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1．はじめに                                         
1.1 研究背景・⽬的 

本研究は⾝延⼭久遠寺に属する七⾯⼭の⼭頂付近に
構える敬慎院寶珠殿について、実地調査を交えたて考
察する論考である。 
 ⽇蓮宗総本⼭の⾝延⼭久遠寺は、七⾯⼭という⼭岳
信仰の霊場を取り込むことによって発展を遂げた。現
在まで七⾯⼭は、懺悔滅罪・現世安穏などの現世利益
を授ける守護神信仰として奉られている。近世以降、
出開帳などで七⾯⼤明神が広く知られると、久遠寺か
ら奥の院、七⾯⼭までを巡礼地とし、賑わいをみせ
た。こうして、⾝延⼭では⽇蓮の祖師信仰とその⻤⾨
を守護する七⾯⼤明神の守護神信仰を併せ持つ新たな
⾝延⼭信仰が形成された。 

現在の寶珠殿は何度か改修されており、安永5年
(1776)⽕災後の再建である同9年(1780)建⽴の本殿、天
明5年(1785)建⽴の幣殿は後に銅板に葺き替えられてい
るが、同じく天明5年建築の拝殿は檜⽪葺のまま保たれ
ている。また現地では、古くから寶珠殿を「七⾯造」
と呼んでいる。 
 本稿では、雛形として完成した七⾯造、七⾯信仰と
ともに建てられた全国の七⾯堂を取り上げ、敬慎院寶
珠殿の建築について論じる。 
1.2 研究⽅法 
 ①実測調査及び図⾯作成 
 ②古記録による分析・考察 
 ③他の七⾯⼤明神を祀る建築との⽐較・考察 
2．七⾯⼭について                  
2.1 七⾯⼭の概要 

⼭梨県の南⻄部、南アルプス連峰に属する最⾼標⾼
1989メートルの⼭で、⽇蓮上⼈宛の⼿紙にも「なない
た(七⾯)のがれのたけ」との表記が⾒られることか
ら、当時から多数の崩壊地が在ったことが分かる。特
に⼭頂付近にある⼀の池の裏から⾚沢村の麓にかけて
の⼤規模ながれは「⼤がれ」などと呼ばれる。 
 所在地について、七⾯⼭⾃体は早川町にそびえてい
るが、標⾼約1700メートルより⾼所は歴史的に⾝延⼭
久遠寺の寺領であり、⾝延町の⾶び地である。 
2.2 七⾯⼭の信仰 
 古くから⾬畑村(現早川町)の村⺠に祀られてきた池
⼤神を中⼼とする⿓神信仰や修験者たちによる⼭岳信
仰、御来光信仰の聖地であった七⾯⼭だが、久遠寺の
寺領となるとそれらすべての信仰を内包しつつ、総本
⼭久遠寺の守護神として七⾯⼤明神を祀り、管理する
ようになる。このように発⽣源の異なる神が⼀箇所に
祀られ、神仏習合を乗り越え、神としての姿のまま信
仰されているため、仏教徒以外の参詣も少なくない。 
2.3 ⾝延⼭久遠寺との関係 

七⾯⼭および七⾯⼤明神と⽇蓮宗の関係が取り上げ
られている⽂献に深草元政による寛⽂6年(1666)刊⾏の

『七⾯⼤明神縁起』がある。これには内容として最も
古い事象が書かれている。 

しかし、⽇蓮伝として室町時代に編纂された⽇朝の
『元祖化導記』や⽇澄の『⽇蓮聖⼈註画讃』などでは
⼀切触れられていないことや、⽇蓮⾃⾝も遺⽂などに
みる七⾯⼭は⾝延の地を説明する際に使⽤されている
だけで、七⾯⼭に対して特別な神聖観を持っていたも
のではないことが推測される。よって、七⾯⼤明神と
⽇蓮との邂逅はあくまで伝説であるとするのが通説の
ようである。史料的初⾒は、久遠寺が所蔵する七⾯⼤
明神像で、天⽂13年(1544)霜⽉吉⽇の銘⽂がみられ
る。これらのことより、七⾯⼭の信仰が⾝延⼭に取り
込まれた時期は中世と近世の⽂とみるのが通説のよう
である。 
2.4 七⾯信仰の普及 
 七⾯信仰として⽇蓮宗に帰属していった七⾯⼭は江
⼾期における久遠寺の出開帳により庶⺠に広く全国的
に知られるようになる。また、徳川家康の側室である
養珠院が元和5年(1619)、七⾯⼭に登詣を果して以降、
七⾯⼭の⼥⼈禁制は解かれた。この出来事を根元に持
つ⼤奥⼥中の法華信仰の⾼揚も江⼾期を通じてみられ
た。これにより、総本⼭への案内書や紀⾏⽂にも紹介
され、絵図類にも七⾯⼭域まで描かれるようになっ
た。 
2.5  七⾯⼭敬慎院域の建築 

敬 慎 院 寶 珠 殿
は東向きで、真正
⾯ の 階 段 を 登 っ
た と こ ろ に 随 ⾝
⾨があり、その先
に遥拝所がある。
こ の 正 ⾯ か ら は
富 ⼠ ⼭ を 拝 む こ
とができ、後⽅か
ら朝陽が差す。こ
の 眺 望 は 御 来 光
信仰として、信徒
に尊ばれている。特に神秘的なのは、春と秋の彼岸中⽇
で、ちょうど富⼠⼭の頂上から現れる御来光が、随⾝⾨
を通り、寶珠殿本殿の七⾯⼤明神の御神体に降り注ぐ構
造になっていることである。 
3．七⾯造について                                    
七⾯造とは、『建築⼤辞典 第2版』(彰国社 1993年)か
ら引⽤すると、 

江⼾時代に⽣まれた神社建築様式の⼀。浅間造の
変形。この名称は⽇蓮宗守護神の七⾯菩薩から出た
という。平⾯は⼗字形。正⾯中央に唐破⾵の向拝を
付ける。主屋は平⼊り、⼊⺟屋造り。屋根上に⽅形
造りの楼を載せ、楼は正⾯千⿃破⾵、両側⾯は軒唐
破⾵とする。 

図 1敬慎院配置図 



と定義されている。 
現在の敬慎院寶珠殿の「七⾯

造」とは形がかなり異なった様
相のため、『建築⼤辞典』に記
載されている七⾯造と分けて考
察を⾏う。4章では『建築⼤辞
典』の七⾯造に準拠する史料
を取り上げる。 
3.1 雛形、絵図に⾒る七⾯造 
3.1.1 『新撰 雛形 ⼀，宮形』より 

 
3.1.2 葛飾北斎『北斎漫画 ⼋編』より 
 花⿃⼭⽔から⼈物、架
空の動物や伝説上の⼈
物、建築物にいたるまで
森羅万象網羅した葛飾
北斎による絵本である。 
 『北斎漫画』には他の
絵本からヒントを得た
と 指 摘 され る題
材 も あ るこ とか
ら、前項で⽰したような雛形書等をヒントに、想像で補
って描かれた可能性も否定できない。 
3.2 楼造の七⾯堂の例 
3.2.1 呉⽻⼭七⾯堂(富⼭県富⼭市) 

峠茶屋の七⾯宮(富
⼭県富⼭市)：万治年間
(1658~1660)に富⼭藩
⼠が建築したが、明治3
年(1871)に取り壊され
た。絵図3は当時の様⼦
を記憶し、のちに書か
れたものである。 
3.2.2 妙傳寺(京都府京都市) 

⽂献史料上妙傳寺の七⾯社
が七⾯造の特徴である⼆層建
等の⽂字は⾒ることができな
いが、絵図4は3章始めで⽰し
た七⾯造と形は正確には異な
っているが、特徴の⼆層建で
あることが確認できる。 
4.七⾯堂の建築形態                                 
4.1 敬慎院寶珠殿の「七⾯造」 

敬慎院寶珠殿の建築形態は確認できるものとして、
伽藍整備前と焼失前、焼失後があるが、古記録に七⾯
造の⽂字はなく、現在の寶珠殿も前述の七⾯造の様相
とも異なる。何故、いつ頃から、「七⾯造」と呼ばれ
るようになったか定かではない。『⽇連宗寺院の建
築』(藤島亥治郎 1936年)に「今の七⾯⼭本社では此の
式ではないが、これが略化された趣がなくもない」と
記述があるが、ここでは焼失前と焼失後の絵図を⽐較
して、両者ともに敬慎院寶珠殿の「七⾯造」について
考察したい。 

伽藍整備前の絵図である絵図5をみると、七⾯⼭にあ
る建築は千⽊のついた神社建築の社であるように⾒え
る。次に伽藍整備後の宝永年間(1704~11)に描かれた
絵図6では、拝殿・幣殿・本殿の建築が確認できる。焼
失前の絵図7と建築の形態にあまり変化は⾒られない。 

4.2 全国の七⾯堂 
社の造りは多種多様で、特に形式に決まりはなかっ

たことが伺える。 

5.結び                       
 敬慎院寶珠殿の建築様式は古くから「七⾯造」と呼ば
れているが、その発⽣時期を辿ることはできなかった。
結論として、現在の敬慎院寶珠殿は七⾯造ではないと考
える。しかし「七⾯造」と呼称されるに⾄る理由は、七
⾯造の名称の由来となった七⾯⼭および七⾯信仰の本
⼭敬慎院寶珠殿にあると考える。延宝 3 年(1675)の⼤規
模な伽藍整備後から焼失までの間、絵図を⾒ると、他の
建物の増減築などで伽藍変化はあったようだが、敬慎院
寶珠殿の基本的な形状の変化はないと思われる。拝殿か
ら屋根の⾼い幣殿ののち、かなり軒が⾼い階層の本殿に
続いている特徴は、多くの絵図で確認できる。よって、
七⾯造のような屋根が重なっている⼆層建ではないに
しても、現在の建築より祭祀空間のフロアレベルが⾼い
特徴的な形状をしている。これが、七⾯信仰の流布とと
もに七⾯信仰の本⼭の建築の特徴として伝播した際に、
完全な⼆層建に昇華され七⾯造の雛形として完成し、さ
らに全国に伝播した可能性がある。しかし 4 章で確認し
た通り、七⾯信仰と七⾯堂・七⾯社の建築様式は必ずし
も⼀体として考えられていたものではなく、あくまで七
⾯⼤明神を祀ることを⽬的とした堂・社である。このこ
とから、特殊な形状である七⾯造の建築物⾃体が確認で
きるものが少なく、今回調査した限りでは現存している
ものは確認できなかった。今後の調査等による発⾒に期
待したい。 
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和暦 ⻄暦 拝殿 幣殿 本殿 典拠 
⽂禄5年 1596   存在 曼荼羅本尊 
延宝3年 1675 六間四間 ⼆間半⼆間 三間半四間 ⾝延⼭諸堂記 

  四間七間 ⼆間三間 三間半四⾯ ⾝延鑑 
安永5年 1776 全焼 ⾝延⼭諸堂記 
天明5年 1785 七間半五間 四間三間 四間四⽅ ⾝延⼭諸堂記 

図 2建築大辞典挿絵 

絵図 1 七面作り(『新撰 雛形 一，宮形』) 

絵図2 七面作(『北斎漫画 八編』) 

絵図 3 七面宮(立像寺蔵) 

左：絵図 8 本門寺七面宮(『江戸名所図会』) 

中：絵図 9 高田七面宮(『江戸名所図会』) 

右：絵図 10 宝塔寺七面社(『都名所図会』) 

絵図4『京都本山西身延妙傳寺 

略圖』（妙傳寺蔵) 

表 1 敬慎院寶珠殿年表 

左：絵図 5 「甲州身延山久遠寺惣絵図」延宝 2年(1674) 

中：絵図 6 「身延山絵図」宝永年間(1704〜11) 

右：絵図 7 「身延山図経」宝永12年(1762) 


