす でに九百

現れ︑大木 の上 に鳥 の巣があり︑ そ の中 の宝を与え ると告

源丞内 の子孫 の代となり︑ これまた世 に聞 こえた親孝 行

第二段 自山権現 の垂跡と養老 の年号

年 の星霜を経︑さら に兵乱 のため寺院坊舎も絶えかけ ていたと
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夢 にふたたび権現 の老 翁が養老 に垂跡す る意向を述 べる︒

ため︑ 子孫 の男は後を追 って白山ま でたど ると︑ そ こでの

飛び来た って巣 に止 った後︑今度 は北を指し て飛び去 った

月と記すよう に︑皇室及び人 々の尊崇 はますます盛ん であ ると
古今著聞集 ﹄など にな ると︑元 正天皇
いう のであ る︒ これが ﹃

皇 時代とし︑養老元年 に養老寺が整備され︑巻末 に養老 五年七

略天皇時代︑第 二段と 四段は それから数 百年後 の子孫 の元正天

よ っている のであ ろう︒
四段落 に分けた内容 のうち︑ 一段と 二段は源 丞内 の生きた雄

げ︑翌 日確かめ ると鷲 の巣 には十 二個 の卵があ った︒鷲が

もと の地 に一
民 って卵を 見ると金銀 の宝珠と変し︑取れども
尽き ることなく︑ 一宇を建立し て帝 に奏 聞す る︒元正天皇

めた説話 へ統合され るにいた る︒

聞召︑誠目出度様なりと て︑任先例勅使を御立有而︑寺 を養老
縁起略 ﹄ での
寺︑則年号をも改 て養老元年と申也﹂とあ る︒ ﹃
この部分は︑

子孫 の男は ﹁一宇 の寺を建立 ﹂し帝 へ奏聞す るが︑ ﹁元 正天皇

を 取︑列日剤引ｄ樹目劇ｄ ﹂と︑新しく傍線部 分が加えられる︒

夜明
縁起略﹄ では ﹁
覧と思 ひ取 て帰けり﹂とす る のに対し︑ ﹃
て彼木 に登りみるに︑果し て鷲 のあり︒中 に十 二の卵有︒則是

夜明
また少しず つ微妙な異なりも 示す︒東大本 では第 二段 の ﹁
て彼木 に上 みれば︑ 一の鷲 の巣有︒其中 に十 二 の卵あり︒是哉

容 が展開し ており︑内容文辞 とも にほぼ同本関係 にあり ながら︑

﹃
養老寺来由縁起略﹄ でも︑左 に述 べた 四段 の順 に縁起 の内

三

賤き男﹂が滝を発見し︑行幸があ って養老と年号を改
の代 に ﹁
︑

は勅使を下し︑寺を養老寺と号し︑年号も養老元年とす る
こと にな る︒
第 四段 白山権 現と不動 明王 の出来
滝水 に浴し︑菊水を 服す る者 は ﹁三毒諸病﹂を癒し︑若
返 るととも に家は富貴 にな るとされ︑そ の奇特は今も変ら
な いと いう︒ 里 には自山権現の社を建 て︑滝 元 には不動 明
王を勧請す るが︑とりわけ不動 明王は生津 の地か ら鯰 に乗
って滝守とな ったため︑参詣人 で鯰を食す る者は罰を こう
む る こと にな るとす る︒ この滝 に詣 でて菊水を服し︑寺 に
今生 に ては無比安楽之身成︑来世 にては安
参詣す る者 は ﹁
養浄土え迎取給 べき﹂とし︑末 に ﹁養老之縁起如件﹂とし
て縁起を終え る︒
この四段 のうち︑第 一段が内容だけ ではなく文章そ のも のも
青山短大本 の詞書 と ほとんど重なりを示し ており︑ これ によ っ
て縁起から奈良絵本 への成立過程を知 ることが できる︒また︑
保久通文庫本 は内容とし ては第 二段だが︑ この方は第 一段 に見
るような影響関係はま ったく認められず︑縁起とは別 の資料 に

え るであ ろう︒ ここでは天皇は勅使を派遣した のではなく自ら
行幸し︑菊水 で ﹁痛所﹂を洗うとたちまち治癒したため︑それ

速御然快遊され︑則御 称美 の余り年号をも改め︑養老元年
＾︶
とし給 ヽ 寺号をも改め て養老寺と名付結 へり︒
と︑同じよう でありながら︑かなり内容を異 にし ているとも い

此事 天聴 に及び︑人 王四十 四代 元正天皇御幸まし ノヽ ︑御
手鰤滝 の水︑菊水を汲せられ︑御痛所を洗はせ給 へば︑早

縁起 の旨趣件 の如し﹂と添え る作為も した のであ る︒

に東大本 の前段末尾 に付され ていた ﹁働養老之縁起如件 ﹂ の 一
緑起略﹄ ではす べての本文が終 った最後 に ﹁
当寺 の略
句が︑ ﹁

り込み︑ ひと つにまとめ て縁起 にす る意 図 のよう で︑ それだけ

長十 二年七月とす る寿昌 によ る跛文が追記され る体裁をと る︒
﹁縁起略﹄ では第 四段がなく︑右 に引用した本文 に続 いて ﹁夫

し ︑岐阜 県 立 図書 館 本 で校 合 し た ︒ 翻 刻 の許 可 に対 し て深謝 申

す でに記したよう に︑ ここでは東京大学附属図書館本を翻字

院坊舎漸絶 なんとす ﹂と︑寿 昌 の再建 諄が位置す る︒跛文も 取

より度 々の兵乱当院 の盛衰更定ならず︑星霜九 百年 に及び︑寺

を称美し て年号を改め︑寺号も滝 の名 によ って養老寺 とした の
﹁
縁起略﹄ のよう に元正天皇が行幸し︑自 ら体験し て ﹁
痛所﹂

︵い い ︒は るき ︶

し 上げ る次 第 であ る︒ な お︑ 漢字 と 仮 名 ︑仮 名 遣 い の違 い等 は
取 り 上げ な か った︒
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だと いう︒
に水を注 いだと いう のは︑ 明らか に ﹃
続 日本 紀﹄ の影響 によ っ
ており︑養老元年十 一月 の条 に元正天皇 は美濃国 へ行幸し︑
︒皮膚如 滑ナル
︒無レ
７
⁚ 亦洗 電痛処 ↓
﹁自．
重電手面↓
不塾 ⁚除癒
︒﹂
︵
と︑手面は滑らか にな るし︑患部を洗うとす っかりよくな
ったと記す︒ いわば この本文は︑行幸しなか ったと いう誤りを
史実 によ って訂正し︑さら にそこでの帝 の行動を具体的 に記し
たわけ で︑成立か らす ると東大本 の方がもと の姿だ ったと考え
られ る︒広く知られた元正天皇 の行幸と養老 への改元 の事実を
無視し︑勅使だけを派遣した のだと本文を改 めることなどまず
あり得なく︑より 正確 にす るため手を加え て改訂した のが ﹃
縁
起略﹄本 だ ったと判断 でき る︒
東大本 では この後 に第 四段が置かれ︑ ここま でが本来 の縁起
であ った とし て成立した養老五年七月 の年月を付し︑後段 の慶
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