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本法寺は、京都の裏千家家元・今日庵と小川通りを挟んで斜め向いにあ

り、光悦以前の本阿弥家一族の菩提寺です。住所は、『京都市上京区小川

通り寺之内上る』です。 以下の写真の大部分は2016年11月13日に撮影したものです。

小川通りに面した本法寺の東入り口奥にある仁王門 (こちらが正門側)



本法寺東入り口の斜め向かいにある裏千家家元 今日庵の南側(右側)すぐ近くにある表千家家元

今日庵 不審庵



茶道の町らしいポスターを見掛けました (今日庵の斜め前で)



堀川通りに面した本法寺の西入り口 (右隣は裏千家センター・茶道総合資料館)
とにかくこの付近は茶道のメッカです



多宝塔



このお寺の正式名称は、叡昌山本法寺で、室町時代に活躍した日蓮

宗僧侶、久遠成院日親上人(1407-1488)によって開創されました。その

後、いろいろと変遷を経て、天正15年(1587)に現在地に移転し今日に

至っています。現在地に移転したときの貫主日通上人は、外護者であっ

た本阿弥光二・光悦親子の多大なる支援を受けて堂塔・伽藍を整備し、

京都の町に一大栄華を誇るまでに至りました。

本阿弥家は、刀剣の鑑定や研磨を生業とし、足利幕府に仕えていま

したが、光悦の曽祖父の清信が刀剣の鞘走り(刀剣が鞘から自然に抜

ける)が原因で将軍義教の怒りに触れ、投獄された際に獄中で日親上

人と出会い、熱心な法華経信者になりました。それ以来、本阿弥家は

本法寺を菩提寺として支え、豊臣秀吉の命により現在地への移転を強

いられた際に、光悦は父親の光二と私財を投じて、伽藍の整備に力を



尽くしました。光悦によって造られた唯一の庭園とされる書院の東側に

ある『巴の庭』は、室町時代の書院風枯山水の影響と安土桃山時代の

芽生えを感じる名庭園です。この庭園は昭和47年に修復され、昭和61

年に国指定名勝となりました。広さは約200坪です。

『巴の庭』は、三カ所の築山がそれぞれ巴紋を表現していることから

『三巴の庭』と呼ばれていますが、経年変化や植物が茂っていたりして、

南側の『巴の築山③ 』以外は、巴紋が現在ではわかりにくくなっていま

す。



光
悦
作
の
庭
園





巴
の
築
山
①



巴
の
築
山
②



巴
の
築
山
③

こ
こ
は
巴
の
形
が
よ
く
わ
か
り
ま
す



書院の縁側前には、半円形の石を向かい合わせに２個組み合わせ

た円形石(日形)と、10本の1.5mの石柱を組合せて十角形の縁取りをし

た蓮池が配置されて、『日』と『蓮』すなわち『日蓮』を表しています。実

はこれが非常に重要なことで、法華経の教えの神髄とも言える『泥池

白蓮』や『不二中道』の思想が、なんと光悦作の国宝茶碗『不二山』に

具現されているのです。すなわち、白蓮は池底の泥の中から花茎を伸

ばし、やがて水面に清浄無垢な白い蓮の花を咲かせます。法華経の

教えでは最上の優れたものであり、美の極致ともいうべき白い蓮の花

に託して、その至上性を標榜しているのです。『泥池白蓮』とは、穢れた

ものである泥がなければ清らかな白蓮の花は咲かないということであ

り、『不二中道』とは、穢れた泥と清らかな白蓮は不可分のものというこ

となのです。十角形の蓮池は、法華経の哲理である『十界十如』を表し



ているとも言われています。 日本では蓮の花は宗教的に非常に重要

なものです。蓮の花のエッセンシャルオイルは、ややレアですが、エジ

プトで買ってきました。それは右から２つ目で、高貴な香りがします。



光悦作の国宝茶碗『不二山』という銘は、法華経の教えの神髄の

『泥池白蓮』と『不二中道』に由来していて、上半分が白く、下半分が黒

いのは、白蓮とその下にある泥を表現しているようです。一般によく言

われているのは、この色合いは雪化粧した富士山と、こんな素晴らしい

茶碗は二つと作れないから、両者を組み合わせて『不二山』という銘に

したとされており、それも一理ありますが、実はそんな単純で一目瞭然

的なものではなくて、むしろもっと奥が深くて、真相は上記の法華経の

教えに由来しているとする方がベターだと思います。以上を総合すると、

やはり光悦はもの凄い人です。もっとも、万葉集の時代には『富士山』

のことを『不二山』と書いておりました。光悦作の茶碗の中で、この『不

二山』のみが他とは趣を異にしており、熱心な法華経の信者の茶碗へ

の具現化・熱意が見て取れます。この茶碗は、法華経の化身なのです。



日形の円形石 十角形の蓮池





下の枠内は、非常に熱心な法華経信者の方から直接聞いた話です。

『白蓮は池底の泥濘から花茎を伸ばし、やがて水面に清浄無垢な白

い花を咲かせる。妙法蓮華経（法華経）の教えは最上のすぐれたもの

であり、美の極致ともいうべき蓮華、中でも最も秀でた白蓮に託してそ

の至上性を標榜しているのです。』

蓮の花の意義は、 『蓮の花は咲くと同時に花の中に実ができている』

また『泥沼の中からきれいな花を咲かせる』ので、それはまた因果具時

の法則を示しており、泥沼は私たちの苦労、苦悩で、その中からすばら

しい花（人生）を築くことが出来るとの教えです。

とのことです。



光悦作 国宝茶碗 『不二山』の銘の由来を図示するとこのようになり

法華経の教えの神髄の『白蓮』と『泥池』をモチーフにしている
茶碗の腰の部分には縦に10カ所くらいの浅い面取りがしてあり、
まさに上述の10角形の蓮池と類形で、形状的にピタリと合いそう。

面取りされている部分

白い蓮の花をイメージ

蓮池の底の泥をイメージ



『不二山』の薬掛け(上下の掛分け)を参考にした筆者作の『泥池白蓮』茶碗
なんと光悦ゆかりの特別の土を使って作りました。国宝『不二山』と、やはり光悦作

の重文『雪峰』の両茶碗を折衷イメージして３碗作陶した茶碗のうちの１碗がこれです。
しかし、本当にまだまだ修行が足りません。



以上のまとめとして、国宝茶碗『不二山』に関して、次のような非常に

重要なことが言えると思います。

★その⒈ 私のホームページの別項に書いてあるように、この茶碗の

箱書きは、巧妙に書かれた贋作であり、光悦の筆ではありません。従っ

て『不二山』という銘も光悦が付けたものではなくて、後世に誰かが付

けたものと思われますし、茶碗自体も確実に光悦作とは言えません。

★その⒉ 上部が白っぽく、下部が黒っぽい色合いの釉景色なので、

ちょうど雪化粧した『富士山』のようなのと、こんな素晴らしい茶碗は二

つと作れないので、両者を含めて『不二山』の銘にしたとの説が一般的

ですが、これではあまりにも単純明快過ぎて見たままで次元が低く、光

悦自身が命名したものとは考えにくいです。

★その⒊ この茶碗が光悦作だとすると、やはり法華経の熱烈な信者



の光悦のことですから、 法華経の教えの神髄とも言える『泥池白蓮』

や『不二中道』の思想を具現した非常に深遠なる思想のもとに作陶し

たハイレベルで宗教的なものに違いありません。なので、この茶碗の

造形・配色などは、『白蓮』と『泥』を現しており、富士山とは全く無関係

と言えますし、光悦自身が『こんな素晴らしい茶碗は、もう二つとして

作ることができない』なんて思い表現するとはとても考えられません。

この辺のことを総合すると、やはりその解釈の銘は、単純で幼稚さが

窺えます。きっと後世に、誰かが深く考えずに、見た目だけで勝手に

安易に付けた銘でしょう。ちなみに、万葉の時代には、『富士山』は

『不二山』と書き、 『富士山』という書き方はありませんでした。このこと

からすると、 『不二山』という銘は、ひょっとしたら古語であって、単純

に山の『富士山』のみのことを表しているのかも。



法華経で完成した「十界」というのがあり、これは生命の境涯を十種

に分類したもので、仏法の生命観の基本となるものです。十界の法理

を学ぶことによって、生命の境涯を的確にとらえ、各人がそれぞれの

生命境涯を変革していく指針を得ることができます。

「十界」とは、地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界・声聞界・

縁覚界・菩薩界・仏界のことです。

法華経では、一つの生命に十界がすべて具わっていることを明らか

にし、十界が固定的な世界ではなく、生命の境涯であることを示したの

です。

大聖人は、地獄界や仏界といっても、地の下や西方極楽世界などに

あるのではなく、いずれも自身の生命の中にあると示されています。

生命に十界がすべて具わっているということは、たとえ今の自分が

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#jigokukai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#gakikai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#tikushokai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#shurakai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#ninkai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#tenkai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#shomon_enkaku
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#shomon_enkaku
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#bosatukai
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3390/ninyo/jikkai.html#bukkai


地獄の苦しみの生命であっても、仏界の大歓喜の生命へと変革してい

くことができるということです。このように法華経に基づく十界論は、自

身の生命を変革していく原理となります。

さらに十に関連するものとして、この寺には『十(つなし)の庭』がありま

す。 『つなし』とは何かというと、数を数える時に、一つ、二つ、三つ、四

つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つのように全ての最後に『つ』が付きま

すが、十になると『つ』が付きませんので、十のことを『つなし』といいま

す。この庭には九つの石が点在しています。最後の一つは、各人の心

の中にある『意志』で、総計『十』となるとのことで、なかなかよく考えら

れていて、とても奥が深いです。

法華経では、 『十』という数字は重要で特別の意味を持つようです。



とても熱心な日蓮宗の信者の方で、非常に親しい友人が私のこのホームペー

ジを読んだ結果、送ってくれたメールを、原文のまま次に紹介します。

私からの十界の解釈ですが、これは理の一念三千界と事の一念

三千界にたて分けられていて、天台大師の説かれたのは理の一念三

千界で、日蓮の説かれたのは事の一念三千界です。

田口さんの書かれていた地獄界から仏界ですが、日蓮の教えで

は、それらを「取得」するものではなく、既にすべての生命

（有情、無情共）に宿っているとの解釈が正しいです。そして

有情（人間、動物等）無情（草木等）の詳しい説明は「問うて

云く草木成仏とは有情非情の中何れぞや、答えて云く草木成仏

とは非情の成仏なり、問うて云く情非情共に今経に於て成仏す



るや、答えて云く爾なり、問うて云く証文如何、答えて云く妙

法蓮華経是なり・妙法とは有情の成仏なり蓮華とは非情の成仏

なり、有情は生の成仏・非情は死の成仏・生死の成仏と云うが

有情非情の成仏」と「草木成仏口決」という日蓮が残した書の

「御書」に書かれています。

『上記の内容が難しいので、わかりやすく解説してください。さらに、ここでの

蓮華の意味を教えてください。』とメールしたところ、その返信が下記のようです。

これも原文のままです。

『草木成仏口決』の御書の解釈ですが、日蓮が「最蓮房日浄」

と言うお坊さんに出した手紙の内容で、現代語に訳すと、



『問うて云う。草木成仏とは有情・非情のうちいずれの成仏であるのか。

答えて云う。草木成仏とは非情の成仏である。

問うて云う。有情も非情も法華経において成仏できるのか。

答えて云う。成仏できる。

問うて云う。その文証はどうか。

答えて云う。妙法蓮華経の五字がそれである。妙法とは有情の成仏

であり、蓮華とは非情の成仏である。また有情は生の成仏・非情は

死の成仏である。生死の成仏というが有情非情の成仏のことである。

そのゆえは、我等衆生が死んだ時に塔婆を立てて開眼供養するが、

これが死の成仏であり、非常草木の成仏である。』

それで、ここでの『蓮華』は草木のような、無情のことをさし



ています。仏法の教えは色々な譬えを使って私たちの人生に当てはめ

て、教えてくれています。

今回届いたメールは以上のようです。



十 (つなし) の庭



庭園の南の端には『光悦垣』がある







木製灯籠 (前ページの写真の中央に写っているもの)



以上の他に、この寺に現存するもので光悦と直接に関連あるものに、

光悦筆の『本堂の扁額』・『手植えの松』・『作・遺愛の蹲』・『螺鈿経箱』

などがありますので、以下に順に写真で紹介します。

光悦筆 本堂の扁額
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光悦作・遺愛の蹲
蹲を蓮の花や蕾に見立てており、周囲には蓮の
花びらの模様が浮き彫りにされている(↑の部分)

書院南側にある光悦作・蹲(つくばい)の庭
この蹲のアップが右の写真



光悦作 花唐草文螺鈿経箱 (重要文化財)
光悦が本法寺に寄進した法華経１０巻を収めた箱といわれているもの



本法寺限定色紙御朱印（連華図、巴の庭）



【参考資料】

★光悦の存命期間： 1558年～1637年

★本法寺の前身の建立年： 1436年

★光悦寺の建立年： 1656年

従って本法寺の建立以後に光悦は活躍しており、そこで庭園造りなどを行い、

一族が非常に多大な後援・寄進をしましたが、光悦寺に関しては建立の約20年

前にすでに光悦は他界しているので、光悦寺の建立そのものには全く関与して

いません。また、光悦寺には寺の名称に反して、光悦村当時の遺構が残ってい

るわけでもなく、光悦の作品の展示も全くありません。

さらに境内には大虚庵、三巴亭、了寂軒、徳友庵、本阿弥庵、騎牛庵、自得庵



の7つもの茶室が散在し、庫裏に接して妙秀庵もありますが、現在あるこれらの

建物は、いずれも大正時代以降に改築・造営された新しいものです。しかし、光

悦のお墓とお位牌は、本法寺ではなくて、光悦寺にあります。

それに反して、光悦との関係が一般にはあまり知られていないのに、本法寺に

は光悦作の唯一の庭園や作品があり、そのようなものが何もない光悦寺とは対

照的です。光悦寺と称するからには、光悦作の茶碗などが多数展示されている

のではないかと思う人が多いようですが、それを期待して行ってはいけません。

光悦寺は、ネーミングで、また紅葉の名所として有名な京都の観光寺ですが、

本法寺は観光寺ではなく、いつ訪問してもほとんど人がいない穴場ですが、桜の

名所ですので、その頃の境内は込み合います。紅葉の光悦寺、桜の本法寺です。
【本稿では、”OTOGOZE”さんのご意見も参考にさせていただきました。】



光悦寺の大虚庵・光悦垣と紅葉
光悦寺の最新の紅葉の写真は、筆者のホームページの中にある別項の
『光悦寺の紅葉』に約60枚アップロードしてありますので、ぜひ見てください。



本法寺・本堂前の桜

この像は本法寺檀越のひとりの『画聖長谷川等伯』
縦約８mもある非常に大きな等伯筆の重文『佛涅槃図』が本法寺に収蔵されている

光
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【以下は蓮に関する参考資料】

★英名： Lotus

★原産地： インド亜大陸とその周辺

★蓮を国花とする国： インド・ベトナム(赤い花)・マカオ

★名称の由来： 花托(花床)がハチの巣のように見える
ことから、はちす⇒はす になった。

★花言葉： 清らかな心・神聖・雄弁など

★仏教では、泥の中から出て清浄な美しい花を咲かせる
蓮の姿が仏の智慧や慈悲の象徴となっている。また、
生前に良い行いをした者は、死後に極楽浄土に往生し、同じ蓮の花の上に身を託し生まれ
変わるといわれており、これは『一蓮托生』の語源になっている。インドでは、極楽浄土は蓮
の花の形をしているとされている。

★生まれたばかりのお釈迦様が歩きだし、その足跡から蓮の花が咲いたといわれている。そ
の蓮の花の上にお釈迦様が立ち、第一声として『天上天下唯我独尊』と言ったとか。

★エジプトでも蓮は神聖な花とされており、王の墓からの出土品にも用いられている。

クリスタルガラス製の実物大くらいの蓮の花



★古代中国では、蓮は『俗人に染まらない君子の花』とされていた。

★中華料理店などでよく使われている陶製のスプーンの散蓮華(ちりれんげ・れんげ)は、蓮
の花(蓮華)の花びらの形によく似ていることに由来する。次の写真のように、よく似ている。

散蓮華 本物の蓮の花びら

★蓮根は、蓮の地下茎が肥大したもので、輪切りにすると穴がたくさんあいていることから
『先を見通す』ことに通じて縁起が良いとされ、正月のお節料理などによく使われている。

★蓮は真水のようにクリーンなものだと小さな花しか咲かず、泥水が濃いほど大きな花にな
るとのこと。これは養分との関係があるのかと思われる。余談ですが、その泥沼に生息する
微生物が生産したビタミンＢ12が蓮根の中に自然に入り込み、本来は一般には動物性食
品にしかないビタミンＢ12が蓮根に含まれている。(実は筆者の元々の本職は『ビタミン屋』
なんです。)



★蓮が泥水に生えているが、その泥水は苦境や困難にたとえられ、花の中の実は悟りであ
ると仏教界では考えられており、苦しいことや困難なことによって人は悟ることができるとの
言い伝えがある。

★お釈迦様は『人生は苦しみである。苦しみなしには人は悟ることができない』と言っておら
れます。悟りの世界とは、迷いのない心が安定している様子だそうです。

★とにかく蓮の花は、仏様と関係の深い神聖な花なのです。奈良の大仏の台座も下の写真
のように蓮の花びらで囲まれています。



『泥中の蓮』 A lotus out of the slime.

『俗世間にありながら、周囲の穢れに染まらず潔白に身を保つ人』
の喩え。

蓮が泥の中で育ちながら、穢れることなく美しい花を咲かせる風情
から生まれた諺で、宋代の周敦頤の下記の「愛蓮説」が原出典。

北宋の儒学者・周敦頤(1017-1073)47歳の作「愛蓮の説」は、古文眞
宝後集にあり、古来より名文として知られている。



【その原文】

水陸草木之花、可愛者甚蕃。

晋陶淵明独愛菊。

自李唐来、世人甚愛牡丹。

予独愛蓮之出淤泥而不染、濯清漣而不妖、中通外直、不蔓不枝、香遠益清、亭亭浮植、
可遠観而不可褻翫焉。

予謂、菊華之隠逸者也、牡丹華之富貴者也、蓮華之君子者也。

噫、菊之愛、陶後鮮有聞。

蓮之愛、同予者何人。

牡丹之愛、宜乎衆矣。



【その書き下し文】

水陸草木の花、愛すべき者甚だ蕃(おお)し。

晋の陶淵明、独り菊を愛す。李唐自(よ)り来（このかた）、世人甚だ牡丹を愛す。

予は独り蓮の汚泥より出でて染まらず、清漣に濯(あら)はれて妖ならず、中は通じ外は直く、
蔓（つる）あらず枝あらず、香遠くして益（ますます）清く、亭亭として浄（きよ）く植(た)ち、遠観
すべくして褻翫(せつがん)すべからざるを愛す。

予謂（おも）へらく、菊は華の隠逸なる者なり、牡丹は華の富貴なる者なり、蓮は華の君子なる
者なりと。

噫（ああ）、菊を之れ愛するは、陶の後に聞く有ること鮮（すくな）し。

蓮を之れ愛するは、予に同じき者何人ぞ。

牡丹を之れ愛するは、宣(むべ)なるかな衆(おお)きこと。



泥中の蓮華⇒苦難の末に悟りを開く

泥水が濃いほど蓮は大きくて美しい花が咲きます。真水ではダメです。

泥水とは、人生では苦難を表します。

蓮の花とは人生で花を咲かせることで、花の中央にある実は悟りです。

苦難がなければ、人は悟ることがないのです。

人は悟れば苦難はなくなり、幸せになります。

苦難に遭遇したら、この結果として自分は悟りの

世界に導かれるのだと思い、幸せな気分になることです。

悟りを開くとは、心の迷いが解けて、真理を会得することです。

苦難を否定せずに、悟るために必要なものとして受け止めると、幸せ

になります。人の苦しみや悲しみも理解できる心豊かな人になります。



弁護士の丸山和也氏の著書『蓮の花は泥沼に咲く』
(2004年 新紀元社刊) の冒頭の『はじめに』の全文の紹介

このようなタイトルの本ですが、蓮のことは『はじめに』だけで、本文中には全く書いてありません。

蓮の花は泥沼に咲く。油やゴミが浮く泥沼の中にしっかりと根を張って、睡蓮は目に鮮やかな純白の花を咲かせるのだ。

人生は、蓮の花と同じだと私は思う。辛く、苦しく、やるせない毎日の中から、見事な花が咲く。泥の中に張る根と、水面に浮

かぶ花は、切り離すことなどできない。根があるからこそ、花が咲くのである。

花だけをちょん切って、花瓶に挿すことは可能だ。しかし、その花はすぐに枯れてしまうだ

ろう。根のない花が、長く咲き続けることはできない。

仕事がうまくいかず、嫌気が差している。

学校がつまらない。

人生が何のためにあるのか、わからない。

壁にぶつかり、悩み、答えが見つからず、どうしていいかわからなくなったとき、ぜひこの

言葉を思い出してほしいのだ。

蓮の花は泥沼に咲く。

辛く、苦しく、やるせない、それが人生の基本である。逃げ出すことはできない。泥沼にしっ

かりと根を張り続けようではないか。

咲く花を眺めてくれる人は、きっといるはずだ。



以下は蓮に関連するお香などで癒される様子

実際に脳波を測定すると、お香でリラックス度が上昇します。



左側：ネパール製チベット白蓮のお香 右側：インド製蓮のお香

付属のお香立て
付属のお香立て



蓮の花と葉をイメージした線香立て



流川香蓮お香セット
香りの煙が蓮の葉に見事に流れ落ち、香りと見た目の両方で楽しむことができます。



北宋時代の名窯汝窯 蓮華碗 (直径約15cm)


