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狩猟時代，人々は生きるための食料採集にどうしても動き歩かねばならない。鳥獣
を追って山野を跋渉し，魚を取るために川を上下し，または物資の交換のため遠くに
出かけなければならなかった。その後，弥生時代に入り，稲作農業が始まり，しだい
に全国化すると人々の大半は農民となって定住し，これまでのように食料その他の
生活資源獲得のために動きまわる必要性は薄くなる。このような食料採集の旅は，
猟人，山人または漁民等の手に受け継がれてゆくが，しかしその後長い間，農民以
外のものは食料採集のためではなくても，生きるために旅をせねばならなかった。 
そのおもなものは商人・職人で彼らのほとんどが行商人であり，歩き職人であった。
人口の密集した都市の少ない時代には，商人・職人はいながら，座して顧客を得る
ことはできず，旅をして新しい土地で新しい需要者をたえず開拓して，始めて生計を
立てることができた。 
 

中世から近世にかけて，地方都市の発展に伴い店をはって顧客を待つ居商人がし
だいに増えていったが，近代以前は全般的には旅する商人・職人が多く，なかでも
富山の薬売り等のように，行商範囲の全国にまたがるものもあった。生きるために
旅するものには，このほか芸能民がある。彼らもまた商人等と同様，たえず動いて
新しい観客・聴衆を相手にせねばならない。琵琶法師，瞽女（ごぜ），万歳，鉦（か
ね）たたき等，その種類は多く，彼らは民衆に潤いと慰めとを与えたほか，情報伝達
者として果たした功績も少なくない。 人類の最も始源的な生活のための旅は，多様
化しつつも現代なお旅の太い柱の一つとなっているが，これに次いで発生したのが，
権力の命令による強制された課役としての旅であった。 
 

平城京や平安京等の都城の建設には，全国から多くの人々がかり集められたが，
一般に知られているのは防人（さきもり）で，東国多数の民衆が集団を組んで，はる
ばる辺境防備のため，交互に九州に赴いたのである。しかしながら奈良時代前後，
国家権力のむちの下に，旅を強制された最も悲惨な人は，調・庸等国家貢納物の運
搬者であった。彼らは運脚と呼ばれるが，運脚は魚・布等の調・庸のほか，重い自分
の食料まで背負って都に上らねばならず，途中食料つきて命を落とすものが跡を絶
たなかった。その後、律令制が衰え，荘園制が発達すると，国家貢納物に代わって
荘園年貢物が輸送物資の中心となり，全国から人々が京や奈良の公卿・社寺等の
荘園領主の下に荘園年貢を届けるために旅をした。しかし，近世に入るとこの種の
強制された旅は激減した。運送そのほか各方面に専業者が輩出し，民衆はかかる
実務から解放されるに至ったからである。 
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以上のように生活維持のための旅が最初に発生し，次いで課役による旅が現れた。 
いずれにせよこれらの旅は，自由選択の許されぬ強制的な厳しい旅であった。 
 

しかし時代の経過とともに，これまでと違って何ものにも強制されぬ自由意志によっ
て企画される旅が誕生し，それがしだいに発展してゆく。平安時代の末ごろまでは，
交通条件・交通環境は苛酷なまでに厳しかったから，旅は容易でなく苦しくかつ危険
であった。このような苦難な旅にあえて挑もうとするのには，よほど強烈な内心の動
機があってのことであった。これには信仰以外になく，信仰こそが唯一無二の自由な
旅の原因であった。信仰の旅とは僧侶では修行・伝道などであるが，一般俗家では，
もっぱら社寺の参詣であった。実際古代から近世までの長い間，日本人が自己の自
由意志で決行する旅といえば，一貫してほとんど社寺参詣に限られたのである。 
平安時代には公卿等が紀伊熊野・高野山 大和金峯山等に盛んに出かけたが，とく
に熊野詣が平安末から鎌倉時代にかけて盛んであった。 
鎌倉時代に入ると貴族のほか武士が，次いで庶民が参詣に加わるようになり，しぜ
ん参詣量も不断に上昇し，参詣先も多様化した。 
室町時代以降，熊野詣に代わって参詣界の王座に昇ったのは伊勢参りであったが，
そのほか本願寺参り，西国三十三所観音巡礼，四国遍路等も行われた。 
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貴族のほか武士が，次いで庶民が参詣に加わるようになり、
しぜん参詣量も不断に上昇し，参詣先も多様化 
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都城の建設者・防人 

交通施設・交通手段はこれまでも徐々に発達してきたが、 
江戸時代に入り 飛躍的に整備 
伊勢参宮 をかねて 畿内旅行 

西国・坂東三十三所観音巡礼 が 盛行 

 旅 は、 民族移動に始まり、「生活の必要・強制の旅」を経て、自由な機会を得た。 

その「自由な旅」は、「信仰」から始まり、「遊興」な旅、「観光」の旅と なってゆく。 
 

「信仰の旅」にも 神仏習合 は あった。 熊野詣 観音巡礼 伊勢参り 四国霊場  
 

日本の民衆のこころには、古くから 聖地巡拝へのあこがれ が、強く存在する。 
それは修験者による山岳登拝が、最も原初典型 で、中世の 熊野詣 流行に 繋がる。 

「旅の原点、熊野詣 の こころ 」 とは、何か？ 

民族移動   大陸 から 列島 への 旅 

（役小角） 
修験者による 山岳登拝 
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自由な旅の始まり     では、なぜ 「熊野詣」 したのか？ 
熊野詣    ・・・       ・・・ 
  

熊野本宮・新宮・那智三社への参詣。 
熊野は古く修験道場として、山伏が抖擻（とそう）したが、宇多法皇のころ以来、貴
族の参詣もみられるようになった。しかし永観二年（九八四）の『三宝絵詞』に「春ゆ
き秋来ていたる人まれ也」とあるごとく、当時は、来訪者もまだ稀だったようである。 
 

その後、院政期に入り、熊野詣は、急激に盛んとなった。白河・鳥羽・後白河・後鳥
羽上皇らには、院政四代にわたり、約百年間に百回近い「熊野御幸」が数えられた。
上皇らの参詣は、回数だけでなく、その規模も大で、一行数千名に及ぶこともあり、
その上、春秋の農繁期に重なる例が多いため、その接待にかり出される沿道農民
の負担は、きわめて過重なるものがあった。 
 

熊野詣の発達には、熊野側で、立地的悪条件を克服して経済的自立を図らねばな
らぬという絶対的要請に基づく積極的な布教宣伝活動に負うところが大きかった。
また熊野山内には、祈祷師ならびに宿泊所である御師制度があったほか、全国に
散在する熊野山伏を先達として、参詣者の道案内人としたことも、参詣の発展に役
立った。また触穢を緩和して、女性の参詣を容易にしたことも、長く女性を惹きつけ
た理由の一つであった。 
平安時代末より、熊野信仰は、東国を中心とした武家層の間に、次第に滲透し、地
方から武士、主として地頭級武士が参詣した。下野の塩谷氏は、寛喜年間（一二二
九―三二）死去の家朝に二度、子家氏三度、孫盛家二度、曾孫家時に三度と歴代
いずれも二、三度の多きに及んだ。さらに上総高滝荘の一地頭のように、毎年欠か
さず参詣するものもあった。貴族や武士のほか、民衆の参詣も行われたが、民衆が
自主的に参詣することは、経済的に困難であったので、一般には、荘園領主や地
頭などの熊野詣に、夫役として徴せられ、随従するものが多かった。 
 

南北朝時代以降、農民の成長に伴い、畿内民衆を中心に、伊勢参宮その他の参
詣・行旅が次第に発展していった。しかしながら熊野信仰の中心基盤である東国地
方は、後進地帯であって、民衆の経済力は一般に低く、かつ距離の遠隔性も加
わって、自主的な参詣は、非常に困難であった。 
 

近世に入り、生産力の発展に伴う生活条件の向上、さらに交通環境の改善、それ
に伴う参詣の観光化により、民衆の参詣は、一般に飛躍的に上昇した。しかし紀伊
の奥深い熊野山は、地理的に観光旅行に不適であるために、このような時流に乗
ることなく、比較的敬虔な信仰者が訪れるにとどまった。 しかし熊野信仰は、依然
東国の間に根強く、関東・東北の民衆の熊野詣は少なくなかった。 磐城平藩の民
衆は、江戸時代中ごろ、毎年熊野詣に出発したが、旅費は大体十両で、藩財政の
大きな脅威となった。 
  

［参考文献］   宮地直一『熊野三山の史的研究』 など 国史大辞典 

近世  旅の変貌 
信仰 と 見物娯楽    ・・・   ・・・ 
 

江戸時代に入ると，旅を取り巻く環境が一変し，旅は質量ともに格段に変貌した。 
生産力の上昇と都市の発達とにより民衆の消費生活が向上し，それに人口の増加
とにより，旅人口が著しく増加したのである。さらに道路，宿屋，茶屋，馬，駕籠等の
交通施設・交通手段はこれまでも徐々に発達してきたが，江戸時代に入り飛躍的に
整備された。またこれまで貨幣は銅銭に限られ重くて不便であったが，実質的にそ
の数百分の一，数十分の一も軽い金銭・銀銭が流通し，それに現在のクレジットとも
いえる為替の利用により旅はすこぶる身軽となった。それに近世幕藩体制により300
年の太平が続き，山賊・海賊も影をひそめて人々は安心して行を進めることができ
た。これまでの旅は苦しいものであったが，江戸時代に入るとこうして旅は楽となり，
さらに楽しいものとさえなった。こうして日本に観光旅行・遊楽旅行が生まれ，やがて
旅は民衆の最大のレクリエーションとなった。 
農村の生活は一般に単調で暗く窮屈なものであったから，農民は解放感を求め，は
続々と旅に出るようになった。幕府や藩は、参詣の旅は聖なる宗教行為であり，か
つ永い伝統のあるものであるから禁止できず，国民の総鎮守とされる伊勢への参宮
は奨励されねばならなかった。そこで人々は参詣とくに伊勢参宮を名目として観光の
旅に出た。伊勢参宮をかねて 人々のあこがれの地京・大和，畿内旅行が多かった。 
 旅は江戸時代半ばが最も盛んで，伊勢参宮は享保のころ年間50万，60万人に達
した。これを軸として各地の旅や参詣が発展していった。 
東国の人はせいぜい讃岐の金毘羅宮まで，西国の人は信濃善光寺までだが、京・
奈良その他では，社寺の広大壮麗な王朝典雅な祭礼，大坂では新興芸能浄瑠璃や
芝居に陶酔した。また宿場の遊女は若者には旅の目当ての一つで，農民には，伊
勢御師の豪勢なもてなしは，なによりの喜びだった。京見物のような長旅は高嶺の
花で，近くの参詣や湯浴等がせいぜいだが，旅は江戸時代にはじめて民衆化し，娯
楽の極度に貧困な当時，そのもつ意義は現在に比してはるかに大きい。 
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循環思想 

「古事記」の記述範囲 と一致 

                                     

文献  現存する熊野縁起、最古の文献 『熊野権現御垂迹縁』（後白河法皇・二条
天皇 1163年長寛勘文）など諸書では、熊野の神々は、まず初めに神倉山のゴトビ
キ岩に降臨され、その後、景行天皇58年、現在の社地に新しい宮を造営してお遷り
になり、「新宮」と号したことが記されている。 熊野速玉大社の１ｋｍ南方、神倉神
社（今の祭神は高倉下命（タカクラジノミコト）と天照大神だが）のゴトビキ岩（その形
状からヒキガエルの熊野方言）の場所が磐座信仰、「速玉神と熊野牟須美神」の坐
す場所にふさわしい。 さらにゴトビキ岩の下からは銅鐸の破片が発掘されている。  

縄文から弥生への「出雲と熊野」 土器・銅鐸の遺跡が、神話のスサノオやオオクニ
ヌシを象徴している。 
 

考古学  紀州熊野（以下、熊野）の信仰起源を確認する。熊野は今の速玉大社
が所在する沿岸部を主に、縄文から弥生まで、出雲から近畿、東海と共通した文化
を持ち、人々の交流が継続されていたと考える。一方、熊野祭神の初見は、大同元
(806)年『新抄格勅符抄（しんしょうきゃくちょくふしょう）』。天平神護２(766)年、速玉神
と熊野牟須美神にそれぞれ４戸の封戸（ふこ）が与えられたと記される。なお、気比
も東方の「諸磯様式」などとの境界地域にあたる。 
 

 以上、文献 と 考古学 から、熊野信仰は速玉大社の場所が起源と判断され、 
古事記では安曇・宗像・住吉の名で登場する、縄文時代の海人族を関係させる。 
 

速玉大社の祭神は、熊野速玉大神、熊野夫須美大神であるが、前述その封戸を受
けた「速玉神と熊野牟須美神」と考える。夫須美と牟須美、つまり古事記で神産日神
と高御産日神などと表現される「産日（むすび）、生命誕生・再生の神」である。  
古事記では、神産日神と高御産日神の系統から伊邪那岐神と伊邪那美神が生まれ、
そのあと山神、海神、穀物神、建速須佐之男命、天照大御神、月読命が誕生する。 
熊野にとっては 「速玉神と熊野牟須美神」が信仰の誕生、むすびの神である。 

 熊野詣の本質 は  「皇祖神以前、自然神への畏敬崇拝 」と 考える。 
 

新羅入寇の時代、清和天皇は貞観元（859)年、熊野速玉と坐神を昇位した。 
翌860年には、武神 石清水八幡宮を創建。 貞観１０（868）年、地震連続、吉野深山
で修行した道珠に「修験」があると招いた。 （「修験」の初見、「日本三大実録」）  
寛平５年（893） 新羅賊「寛平の韓寇」の時代、宇多天皇も熊野詣 を始め、気比神宮 
を 正一位勲一等とした。古代神（スサノオ）への天皇親政/国防祈願である。 
宇多上皇時代 906年 月読神 極位、907年 熊野二神が昇位した。 
保元・平治の乱後、永暦元（1160）年 後白河法皇の 熊野詣、新熊野神社創建も 
同じ心情であろう。 密教を背景に天台本覚「草木国土悉皆成仏」森羅万象の仏性、
古代自然神への聖域詣。 親鸞伝記、曾孫の覚如著「御伝鈔」では、「証誠殿」熊野
神の本地を阿弥陀如来と垂迹、差別したが、一遍は神仏無差別した。  

熊野 の地 は、大和の人々にとって 山の遥か彼方にあり、出雲文化の終着、近

寄りがたい辺境の地である。 そこは、縄文の「産日（むすび）、生命誕生・再生の神」
の地であるとともに、死者の国、死後の世界に近しい土地だと考えられていた。そし
て、イザナミやスクナヒコナ、そして穀物を生みだす神を生む神、樹木の創造神であ
るスサノオの死の地 とされた。 すなわち、古代性を帯びた地域として、「魂・生命の
誕生と死、生命循環の場所」 として認識されていた、と考える。 その根拠、記紀に
著るされた日本神話は、かれらがすでに奉斎していた稲作・弥生時代の神、アマテ
ラスとは異なる「信仰の時代」、つまり、縄文文化時代を表現している。（以下詳細） 

生  スサノオの実像は、古事記では、穀物神との関係、出雲と紀伊の記事。さらに

日本書紀では、樹木の創造神として、他の二神と明確に差別化される。 彼の子、
五十猛神が天降る際に多くの樹木の種を持っていたが、筑紫から始め各地（大八洲
国）に植えたともされる。  日本書紀 「鬚髯から杉、胸毛から檜、尻毛から槇と榧、
眉毛から楠など体毛を抜いて作った各種の樹木を、五十猛神、大屋津姫命と枛津
姫命が全国に植えた」とされるスサノオ。 「亦能分布木種 即奉渡於紀伊國也 然後 
素戔嗚尊 居熊成峯 而遂入於根國者矣」と紀伊に至り根国に入ると記す。 五十猛

命は、「 爲有功之神 即紀伊國所坐大神是也」と、熊野に大神として祀られたとする。 
  古事記で、五穀を「二目生稻種、於二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥（麦）、於尻
生大豆」と生んだ大氣津比賣神（穀物神）。その神を誕生させたのはスサノオである。 
スサノオは、アマテラスの勾玉から、正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊（天孫降臨する邇
邇藝命の親）。天穗日命是出雲臣・土師連等祖也、天津彦根命是凡川内直・山代直
等祖也、活津彦根命、熊野櫲樟日命、凡五男矣。を生む。 そして熊野大社など熊野
三山に表現されているのは、古代の自然神、神倉神社や速玉の「岩」・本宮の「川」・
那智の「瀧」である。農耕の神ではなく、漁撈・狩猟に関係する 縄文の神 である。 
 

死  神武天皇が東征上陸した場所は熊野とされる。 熊野灘で神武は二人の兄を

失う。 稲飯命（イナヒノミコト）三毛入野命（ミケイリノミコト）は海で苦しみ死んだ。  
 『日本書紀』で、イザナミがカグツチを生んで死んだのち、遺体は紀伊国の熊野の
有馬村に葬られた。イザナギの唾液より速玉神が化生したとされる 「乃所唾之神、
號曰速玉之男」。また、スクナヒコナが熊野の御崎から常世（死後の国）に渡った。 
さらにスサノオも紀の国に渡り、熊成山から根の国（死後の国）に入ったと記される。 
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神社祭神  紀州 熊野三山   
・熊野本宮大社（ 家都美御子大神 けつみみこのお 
  おかみ（社伝 素蓋鳴大神））樹木を支配する神、 
  須佐之男命、五十猛命の説あり。 
  第二殿 中御前 速玉之男神 (日本書紀に掲載)   
家都美御子大神は『出雲国造神賀詞』に出てくる神
名を採用したものであり、『出雲国風土記』には「伊
佐奈枳乃麻奈子坐熊野加武呂乃命（いざなひのま
なご くまのにます かむろのみこと）」とある。  
 『先代旧事本紀』「神代本紀」にも「出雲国熊野に
坐す建速素盞嗚尊」とあり、素戔嗚尊とは同一神と
考えられていた。 
 

・熊野速玉大社 熊野速玉大神 熊野夫須美大神     
     摂社の神倉神社 弥生中期の銅鐸破片が発見    
・熊野那智大社（ 熊野夫須美大神 ）  
    第一殿 瀧宮 大己貴命（飛瀧権現）主祭神 



修験道 

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 の 法則 ・ 力 

自然共生・原生思想 

原日本人（漁撈・狩猟生活） 古代自然神信仰 

祖・首長・皇祖霊信仰  山の神 

神山信仰 

両部神道 
（真言） 

道教 

山王神道 
（天台） 

聖宝 

増誉 （ 増誉 ）寛治4（1090年） 
白河上皇熊野山行幸 
で先達を勤め 
熊野三山検校 
（ けんぎょう ）就任 

役小角 葛城・金峰・熊野・大峰 修業の地   
            (孔雀之咒法？)        

醍醐寺 

園城寺 円珍 
 
天台宗寺門派  

聖護院 

室町中期  当山派修験道  

         （吉野）大峯・金峯 

室町初期 本山派修験道 （熊野） 

空海 
真雅 

（ 聖宝 ） 

宇多天皇帰依、東寺
長者、僧正など重職。
役小角に私淑し吉野
金峰山で山岳修行、
参詣道整備や仏像
造立で金峰山中興。
役小角以降修験道
再興の祖とする伝承。 

金峯山修験本宗 
金峯山寺 

真言宗醍醐派 
醍醐寺三宝院 

本山修験宗 
聖護院門跡 

縄文 
 
 
弥生 
 
古墳 
 
 
 
 
 
飛鳥 
奈良 
 
 
 
 
 
平安 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
室町 
 
 
江戸 
 
 

金峰山寺（蔵王権現）南朝の中心に 

慶長19（1614）年 徳川家康命

天台宗天海が金峯山寺学頭に、
天台宗（日光輪王寺）傘下 

密教  
山中修行 

神仏習合 

法相宗 行基 

空也 

役小角 神変大菩薩諡号  
      寛政11（1799）年 
民衆 講による霊山登拝  

聖宝 理源大師諡号  
        宝永4（1707）年 

泰澄 白山 (十一面観音法) 

  原点回帰  と 反体制  非日常  死・再生 への 旅路    
 

  古代、「山」は神が降臨する場所、禁足地であった。雨をもたらす雲を生み、雨は川となり水をもた
らす。また「山」は風を、雲は雷を生む。 人智を超えた力が信仰を産霊び、結ばれる。大和の三輪山、
日吉の八王子山、紀州の熊野、京都では松尾の大杉谷、賀茂の神山など、縄文から弥生時代の
「神山信仰」が、神々の誕生起源である。その禁足地である「山」に分け入らせたのは神仙思想をも
つ道教、その影響が伺える「役小角」は、神山信仰と山岳修験の狭間で、神と仏、道教と密教を繋ぐ
存在である。 修験道では、天台本山派の高祖、真言当山派の元祖聖宝への秘法伝授者として、 
金峯山修験本宗では修験道始祖と金峯山開創者として、修験道諸派から尊厳される。 
  「役小角」原初伝来を、 「日本書紀」に続く六国史第二、菅野真道らの延暦16年（797年）「続日本
紀」、そして薬師寺僧、景戒著の弘仁13年 (822年) 頃の「日本霊異記」、それら平安初期文献から以
下要約する。 「役の優婆塞」 （役小角）は加茂役公、（舒明天皇の時代に）大和葛城に出自し、神仙
憧憬を持つ。呪法を用いて前鬼・後鬼を駈使し、金峯と葛木峯を通行。弟子の韓国連広足から妖惑
の罪で、もしくは葛木の一言主大神から天皇への謀反讒言を受け、文武天皇３（699)年、伊豆に遠
流される。 「日本霊異記」後日譚、釈免のあと新羅に至り一言主大神を呪縛し未だ解脱せずと記す。 
 賀茂の地や一言主大神は、古事記の神武東征以前の「出雲から大和」にかけた地祇国津神の系
統である。 大宝元（701)年施行された大宝律令、その令の註釈書である令集解の国記（868年頃成
立）では、天神天津神の伊勢と山城鴨に対し、大神と葛木鴨を地祇国津神と認識されたが、山城鴨
と葛木鴨は「高鴨神社」と「御歳神社」「鴨都波神社」から「下鴨神社」など全国鴨社は、天照大御神、
神武天皇以前の歴史で結ばれており、「葛城一言主神社」も同地域である。葛木南方、五条から吉
野は東阿田など、稲作に適さず縄文文化が永らく続く古代風土地であった。  
 

  以上の記述や歴史背景から、大倭朝廷から見た「役小角」は古代性を持つ反体制の象徴とされ
たと考える。 18才の文武天皇（実体は生母、のちの元明天皇）の701年「大宝律令」、710年「平城
京遷都」と、壬申の混乱期を経て、皇祖神話・国家体制整備を時代背景に、約１００年後の平安初期
に彼の伝承が記された。当時、都市中では寺院建立が規制されていたが、南山城・愛宕・西山・山
科など周辺山岳寺院では、すでに役小角は多く伝承されていた。 
  大宝令に定められた「僧尼令」は「僧尼の破戒行為的な犯罪に対する処罰、国家が任命した僧
綱による寺院及び僧尼への自治的な統制、私度や民衆教化の禁止及び山林修行や乞食行為に対
する制限」をした。 また、一言主大神は、712年『古事記』、雄略天皇460年に葛城山鹿狩りにおいて
天皇が敬服。720年『日本書紀』では共に狩りをする対等的立場に。 797年『続日本紀』には、天皇と
狩りの獲物を争い土佐国に流された。と変化された神である。その神を翻弄する役小角は、「まつろ
わぬ」集団内部の紛争、神祇祭祀に対する異教讒言の表現かもしれない。 
 

  「山中修行」は、古代性を持つ反体制的性格を底流し、都市的政治仏教から遠離した山岳で拡
大していった。  「役小角」と同時代、秦氏系統である「泰澄」は、越前白山から山城に至っている。
そのあと法相宗からは「行基」。 自然界と仏教・修行との関係は、奈良時代、宇宙的真理の華厳宗
「毘盧遮那仏」をめぐり接近。平安京天台は叡山、宇宙（法界）の真理（法）「大日如来」が最高仏の
真言密教は高野山を拠点に、天台から「空也」も愛宕で山中修行した。 

 平安京周辺山岳で、都創始前は法相僧侶の「観音菩薩」、都創始後は天台・真言で「薬師如来」が
主に祀られた。 一方、 ６００年代後半、役小角開山伝承の「金峯山寺」「大峯山寺」は「蔵王権現」
を本尊とした。釈迦如来（過去世）、千手観音（現在世）、弥勒菩薩（未来世）を本地とする権化であ
る。 密教彫像などの影響を受けて、仏とも神ともつかない日本独自の尊像が祀られた。  

修験道伝承では、蔵王権現は役行者が金峯山での修行の際に感得したとされる。 

蔵王権現 

熊野など山岳  
「生命循環の場所」 

魂の誕生と死、産霊の地 

熊野など山岳 
「生命を支える場所」 

漁撈・狩猟、御食の地 

（平安後期） 
阿弥陀浄土の地へ 

白鳳～ 
平安中期 
 
観音補陀落 の地 

文永11（1274）年 一遍 熊野夢告 

奈良時代 
国家鎮護 観音 

密教 
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熊野信仰の構造 

原点回帰 

山岳信仰・修業 

清浄心 清明心 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承信仰 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別 

自然神 （山・海・水）  

「自然なる信仰」  



古事記より 三貴神誕生から天孫降臨直前まで   出雲 と 紀伊の国  （ 出雲から倭国へ ）大穴牟遲神は、
因幡の素兎を助けた後、八十神の罠で死ぬが神産巣日神の使いで再生。母親刺國若比賣の勧めで木國（紀伊の
国）之 大屋毘古神之御所へ遣わしたが、またも八十神から逃れるため須佐能男命がいる根堅州國行きとなる。そ
して、須佐之男命の娘、須勢理毘賣を娶る時、黃泉比良坂まで追い駆けてきた須佐之男命から、奪った大刀と弓
矢で八十神を追い払い、大國主神また宇都志國玉神となって宇迦能山の麓に御殿を建てる様に告げられる。 
その後、大国主は、高志（越）の国の沼河比売、胸形（宗像）の多紀理毘賣命とも結ばれ、出雲から倭國に向かい
神産巣日神之御子である少名毘古那神（書紀で、行至熊野之御碕、遂適於常世鄕矣）、御諸山上神（三輪山の
神）と葦原中國を作り堅めた。（冒頭 銅鐸分布と適合） 

   スサノオとはどんな存在であったか？ 記紀と同時代７３０年頃までに成立した名神大社や、現代なお多くの神社で祀られている大国主ではなく、スサノオがアマテラスと
対極として語られている。大国主＝出雲勢力＝銅鐸(出雲から大和に分布）＝弥生時代（大和では唐古・鍵遺跡）を前提とするなら、その祖とされるスサノオは弥生初期か
縄文時代を絶対条件に考えせざるえない。 実在の是非より、条件に沿って何を象徴しているか？を検討する事に意味があると考える。 実はその時代にスサノオ神話と
関係する確かな手掛かりがあった。 山陰から近畿、北陸中部、東海、そして紀州熊野にも、他の地域と異なる「北白川下層様式土器」が連なる。出雲では東部を中心に出
土、北九州の「轟様式」が混在している境界である。以上は越の姫、宗像の姫などの記事とも符合する。古事記の「速須佐之男命、宮可造作之地、求出雲國、爾到坐須賀
此、下效此地而詔之「吾來此地、我御心須賀須賀斯而。」スサノオ宮はその出雲東部に「須我神社」として残る。「出雲風土記」彼は平和で古事記高天原の悪態は無い。 
 

 スサノオの実像は、古事記では、穀物神との関係、出雲と紀伊の記事。さらに日本書紀では、樹木の創造神として、他の二神と明確に差別化される。 彼の子、五十猛神
が天降る際に多くの樹木の種を持っていたが、筑紫から始め各地（大八洲国）に植えたともされる。  
  日本書紀 「鬚髯から杉、胸毛から檜、尻毛から槇と榧、眉毛から楠など体毛を抜いて作った各種の樹木を、五十猛神、大屋津姫命と枛津姫命が全国に植えた」とされる
スサノオ。 「亦能分布木種 即奉渡於紀伊國也 然後 素戔嗚尊 居熊成峯 而遂入於根國者矣」と紀伊に至り根国に入ると記す。 五十猛命は、「 爲有功之神 即紀伊國所坐

大神是也」と、熊野に大神として祀られた。 とする。 
  古事記では、五穀を「二目生稻種、於二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥（麦）、於尻生大豆」と生んだ大氣津比賣神（穀物神）。その神を誕生させたのはスサノオである。 
スサノオは、アマテラスの勾玉から、正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊（天孫降臨する邇邇藝命の親）。天穗日命是出雲臣・土師連等祖也、天津彥根命是凡川內直・山代直等
祖也、活津彥根命、熊野櫲樟日命、凡五男矣。を生む。そして熊野大社など熊野三山に表現されているのは、古代の自然神、神倉神社や速玉の「岩」・本宮の「川」・那智
の「瀧」である。 農耕の神ではなく、明らかに漁撈・狩猟に関係する縄文の神である。 
 

  出雲熊野の櫛御気野命や紀州熊野本宮の家都美御子大神は、縄文時代の狩猟生活、海人族・山麓（族）たちの自然神と考える。  
出雲では西方の大国主と和合継承、銅鐸に「網」紋様が残る。対するアマテラスは、弥生時代・絹織文化の象徴であり、皇祖神の立場が付加された存在と考えれば理解で
きる。絹織文化は弥生初期の北九州有田遺跡から、弥生時代末に大和の纏向遺跡に至る。スサノオはアマテラスの織姫を驚かせ織機の道具、杼（ひ）で死なせた。 
  藤原基経が始めた関白を廃し天皇親政、菅原道真進言で遣唐使を廃した寛平の治の宇多天皇。延喜４年（904）仁和寺御室を建立し初の法皇に、国風文化大成である
古今和歌集から二年後、907年熊野に詣でた。992年花山上皇詣を経て、応徳3（1086）年から院政の白川上皇、石清水八幡宮の次に1090年熊野詣に。その後、亀山上皇
まで約２００年、鳥羽・後白河・後鳥羽上皇で熊野詣が最盛した。 
 

 熊野詣の本質は「皇祖神以前、自然神への畏敬崇拝」と考える。新羅入寇の時代、清和天皇は貞観元（859)年熊野速玉と坐神を昇位、翌860年に石清水八幡宮創建。 
宇多天皇も新羅危機「寛平の韓寇」で熊野詣を始め、気比神宮を正一位勲一等に。古代神（スサノオ）への天皇親政国防祈願と考える。 
上皇時代906年月読神極位、907年熊野二神昇位。保元・平治の乱後永暦元（1160）年後白河法皇の熊野詣、 
新熊野神社創建も同じ心情であろう。 密教を背景に天台本覚「草木国土悉皆成仏」森羅万象の仏性、古代自然神 
への聖域詣。親鸞伝記、曾孫の覚如著「御伝鈔」では、「証誠殿」熊野神の本地を阿弥陀如来と差別したが、一遍 
は神仏無差別した。 熊野詣は室町に衰退するが、聖・御師（おし）・山伏による全国勧進活動により江戸時代には 
大衆盛況する。 
 応神天皇は敦賀の気比神、伊奢沙和気(いざさわけ)大神に、「我に御食(みけ)の魚(な ・ 名？)給へり」と言った。 
神武天皇は若御毛沼(わかみけぬの)命、熊野大社も神祖熊野大神櫛御食野(みけぬの)尊である。 
では「御食」とは何か？ それは古代自然・食物神の魂を表し、御食を給わることは、神の魂を賜り「誓約」即位と 
考える。御食（御気・家）の名を持つ古代自然神への高い価値感は、難局に遭遇した天皇たちの熊野詣や神位昇格 
で明らかである。  

                                    

神産巣日神 
カミムスヒ 

天之御中主神 
アメノミナカヌシ 高御産巣日神 

タカミムスヒ 

建速須佐之男命 
スサノオ 

月読命 
ツクヨミ 

天照大御神 
アマテラス 

伊邪那岐神 
イザナギ 

伊邪那美神 
イザナミ 

火産霊 愛宕神 
ホムスビ 

別名 カグツチ 雷 

和久産巣日神 
ワクムスビ 

（子）豊受比売神 
トヨウケヒメ 

大気都比売 
オオゲツヒメ 

「山神  八柱」 
「建御雷之神ら 
雷火神・剣神 八柱」 

（子）倉稲魂命 稲荷神 
     （ウカノミタマ） 
    大年神 （稲・穀物神） 

五穀・蚕 
(日本書紀） 

五穀・蚕 

皇祖の系統 役割は？ 

保食神 

古代自然神（縄文） 稲作皇祖神（弥生） 
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                   (みけ)                     

神社祭神 
出雲  
熊野大社 伊邪那伎日真名子 加夫呂伎 熊野大神 櫛御気野命（ くしみけぬのみこと ）と称える素戔嗚尊 ( 社伝より ） 
       櫛御気野命は、櫛は奇霊（くしび）、御気は御食または御木のことで、 明治以降の復古主義神名「神祖熊野大神 櫛御食野命」と同神 
敦賀 
氣比神宮 伊奢沙別命（社伝で笥飯けひ大神 、御食津大神とも)  神功新羅遠征後 応神天皇と名(魚）を交換 「日本書紀」   
       宇多期の寛平5（893）年までに正一位勲一等 （同時代では、山城賀茂神、藤原系の春日大社、松尾神、月読神に限られる） 
       御食津神は、食物を司る神  宮中で祀られていた宮中八神の一柱  八神殿は、日本の律令制下で古代から中世の間に神祇官西院に設けられた、天皇守護の８神を祀る神殿。 
       他は、神産日神（カミムスビ）と高御産日神（タカミムスビ）、玉積産日神（タマツメムスビ）、生産日神（イクムスビ）、足産日神（タルムスビ） 大宮売神、事代主神。  
       皇祖神であるアマテラス（天照大御神）が含まれていない。 
 

紀州 
熊野三山  熊野本宮大社（ 家都美御子大神 けつみみこのおおかみ（社伝 素蓋鳴大神））樹木を支配する神、 須佐之男命、五十猛命の説あり。 
        第二殿 中御前 速玉之男神 (日本書紀に掲載)   家都美御子大神は『出雲国造神賀詞』に出てくる神名を採用したものであり、 
        『出雲国風土記』には「伊佐奈枳乃麻奈子坐熊野加武呂乃命（いざなひのまなご くまのにます かむろのみこと）」とある。  
        『先代旧事本紀』「神代本紀」にも「出雲国熊野に坐す建速素盞嗚尊」とあり、素戔嗚尊とは同一神と考えられていた。 
       熊野速玉大社 熊野速玉大神 熊野夫須美大神  摂社の神倉神社 弥生中期の銅鐸破片が発見     
              熊野那智大社（ 熊野夫須美大神 ）  第一殿 瀧宮 大己貴命（飛瀧権現）主祭神 
玉置神社 国之常立神 伊弉諾尊 伊弉冊尊 天照大神 神日本磐余彦命  古くより熊野から吉野に至る熊野・大峰修験の行場の一つ 
       玉置山山頂近くの玉石を神体とする末社玉石社を玉置の称の由来とし、地主神または奥の院と位置づけ、山容神奈備崇拝が起源説。 玉置山を「熊野三山の奥の院」は江戸中期に初見 

玉置神社 
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   「修験道」は、古代の「自然なる信仰」、特に神山信仰を起源とし、飛鳥時代から鎌倉時代に出現した、神仏習合や山岳修
行、天台教学や密教などの影響を受け、日本独自に仏教的神道宗教として成立した。 
その成立過程と信仰思想的構造を、「日本文化の原理」で、図解した。 
  

 「本山修験宗 聖護院門跡」よると、「修験道」は、煩悩で曇る本来の本性（仏性）を、修行で験徳を顕わす業道である。とする。 
以下引用 編集した。 
 

  日本人は昔から山には神々が宿ると信じ、山の神を信仰して来た山岳信仰、自然崇拝に源を発した民族信仰を持っている。 
これは日本の国土が山に覆われ、四季折々に変化する大自然と信仰が結びついていたからである。  
山自体をご神体（法体）として拝むことに始まり、山の中、つまりご神体の中に入って修行することにより呪術的な験力を得る
事を望んだ。 また仏教が伝えられると仏教と融和し、神道・儒教・道教・陰陽道等をも融合して仏教的神道的色彩の濃い「日
本独自の神仏習合・権現信仰の色彩が強い修験道」が完成されて来た。  
  修験道では今から約１３００年前に誕生された役行者神変大菩薩を開祖と仰ぎ、聖護院では平安期の高僧、第５代天台座
主智證大師圓珍を中興の祖と呼んでいる。 修験道は山岳崇拝の精神を基とし、厳しい山々で修行し、困苦を忍び、心身を修
練し、悟りを開いて仏果を得る、という出家在家を問わない菩薩道、即身即仏を実修する日本古来の宗教である。 
    人は本来、仏様と同じ本性（仏性）を持っている。ところが煩悩という迷いの中で悪い事を行ってしまい、本性を曇らせてい
る。 修行してこの曇りを磨き、悪から離れて清らかな本心を発揮する。 
そして「法の徳を顕わす」ことが修験の意味で、これを実践する人を「修験者」と言う。 修験十二箇条に、「凡ソ修験ト称シ候ハ、
実行ヲ修シ験法コレヲ成スル之義也」 秘訣集に、「修トハ修生始覚ノ修行、験トハ本有本覚ノ験道ナリ」とある。 
     修行とは、”毎日の生活が則ち修行である”ということに気づき行動する事。 経典は主として、法華経（妙法蓮華経）・不動
経（稽首聖無動大威怒王秘密陀羅尼経）・般若経、錫杖経（得道梯橙錫杖経）を読む。しかし天台宗の影響を受け、法華懺法
や例時作法（阿弥陀経）も日課とする。 修験道の思想からすると、宇宙一切の事象や音声は、皆「法身の顕れ」である、ありと
あらゆる全て経でないものはない。 とする。 
 

   鈴木大拙氏は「日本的霊性」の中で、「修験道」について、それまで貴族たち上層部に留まっていた奈良仏教や最澄・空海
の真言が、「神道」と抱合を遂げて発展し、それは日本的霊性の外郭に触れた、という。  
  本論、「日本文化の原理 日本的霊性、大地の思想とは」で、その「日本的霊性」を理解する手掛かりである「聖徳太子」、 
「大地性」、そして「修験道」に共通する思想が、「万物自然そして人間、また人間同士の一体性と共生和合」である。と考えた。  
仏教では、弥陀という名で、万物自然の般若（超越的智慧）と大悲（般若と得て個人的な利益や苦悩に思う患わず作用する万
物への愛）を認識し、「禅」で内省的に自覚、「浄土系思想」では称名することで体認する。  
「修験道」は、自然の中での体認を通じて「大地」を感じる、そこで直覚させるものが日本的霊性ではないだろうか。 と考えた。  
 

  鈴木大拙氏の考えは、「日本文化の原理」と一致する。 以下に原理に沿って整理した。 
 「自然の法則・力」への崇敬、畏敬を頂点とする「自然なる信仰」が原初的に発祥した。そこに生まれたマナイズム、万物精霊
から発想される「魂の継承」への思いは根本的価値を重んずる考えを育み、循環思想となった。 すなわち、「日本的霊性」で
は、「日本的情牲」と表現された精神性であり、修験道では内面に仏性を見いだすこと。これは「自然なる人間」を感じることで
ある。 古代からの表現でいえば、「霊（ヒ）の存在、清浄な水に宿る魂、穢・祓い」から連なる心である。 
また、一方では、自然の恩恵を願う現実的な心情は、現利思想となった。 時間軸である循環思想と現在（今の関係性・空間
牲）軸である現利思想となった。 「日本的霊性」では、「日本的知性」と表現された精神性であり、修験道では自然の中の人
間の存在を直覚的に体験すること。 これもまた「自然なる人間」を感じることである。古代からの表現でいえば、「自然への恩
恵畏怖」から連なる心である。 この場合、禅と同様に肉体的行為を伴う点で、循環思想と比べ特徴となる。そして、その相対
する両極思想の均衡習合が和合思想であるが、まさに修験道では、両方の精神性が「自然なる人間」につながっている。  
この様に、修験道が成立した信仰の歴史は、「日本文化の原理」から解釈すると理解しやすいと考える。 
 

  禅は、仏陀の精神である般若（超越的智慧）と 大悲（般若と得て個人的な利益や苦悩に思う患わず作用する万物への
愛）を直接に見ようと欲する。仏陀の精神である般若（超越的智慧）と大悲（万物への愛）を直接に見、我々の内に睡っている
般若を目ざまそうとする。 精神に焦点を置き、形式や知性と論理を蔑視し、事物の真髄が把握せられた後に、知識の価値を
知る事ができる。禅の考え方は、精神に焦点を置き、形式・慣例・儀礼の否定が精神を浮き彫りにする。無執着である超越的
な孤高が、清貧主義、禁慾主義の精神である。 孤高は仏教では絶対と解釈され、森羅万象の中に存在する。 
鈴木大拙氏の、この「禅」の定義は、上記「修験道」と共通する。 「静なる禅」と「動なる修験道」 表層の行為に違いがあるが、
目的に大差はないと考える。 主に実践者自身への両者と比較すると、浄土系思想の、他者供養まで包含する信仰特徴が浮
き彫りとなる。 しかし、それらいずれもが出家在家を問わない宗教的行為であることは、いかにも日本的霊性の産物と考える。 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

禅 浄土系思想 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承信仰 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

大地 の思想 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

日本的情性 日本的知性 
日本的霊性 

原生・有儘 （ありのまま） 
単純・簡素調和・精美   

根本思想 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

循環とその継承 
自然たる持続   

現実、現在の 
自然たる恩恵   

「日本文化の原理」 から解釈した 修験道へのアプローチ   

「純粋他力」と「大悲力」 「般若と大悲」内なる般若の自覚 

修験道 

山岳信仰・修業 

密教  
山中修行 

現実思想 

神仏習合 

「聖徳太子」 
神仏儒一致の源流 

自然神 （山・海・水）  

神山信仰 

「信仰」から「思想」へ  

「思想」から 
「霊性」顕在へ  

「自然なる信仰」  

安然・良源 「草木国土悉皆成仏 」 

   天台智顗 「三諦円融」との適合 

現実牲 「山中」 
自然の中で実践   

霊牲 「大地」 
自然の力を感じる   

自然なる万人浄土 内なる自然 
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  我が国古代からの「自然神への信仰」と清浄心、 陰陽の「自然・宇宙の森羅万象」、道教の「神仙思想」、本来の仏教である「現世での煩悩克服」、孔子の儒教からは「性善説と治世者の徳と実践」
を強調する孟子的な考え。 修験道の信仰を考えると、それらを原初的にすでに内在し、そのため、渡来した各々の信仰思想を受容融合できた、と考える。  
  日本信仰思想と修験道本山派の教えを総合的に比較すると、「循環思想」である来世往生、浄土信仰が含まれていない様に一見、見受けられる。 しかし、熊野が本来、「観音補陀落の地」である
ことは、特に奈良・京都の多くの山岳寺院の起源である修験活動と、本尊観音信仰の一致に受継がれていると考える。 聖護院など修験道寺院で、読経されている「法華経」教義も、三世益物(さんぜ
やくもつ)の本仏釈尊を強調し、二十五番の妙法蓮華経「観世音菩薩普門品」では、「仏言。若復有人。受持観世音菩薩名号。乃至一時礼拝供養。 是二人福。正等無異。於百千万億劫。不可窮尽。
無尽意。受持観世音菩薩名号。」と、その功徳の永遠性を説く。 吉野金峯山の「蔵王権現」は、過去・現在・未来の三世にわたる衆生の救済を誓願して出現した、とその部分を強調する。 しかし修験
道宗派全般では、個別の経典に執着無く、実践重視である。 
  熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三社からなる熊野三山の祭神神々を「熊野権現」と呼ぶ。 特に主祭神である家津美御子（けつみみこ）・速玉・牟須美（ふすび、むすび、または「結」
とも表記）のみを指して熊野三所権現、熊野三所権現以外の神々も含めて熊野十二所権現ともいう。 各神社の主祭神は以下の通りであるが、相互に祭神を勧請しあい、前述のように三山では三神
を一緒に祀り、熊野として一体習合している。 熊野本宮大社の主祭神の家都御子神（けつみこのかみ）または家都美御子神（けつみこのかみ）は阿弥陀如来、新宮の熊野速玉大社の熊野速玉男神
（くまのはやたまおのかみ）または速玉神（はやたまのかみ）は薬師如来、熊野那智大社の熊野牟須美神（くまのむすみのかみ）または夫須美神（ふすみのかみ）は千手観音とされる。三山はそれぞれ、
本宮は西方極楽浄土、新宮は東方浄瑠璃浄土、那智は南方補陀落浄土の地であると考えられ、平安時代以降には熊野全体が浄土の地であるとみなされるようになった。 
  熊野祭神の初見は、大同元(806)年『新抄格勅符抄（しんしょうきゃくちょくふしょう）』で、天平神護２(766)年、速玉神と熊野牟須美神にそれぞれ４戸の封戸（ふこ）が与えられたと記される。周辺の考
古学情報からも、沿岸部の縄文から弥生時代の自然信仰に原初する。 熊野と吉野は、古代の自然信仰と、仏教的習合を繋ぐ古道である。 奈良の平城京、京都の平安京から見れば、まさに、その
時々、時代から、古代にさかのぼる古道でもある。 原初原点に回帰し、清浄なる地で、その自然なる力と一体になり、神名の「速玉・牟須美」（タマ 魂 ・ ムス 産霊）に表現される生命力、再生を憧憬
する古道である。 天皇や上皇たちの熊野詣の本質は、「天変地異」や、「貴族社会と武家社会」混乱に際し、それらの心情、信仰を背景とした「皇祖神以前、自然神への畏敬崇拝」と考える。 
 

    「修験」の初見は、「日本三大実録」の貞観１０（868）年、吉野深山で修行した道珠に「修験」があると聞かれた天皇が招かれたとある。 当時は清和天皇であり、その記事の前日7月8日、播磨国で
地震。官舎、諸寺堂塔ことごとく頽倒。前年から引き続き、毎月のように地震があったことも記されている。 
 鎌倉時代、熊野を拠点とする熊野修験、大和諸大寺から金峯山修行、廻国修行する二つのグループが形成。 室町末期、前者の聖護院本山派(天台系)が地域組織「霞」を結成し、後者、興福寺など
から醍醐寺に結集し当山派(真言系)で組織対抗。江戸時代には「修験道法度」で修験者の二派帰属・統制され、金峯山寺は天台傘下となるが、戦後に「金峯山修験本宗」として独立する。 
  「熊野での仏僧入山修行」は、 「日本霊異記」宝亀３（772）年、興福寺沙門「永興」が初見。天台の第５代座主、智證大師円珍（814－891）が、 熊野那智の滝に一千日篭居をされた後、熊野より大
峰修行された。 平安時代には、浄蔵、花山法皇、文覚たちの山籠、大治5（1130）年、天台沙門「行誉」らによる埋経など末期にかけて記録が増える。 「熊野権現御垂迹縁起」は長寛元（1163）年まで

に記されており「家津美御子大神本地が阿弥陀如来」など熊野三所権現として神仏習合した。 「熊野権現金剛蔵王法殿造日記」には、熊野から吉野金峯山までの踏破を試みた山伏の一人、「長円」
が延久２（1070）年、熊野権現縁由を説明したことで、白河上皇御幸に至った、と記する。 吉野の金峯山、熊野を拠点とし大峯山への入峯修験者、貴紳の熊野詣、御嶽詣(金峯山参詣)が盛んとなりそ
の先達活動が増える。  
  増誉（ぞうよ、長元5年（1032年） - 永久4年（1116年））は、平安時代中期の天台宗の僧。父は大納言藤原経輔。一乗院大僧正と称される。 園城寺（三井寺）の乗延に師事し、行円の下で得度、行
観（ぎょうかん）から灌頂を受けた。 葛城山や、師と慕したう円珍が生前行っていた熊野で大峰修行し、修験僧として名をはせ、寛治4（1090）年、白河上皇の熊野詣の先達（案内役）を務めた。 この
功により増誉は初代の熊野三山検校（霊場の統括責任者）に任じられ、役行者が創建したとされる常光寺を下賜され、同年、「聖体護持」を意味する「聖護院」の名で修験道寺院を創建した。この後上
皇による熊野御幸案内は代々聖護院大先達が勤め、 「伊勢へ七たび 熊野へ三たび 愛宕まいりは月まいり」と言われるほど、熊野詣は盛んになり、また愛宕山も修験の行場として栄えた。 

                                            

 「修験道」は、煩悩で曇る本来の本性（仏性）を、修行で験徳を顕わす業道である。 
 以下、「本山修験宗 聖護院門跡」より 
    人は本来、仏様と同じ本性（仏性）を持っている。ところが煩悩という迷いの中で悪い事を行ってしまい、本性を曇
らせている。 修行してこの曇りを磨き、悪から離れて清らかな本心を発揮する。 
そして「法の徳を顕わす」ことが修験の意味で、これを実践する人を「修験者」と言う。 修験十二箇条に、「凡ソ修験ト
称シ候ハ、実行ヲ修シ験法コレヲ成スル之義也」 秘訣集に、「修トハ修生始覚ノ修行、験トハ本有本覚ノ験道ナリ」と
ある。 
     修行とは、”毎日の生活が則ち修行である”ということに気づき行動する事。 経典は主として、法華経（妙法蓮華
経）・不動経（稽首聖無動大威怒王秘密陀羅尼経）・般若経、錫杖経（得道梯橙錫杖経）を読む。しかし天台宗の影響
を受け、法華懺法や例時作法（阿弥陀経）も日課とする。 修験道の思想からすると、宇宙一切の事象や音声は、皆
「法身の顕れ」である、ありとあらゆる全て経でないものはない。 
  日本人は昔から山には神々が宿ると信じ、山の神を信仰して来た山岳信仰、自然崇拝に源を発した民族信仰を
持っている。 これは日本の国土が山に覆われ、四季折々に変化する大自然と信仰が結びついていたからである。 山
自体をご神体（法体）として拝むことに始まり、山の中、つまりご神体の中に入って修行することにより呪術的な験力を
得る事を望んだ。 また仏教が伝えられると仏教と融和し、神道・儒教・道教・陰陽道等をも融合して仏教的神道的色
彩の濃い「日本独自の神仏習合・権現信仰の色彩が強い修験道」が完成されて来た。 修験道では今から約１３００年
前に誕生された役行者神変大菩薩を開祖と仰ぎ、聖護院では平安期の高僧、第５代天台座主智證大師圓珍を中興
の祖と呼んでいる。 修験道は山岳崇拝の精神を基とし、厳しい山々で修行し、困苦を忍び、心身を修練し、悟りを開
いて仏果を得る、という出家・在家を問わない菩薩道、即身即仏を実修する日本古来の宗教である。 

聖護院門跡 
本尊 不動明王 
平安時代 後期 
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  吉野の金峯山寺は、６００年代後期、役小角が金峯山山上ヶ岳で一千日の修行に入り、修験道独特の本尊・金剛蔵王大権現を感得し、この姿を山桜に刻んで、山
上ケ岳（現：大峯山寺本堂）と山麓の吉野山（現：金峯山寺蔵王堂）に祭祀したことを開創と伝える。 権現とは権（仮り）に現われるという意味で、本地仏の釈迦如来（過
去世）、千手観音（現在世）、弥勒菩薩（未来世）が権化されて、過去・現在・未来の三世にわたる衆生の救済を誓願して出現した。また金剛蔵王とは、金剛界と胎蔵界
を統べるという意味も表わす、とする。  現在の本尊、木造蔵王権現立像三躯は、本堂が再興された天正19年（1592年）頃の制作である。 
 

  金峯山寺創建縁起について、「金峯山秘密伝」は、「天智天皇白鳳十一年正月八日役行者始」とする。 延元元年（北朝建武３年）1336年、持明院統の北朝光明天
皇による足利尊氏が京都を制圧し開幕した。 「金峯山秘密伝」は、その歴史の中で、後醍醐天皇の吉野南朝樹立にあたり護持僧となった醍醐寺の文観が著し、後醍醐
天皇に献上された書物である。 今の「金輪王寺」は、その時に後醍醐天皇が皇居とした金峯山寺の塔頭「実城寺」で、吉野朝皇居跡とされている。その 「天智天皇白鳳
11（671）年」は、「日本霊異記」に語られる当時の役小角記録や、大宝年間（701～704年）の愛宕山に伝わる越前「泰澄」との開山、天狗伝承とも時代が一致する。 「金
峯山秘密伝」には、役小角が修行霊山として金峯山と大峯山を開山したことや、金剛蔵王権現、眷属の八大金剛童子、子守、勝手、天川弁才天の五尊や諸尊、諸神の
次第も詳細されている。 また、そこに掲載されている「吉野種子曼荼羅」には、金剛蔵王権現を中心とした信仰の大成が表現され、金剛蔵王権現を中心に、釈迦、観
音、弥勒三尊と、金剛界大日と退蔵界大日など中核に祀られ、上部には吉野熊野とも呼ばれる弥山の神格とされる龍神の天川（天河）弁財天を中央に祀り、天満（御霊
神）、牛頭（疫神）などで外隔が構成されている。 
 

 「金剛蔵王権現信仰」の成立過程  
古代神山信仰の流れから、 「木曽御嶽」に残るように多くの岩石が折り重なる各国の高山を、美称「御」を冠し「御嶽」と呼んだ。その中で、吉野金峯山は「金の御嶽」と
呼ばれていた。 

  奈良時代天平神護2年（766年）、元興寺法相宗青年僧の護命（ごみょう）が、吉野山麓の比蘇寺で「虚空蔵求聞持（ぐもんじ）法」を行った。弘法大師が護命僧正八十
才の寿を賀した詩文が、『性霊（しょうりょう）集』にあり、『元興寺の大徳僧正、年八十に登（すす）んで、智ほ十二（十二部経）に明かなり、無着（むちゃく）世親（せしん）
の論、奥きを探（さぐ）り、旨（むね）を諳（そら）んず。……二美（福と智）兼修し、六度（六パラミツ）具（つぶさ）に行ず。謂（いい）つべし仏家の棟梁、法門の良将なる者な

り』等と最高讃辞をつらね、美しい詩文で『卓たる彼の人宝（じんぽう）、謂うべし国の珍』と人間的国宝であることを宣言して結んでいる。 護命は、南都仏教の護持につ
とめ、最澄の比叡山「一乗止観院」の大乗戒壇設置には反対している。 
  平安時代に、役小角伝承が広がる。 ８００年代後半、空海の実弟真雅の入室弟子であり、東大寺で修行していた聖宝が役小角に私淑した。 吉野の金峰山（きんぷ

せん）で山岳修行を行ない、参詣道を整備。吉野山に本尊如意輪観音と脇侍の多聞天（毘沙門天）、金剛蔵王菩薩を祀った。 貞観16（874）年、聖宝は、京都山科の笠
取山山上に准胝(じゅんてい)・如意輪(にょいりん)の両観音像を安置し、山岳修業から「醍醐寺」が始まる。 今日、上醍醐と呼ばれている場所である。 その後、聖宝は、
宇多法皇の帰依をうけ、延喜元（901）年、東寺大僧都に任ぜられる。 延喜7（907）年には、醍醐寺が醍醐天皇御願寺となる。以後、山麓の下醍醐を中心に飛躍的に発
展。聖宝は、醍醐天皇のために、准胝堂で皇子誕生を祈願し、のちの朱雀・村上両帝たちが生まれる。 金峰山の発展に尽力したことから、聖宝を役小角以降途絶え
ていた修験道の再興の祖とする伝承が生まれた。 のちに「修験道当山派」の本山となる「三宝院」は、永久3年（1115年）、左大臣 源俊房の子で醍醐寺14代座主勝覚
が灌頂院（かんじょういん）として開き、後に仏教の三宝にちなんで現在の名に改めた。康治2年（1143年）に鳥羽上皇の御願寺となっている。 鎌倉から南北朝時代に
かけ、成賢（7世）・憲深（11世）・賢俊（21世）と高僧を輩出し、足利尊氏から厚く保護された。応安7年/文中3年（1374年）足利義満が三宝院23世である光助を室町幕府
の祈祷を行う武家護持僧の管領役に任じられた。25世満済は「黒衣の宰相」とも呼ばれ、応永3年（1396年）に足利義満の猶子となって醍醐寺座主に任じられ、後には
足利義教の将軍擁立にも活躍するなどした。以後、歴代院主が醍醐寺座主を兼ねる慣例が成立する。また、古くから醍醐寺は真言宗系の修験の中心であったが、 
この頃から三宝院が真言宗系の修験者・山伏の取締にあたるようになる。室町時代中期から形成され、江戸幕府によって公式に成立する「当山派修験道」では、聖宝
を祖とし、以上の経緯から真言宗との関係が深い。 
  

 「金剛蔵王権現」の初見は「藤原道長金剛経筒銘文」で、寛弘４（1007）年、藤原道長が金峯山上に納経し、釈迦の化身として金剛蔵王権現に弥勒菩薩下生まで埋経
守護を祈願している。 
 １１００年代に記された「東大寺要録」では、盧舎那仏である大仏鋳造のため、良弁が金拠出を吉野の蔵王権現に依頼するが、弥勒菩薩下生の準備であると断られた。
代わりに告げられた通り、近江志賀に河辺に如意輪観音を祀り祈願すると、東北より金が発掘できた。そのため、如意輪観音と、脇侍として執金剛神と金剛蔵王を祀り
寺とした、とする。 その寺が、天平19（747）年創建の「石山寺」である。石山寺寺伝では、聖武天皇の勅願による同年もしくは天平勝宝元（749）年、開基とする。国宝本
堂の正堂は永長元年（1096年）再建で、滋賀県下最古の建築である。 内陣には本尊如意輪観音を安置する巨大な厨子がある。合の間と礼堂は淀殿寄進で慶長7年
（1602）に建立された。合の間の東端は「紫式部源氏の間」と称され、執筆中の紫式部像が安置されている。礼堂は傾斜地に建ち、正面は長い柱を多数立てて床を支え
る懸造（かけづくり）で最古建築。懸造本堂は、清水寺、長谷寺など、観音菩薩を祀る寺院に多い。山岳での観音信仰を象徴している。 

吉野曼荼羅図（重文） 
西大寺所蔵 
南北朝時代 

吉野種子曼荼羅 

 現存最古の蔵王権現 彫刻  
鳥取県東伯郡三朝町の三徳山（みとくさん）三仏寺（さんぶつじ）は、『伯耆民談記』で、慶雲3年（706年）、修験道の開祖である役小角（役行者）が子守
権現、勝手権現、蔵王権現の三所権現を祀ったのが始めとされている。  永和元年（1375年）の修理棟札で「蔵王殿」と名称された国宝「三仏寺奥院
（投入堂）」がある。 平安時代末の、投入堂正本尊である木造蔵王権現立像と、本尊像とともに安置されていた木造蔵王権現立像 6躯がいずれも国
重要文化財で、現在は宝物殿に安置されている。  
  本尊は、右足を高く上げ、焔髪を逆立てる典型的な蔵王権現像であるが、忿怒の表情は控えめで、全体に平安後期彫刻特有の穏やかな作風。像
内納入文書に仁安3年（1168年）の年記がある。 
その他の6躯の内、一番古い像は、年輪年代法によって1025年の伐採年代が確定されている。蔵王権現の最古の彫像である。 

吉野金峯山寺 本尊 

三仏寺奥院 
（投入堂）本尊 
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三十三所観音  国史大辞典 編集 
 

観世音菩薩の像を安置する三十三ヵ所の霊場。三十三観音・三十三番札所ともいう。 
平安時代の末に畿内近傍に起ったが、巡礼が盛んになるにつれて各地に生じ、区
別のため地方名を冠するに至った。西国・坂東・秩父の三十三所観音が全国的な尊
崇を得た。三十三の数は、観音が衆生救済のために三十三身として現われるとの
『法華経』普門品の所説にもとづく。この三十三所を巡拝して観音の功徳にあずかる
ことを願う風習の起源については、養老年間（七一七―二四）大和国初瀬寺の徳道
に始まるとか、花山法皇が退位後、河内国石川寺の仏眼、書写山の性空らより霊場
巡拝の功徳を聞き始めたとか伝えるが、確証はない。 
  平安時代の中期、伝統的観音寺院のほかに多数の観音霊場が形成されるが、
入宋僧の五台山などの聖地巡礼の影響を受けて、これら霊場を結ぶ形での聖・修
験者の巡礼がみられる。 十世紀の貴族社会で、観音信仰が急速に高まり、来世の
救済と現世利益を祈願する六観音信仰が、天台・真言両宗により成立する。『今昔
物語集』には観音を信じ、百の寺に詣で利益を得た話があるが、平安時代末期には
密教の観音を本尊とする七つの寺院を巡歴することが流行した。三条実房の『愚昧
記』仁安三年（一一六八）五月二十一日条には、彼が七観音に詣でたことを述べ、六
角堂・行願寺・清水寺・六波羅蜜寺・中山寺・河崎寺・長楽寺の名をあげ、長楽寺に
参詣しない場合は、観音寺もしくは得長寿院に参ると記している。 
 

三十三巡礼は、平安時代の末に畿内近傍に起ったが、巡礼が盛んになるにつれて
各地に生じ、区別のため地方名を冠するに至った。西国・坂東・秩父の三十三所観
音が全国的な尊崇を得た。三十三の数は、観音が衆生救済のために三十三身とし
て現われるとの『法華経』普門品の所説にもとづく。この三十三所を巡拝して観音の
功徳にあずかることを願う風習の起源については、養老年間（七一七～二四）大和
国初瀬寺の徳道に始まるとか、花山法皇が退位後、河内国石川寺の仏眼、書写山
の性空らより霊場巡拝の功徳を聞き始めたとか伝えるが、確証はない。 
 

鎌倉時代の初期に成立した『寺門高僧記』 行尊伝 所収「観音霊所三十三所巡礼
記」・ 同 覚忠伝には、三十三の霊場、および番数、寺宇の構造、観音の種類、願主
等が重複記載されている。前者は嘉承二年（一一〇七）の銘をもつが真撰でないと
の説がある。『千載和歌集』には覚忠の美濃谷汲寺で詠んだ歌を収めるので、彼が
那智を起点とし三室戸寺で終わる三十三所巡礼を、応保元年（一一六一）にとげた
ことは事実である。両僧とも三井寺の出身であり、熊野・三室戸寺と三井寺との密接
な関係より、寺門派修験の影響のもと、平安時代の末には成立していたと認められ
る。 『拾芥抄』『御産御祈目録』『嚢鈔』などには札所番付を載せるが一定していない。 
 

西国三十三所の呼称初出は、康正元年（一四五五）『竹居清事』で「搏桑西州三十
三所巡礼」とあり、西国三十三所巡礼札の最古は応永十九年（一四一二）である。
現行番付、東国からの巡礼の初出は、明応八年（一四九九）撰述の『天陰語録』。 
 

坂東三十三所の成立は、福島県都々古別神社蔵十一面観音台座銘により文暦元
年（一二三四）以前に形成されていたと推察できる。各観音堂は平安時代の末期に
は造立されていたとの説もあるが、熊野信仰に伴う三十三所観音信仰の東国武士
層への受容の結果であろう。初期は鎌倉幕府関係者と一部の修験者・僧侶に限ら 

四国八十八ヵ所  国史大辞典 
  

四国にある弘法大師の旧跡とされる八十八の霊場。四国霊場・八十八ヵ所大師とも
いう。四国一円のほぼ海岸沿いに点在し、札所の順序に従い阿波国を発心の道場、
土佐国を修行の道場、伊予国を菩提の道場、讃岐国を涅槃の道場とよぶ。これを巡
拝することを「遍路」と称し、また「遍土」ともいうが、これは平安時代以来の四国海辺
を廻る四国辺地とよばれる廻国修行に由来している。 
『今昔物語集』は修行僧の一群があったことを、『梁麈秘抄』は土佐の室戸と讃岐の
志度を彼らの修行の道場であると伝える。足摺岬の金剛福寺には幾人かの補陀落
渡海者がいたが、四国を辺地する修行者の信仰に影響を与えたのは、追善と滅罪
を中心とする熊野信仰であった。一方、四国には、空海が讃岐の出身で、阿波大滝
岳や室戸岬で修行した（『三教指帰』）ことより、寂後真言僧の間にその聖跡を巡歴
する風習があった。 
 
四国辺地の霊場が大師ゆかりの遺跡とされ、それを巡拝するようになるのは、西
国・坂東三十三所観音巡礼が盛んになる室町時代中期以後のことである。一般に
四国遍路は子女の供養と大師への滅罪のため衛門三郎が始めたといわれるが、 
大師巡遊の信仰に追善・滅罪の信仰が結びつき民間に普及したものと思われる。 
 
八十八の数については、煩悩の数とか、男・女・子の厄年の合計、米の字を分解し
たものなど俗説があるが、さだかでない。「八十八ヶ所」の初出は、文明三年（一四
七一）在銘の高知県土佐郡本川村地蔵堂の鰐口であり、民間人の「四国中辺路」の
落書がみえるのは、戦国時代になってからである。 
江戸時代になると真言僧により種々の案内記が刊行されるが、現行の順番となるの
は正徳年間（一七一一～一六）以降のものである。元禄二年（一六八九）刊、寂本の
『四国遍礼霊場記』は、大師誕生の遺跡善通寺を最初に掲げ、九十四ヵ所を紹介す
るが、順番は記さない。また札所は寺院の本尊・宗派とは関係なく、大師堂があれ
ばよく、かつては神社にもおかれていた。遍路の最も盛んであったのは文化・文政年
間（一八〇四―三〇）で、江戸・京都御室・小豆島などにも八十八ヵ所を模した小域
霊場が造られた。 
 ［参考文献］ 
『古事類苑』宗教部三、新城常三『社寺参詣の社会経済史的研究』、速見侑『観音信
仰』（『塙選書』七二）、前田卓『巡礼の社会学』、武田明『巡礼と遍路』（『三省堂選
書』五八） 

10  

ものであった。「坂東」の二字が冠せられるのは、十五世紀後半からで、西国巡礼の
民衆化と対応する。秩父三十三所は、坂東巡礼の民衆化に刺激されて形成された。
三十番法雲寺蔵天文五年（一五三六）の納札に「西国坂東秩父百ヶ所順礼」とみえ
るが、天文以前に三十四所への改変があり、西国・坂東との一体性が強調、日本百
所巡礼が成立した。江戸時代には洛陽・江戸三十三所が政治・文化の中心地の霊
場として繁栄、無名の地方霊場が数多くできた。治安の確立と交通機関の整備発達
は、巡礼を容易にし民衆化したが、同時に巡礼の行楽化を招いた。 



密教系観音 
インドでは、 シヴァ神を中心にヒンドゥー教の神の特徴を取込み発展。 

11 
ガンダーラ 仏三尊像 の 観音菩薩 
  ガンダーラには単独の菩薩像のほかに、仏三尊像と呼ばれる、中央の仏陀像とその左右に脇侍菩薩像を従える三尊形式の高浮彫の石板パネルの作例が42例 
ほど確認される。これらの仏三尊像は作例によってそれぞれ細部のヴァリエーションはあるが、多くの場合、中央の仏陀は大きな蓮華座上に結跏趺坐して説法印を 
結び、両側には菩薩立像が配され、仏陀の両肩部にはしばしば梵天と帝釈天が姿を現し、仏陀の頭上には花樹や天人・化仏・仏菩薩が表される。 
  ４２例の仏三尊像の作例で、部分的に破損や欠損を含むものもあるが、少なくとも現在確認でぎる限りでは、両脇侍菩薩は左右の位置は一定しないが、束髪式 
（もしくは肉警式）・持水瓶タイプの菩薩像とターバン冠飾タイプの菩薩像（無持物もしくは持蓮華・持華鬘）とをセットにして配置しており、前述の検討から前者は 
弥勒菩薩、後者は無持物の場合は悉達菩薩、持蓮華もしくは特筆鬘の場合は観音菩薩に同定しうる。つまり、仏陀・弥勒菩薩・悉達菩薩の組合せより、仏陀・弥勒 
菩薩・観音菩薩の組合せが多い。これらの仏三尊像は様式的に見て２～３世紀に遡るが、特にガンダーラ美術の後期、３～４世紀頃に流行したことが窺われ、弥勒 
菩薩と観音菩薩を両脇侍とする仏三尊像がガンダーラで定着していったと考えられる。弥勒菩薩と観音菩薩を一対にした仏三尊像がガンダーラで好まれた理由は 
、菩薩の対照的な二つの性格や働きが関わっているものと思われる。 
 束髪にして水瓶を持つ弥勒菩薩の姿は、実は頭髪を結って水瓶を執る梵天（ブラフマー）の図像を基にしており、精神界の主である梵天の後裔とされるバラモンの姿も同様で、装身具などを 一切つ
けず、行者としてのイメージを表している。これは弥勒がバラモンの出自をもつことや、当初仏弟子として修行者の性格を強く持っていたためであろう。インドではバラモンは僧侶・祭祀階級であり、い
わば精神界を司る。 一方、ターバン冠飾をつけて蓮華（華峯）を持つ観音菩薩の姿は、冠を被る帝釈天（インドラ）の図像を基にしており、神々の王である帝釈天の後裔とされるクシャトリヤの姿も
ターバン冠飾や装身具をつけ、王者としてのイメージを表している。インドでは王者は国を繁栄させ、人民を安穏にさせる責務を負うという王権観があり、クシャトリヤは武士・王侯階級であり、いわば
世俗界を司る。ただ、帝釈天は金剛杵を執って武神としての性格を持つのに対し、観音菩薩は持物を蓮華（華鬘）に代えて、武神的性格を消して慈悲の性格を現している。 
 

 このように弥勒菩薩と観音菩薩の図像は梵天と帝釈天、バラモンとクシャトリヤ、行者と王者という対立的かつ相互補完的なインドの世界観・社会観を基にして成り立っていることが分かるが、それ
は菩薩の二つの基本的な働きとも密接、自ら努力し修行して、悟りを得ようとする「上求菩提lの働きと、苦しむ衆生に対して、慈悲心を起こし救い、悟りに導こうとする「下化衆生」の働きに関係する。 
これは「成道」とそれに続く「梵天勧請」によって仏陀が備えた徳であるが、仏陀亡き後、それを菩薩は現実的な働きとして具現化するものといえよう。ガンダーラの仏三尊像はおそらく大乗的な仏身観
に基づく永遠存在としての法身的な釈迦仏を中心に、仏陀の徳を具現化する菩薩の二つの働きを持つ弥勒菩薩と観音菩薩を両脇侍として従えることによって、仏国土を表現したものと考えられる。 
その後、観音菩薩は、法華経の「普門品」から、また尊像としても仏三尊像から独立し、特に日本では、密教と連携し、現世利益の世界で、多様な下化衆生の仏として祀られていく。 

                

インド 中国                    

２Ｃ 

３Ｃ 
 
４ Ｃ 

６Ｃ 
 
 
 
 
 
～ 
 
 
 
 
８ Ｃ 

ポスト・グプタ朝 多臂観音 密教系観音 

半跏思惟像 
悉達（釈迦）菩薩で始まり、 
インド西北のガンダーラで観音菩薩へ展開。 
 

       観音信仰 
       ３００～５００年頃には 全インドへ 
       南インド補陀洛山を住処とし、「航海安全祈願」 

弥勒信仰 
インドでは発展しなかったが、 
ガンダーラから中央アジア・中国で、半跏思惟像を伴い発展 

密教系観音 
インドの密教系観音は受容されず 
 

変化観音が、特に日本で発展する。 十一面・千手・如意
輪など中国で変化観音についての陀羅尼経典が漢訳され、
尊像礼拝が重視されたことが要因と考えられている。 

変化観音 不空羂索観音以外は発展せず。 
 シヴァ、ブラフマー、インドラ、ヴァルナなど神の特性を 
観音の功徳として取り入れている。 
実際の修法でイメージされ、造尊に至らなかったと考えられている。 

１０ Ｃ パーラー朝 

鳩摩羅汁  344年 – 413年 （350年 - 409年）亀茲国 
（中国六朝時代）「妙法蓮華経」 ２５番「普門品」に「観世音」 

玄奘  602年- 664年 唐代の中国の訳経僧 法相宗 開宗  
尊称は三蔵法師 
「大般若経」 （大般若波羅多経）  
 「般若波羅密多心経」 般若心経の訳  冒頭「観自在菩薩」  
「大唐西域記」 インドの観音菩薩  

天台智顗 （ちぎ）538年 ～597年    空の思想 現実化 
「法華三昧・三諦三観(空・仮・中）三諦円融・一念三千」など   
法華玄義 法華文句 摩訶止観  以上 天台三大部 
 観音理解 「観」を観智 「世」観智によって認識される客観的
世界、「音」を 衆生の機根 と解した  
 
 
 
 
 
 

三尊石仏 
 

仏陀 
弥勒菩薩 
観音菩薩 

唐時代・長安3年(703) 

１Ｃ 「法華経」 
観音信仰の成立 

起源      観音菩薩のルーツを探ると、古代宗教
の神々に到達するといわれる。古代イランの 女
神アナーヒター、ヒンドゥー教のシバァ神やその
妃 ドゥルガー・女神ラクシュミーなど多くの神々の
属性が取り入れられ、複合されて観音菩薩という
一つの存在に結晶したものと考えられている。      
   紀元１世紀頃の観音菩薩像が ガンターラから
発見されており、紀元１世紀頃までには信仰が形
作られていた。 バラモン教の十一荒神（一説に
はヒンズー教の多面神）は、５，６世紀の頃、仏教
（密教）に融合したとされる仏である。   ６世紀後
半「十一面神咒心経」の中に、十一面観音の様
相や役割（功徳や利益）について書かれている。 
中国での発展  観音信仰はインドから中央アジ
アを経て中国へ。北魏（376～534）の都、洛陽の
近く、「竜門石窟」には阿弥陀仏像に先行し、観
音像が多く作られ、早くから信仰されていた。  
 観音菩薩への信仰を支えた教典は『法華経』を 
亀茲国 鳩摩羅汁が『妙法蓮華経』で訳す。 
「普門品」には観世音が衆生に与える利益が説
かれ、普門品が独立して『観音経』となり、中国な
どで 大きな影響力を持つ教典となった。 
北魏の観音信仰は、個人の現世利益・浄土教的
で、 死後救済が目的でなく、中国では仏教が
「家」の信仰という祖先の追善が中心。朝鮮も、
北魏の仏教継承。唐（618～907）・宋（960～
1127）の時代、中国観音信仰が開花・結実。 
特に密教が興隆した唐代に 密教的観音像の創
作信仰が盛んとなる。 



奈良時代 ７１０年～７９４年   ～平安中期 
【 元明天皇～聖武天皇～桓武天皇 】 

    （日本独自 発展 ） 

     

 （724～749年） 
東大寺法華堂 『東大寺要録』「諸院章」などから、 
前身「羂索院」は天平5年（733年）頃、良弁が不空羂索観音を本尊として創建。（～740年代） 
天平７（735）年、玄昉、遣唐使と帰国、「十一面神咒心経 」などを招来。「玄昉願経」と言われる 
経典に「千手千眼観世音菩薩大悲心陀羅尼経」があり千巻写経が現在も伝わり著名。 
天平８（736）年、聖武天皇は 長谷寺本尊を十一面観音とした。 
  長谷寺は、神亀4（727）年、徳道 開山の説もある。 徳道は、観音霊場巡りを説いた。 
天平12（740）年、藤原広嗣の乱に際し、聖武天皇は国ごとに観音像を造り、観音経写経を命じた。 
また、「日本霊異記」でも、観音の現世功徳への民衆信仰が記録されている。 
すでに養老２（718）年、三論宗道慈が唐より招来の「金光明最勝王経」に説く四天王に護国を願い、 
天平13（741）年、国分寺建立の詔。「金光明経」に代わり「法華経」「仁王経」と護国三部経となる。 

玄昉も、同じ目的で「千手千眼経」千巻書写発願。天平15（743）年、東大寺盧舎那仏像建立の詔 
天平年間、東大寺に千手（観音）堂が建てられ、今はない講堂にも千手観音像が安置された。 
 

聖武天皇の皇女、孝謙天皇の時代 天平勝宝4（752）年、東大寺で十一面悔過（懺悔） 
（現 本尊十一面観音の二月堂 お水取り修二会） 
母の光明皇后を形どったとされる十一面観音が法華寺に造られた。 
この時代までの雑密伝来で、飢饉天災・政変鎮静のため、呪術的な力を、変化観音に期待した。 
変化観音はインドでは衰微、特に日本では盛んに千手観音や不空羂索観音などが祀られた。 
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飛鳥・白鳳時代  ５９２～７１０年 
【 聖徳太子～天智天皇～天武天皇 】 

   （ 中国の影響で、初期は同様な信仰 ） 
      『追善』とは功徳を積んで、死者の冥福を祈る仏事。  

 聖徳太子は法隆寺夢殿の救世観音に帰依した。  
   ６１５年、「法華義疏」など 三経義疏の成立。 
   ６００年代末、法隆寺の壁画に十一面観音の絵が描かれた 
   外陣壁画 ７号壁 観音菩薩  12号壁 十一面観音菩薩 
７世紀末、白鳳末期  従来の追善的観音信仰に加えて  
密教的観音信仰  那智山出土の観音像に十一面観音像がある。 
朱鳥元（686）年、天武天皇病気平愈のため観音像仏誦経する。（紀） 

       追善から現利 国家鎮護、民間信仰 現存最古 観音像 
法隆寺伝来  
６５１年 白鳳期の銘文 

四十八体仏 １６５号 
飛鳥奈良時代の49件 
（57体）の金銅仏の一体 
笠評君への追善供養 
(東博所蔵) 
 

 
 

法隆寺壁画 
十一面観音菩薩 
外陣壁画   
６００年代末  
７号壁 観音菩薩 
 12号壁  
  

           

現存最古千手観音 
葛井寺 奈良時代 
700年代中期 

最古期 
木造観音菩薩 
法隆寺 百済観音 
奈良時代 
700年代初～中期 

現存最古 十一面観音像 
那智山経塚出土  
６８０年頃  
天武天皇 白鳳末期  
金銅仏群中の1体  
銅造，鍍金 像高30.9 ㎝ 
法隆寺金堂壁画と並ぶ、 
装身具の装飾に用いられ
た特殊タガネによる複連
点文は，法隆寺再建期の
金銅仏に共通(東博所蔵) 

参考 
広隆寺  

半跏思惟像  
６００年代初期 

東大寺法華堂 
不空羂索観音 
奈良時代前半 
（天平時代） 

 「十一面神咒心経 」   
 十一面観音は衆生のために善法を念ぜしめ、病を取り除き、憂悩を去り、障難、災怪、悪夢を
除き、一切の諸魔鬼神の難を退ける心呪を持つ像で、像を拝むとご利益に預かれる  

   

 古墳時代の末である５００年代中期に仏教公伝。 
「観音菩薩」はその公伝後の早い時期から、法隆寺などで独尊像として信仰される。 
伝来初期は、追善供養への信仰であったが、く奈良時代には密教的現世功徳を願う。 
その理由は何か？ 水瓶を持ち慈悲、すなわち「現世利益」をもたらすからである。 
  神話時代の、水をもたらす神山「磐座信仰」の源流が、「現世利益」という共通点で 
仏教と合流、ここでも「和合」が進み、山岳での観音信仰となる。そこでは、宗派を超えた
「観音信仰」があり、その特性の強さが感じられる。その「和合」の特性、流れから、「神仏
習合」 神と仏の役割分担と共存が誕生する。つまり、古代からの「神々習合」の歴史を経
験して、「神仏習合」があった。 日本仏教の歴史は、聖徳太子の法華経から理論化され
具体化する。 伝 推古天皇23（615）年、法華経の注釈「法華義疏」が著わされる。 
法華経の二十五番「観世音菩薩普門品第二十五」に、観音菩薩が語られている。 
 実際、太子建立と伝えられる寺院の多くは、観音菩薩が本尊である。 
推古天皇元年（593年）創建の「四天王寺」が、その代表である。 

十一面観音は変化観音である。観音はもともとはひとつのものだったが、功徳が多岐にわたる
ために、その功徳をいろいろな形で、表すようになり、さまざまな形の観音像が作られた。 
千手観音や十一面観音は、人々に理解しやすいために、多く広まったと考えられる。 

後世、変化観音の区別して、変化をしていないはじめの形の観音を聖観音と呼ぶようになる。
超性別であるが、西インド起源では女神の側面、「水と豊穣」を示す水瓶を持つ。 

聖観音 
薬師寺 奈良時代 
700年代中期 国宝 

伝六観音菩薩 
法隆寺 
奈良時代 
700年代初～中期 
クスノキ  

十一面観音 
木造(白檀) 
唐時代・7世紀 
多武峯伝来 
重要文化財 
（東博所蔵） 

九面観音 
法隆寺   
白檀製  
唐時代  
国宝 
推定白鳳時代 

十一面観音 
大安寺 
奈良時代前半 
（天平時代） 
秘仏   
10月1日～11月30日開扉 

十一面観音 
聖林寺 
大神神社の神宮寺の大御輪寺に祀られが、 
慶応四年（1868）に寺の廃絶とともに当寺に移された。 
フェノロサ、岡倉天心らにより開扉。 
木心乾漆十一面観音立像 （国宝・天平時代） 

十一面観音 
観音寺 
木心乾漆 
（国宝・天平時代） 

現利思想  循環思想  

千手観音 
唐招提寺 奈良時代 
本尊「盧舍那仏」 
  左右「梵天」「帝釈天」 
右「薬師如来」 
三尊四隅「四天王」 
 

＊寿宝寺 千手 平安時代 



日本文化の特性  基本原理 の 体系 より 
「観音信仰」の位置付け 

                    

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

儒教  
君子秩序  仁義礼智信  

政治思想 

 平安時代中頃 １，０００年頃～ 

     
古代国家に衰退の兆しが見え、藤原氏が天皇の外戚として権益を独占した。 
藤原氏と対立して没落した不遇な貴族たちの間から、来世の信仰としての観音信仰が芽生えた。 
この時期の観音信仰は、阿弥陀信仰に代表される来世の浄土を求める信仰への橋渡しを担う役
割を果たした。１１世紀には、反藤原氏貴族たちから生まれた藤原氏など権勢貴族たちにも浄土
信仰が広がり、造像・建築の華美を競う。  
 

六道輪廻に苦悩する衆生を導く 六観音信仰 

天台智顗『摩訶止観』 のなかで、「請観音経」の六字章陀羅尼を６つの観音にたとえ、それぞれを
六道（地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天）に配した。 その考えに基づいて、平安中期、六観音信仰
が生まれる。密教の観音として、今まで現世利益中心であった観音信仰は、来世救済の利益も兼
ね備えて、観音を本尊とする寺院に「現当二世（げんとうにせい）の利益」を求め、人々が参詣する。 
真言六観音 小野仁海（じんかい）が藤原道長の下問に対して挙げた六観音像 
聖 ・千手 ・ 馬頭 ・ 十一面  ・ 准胝（じゅんてい） ・ 如意輪（にょいりん） 
天台六観音 
聖 ・千手 ・ 馬頭 ・ 十一面  ・ 不空羂索（ふくうけんじゃく） ・ 如意輪 
 

また、養老年間（717―724）大和国初瀬寺（現 西国第八番 長谷寺)にいた徳道上人が病気で仮

死状態になったとき、夢に閻魔大王が現れて、「悩める人々を救うため、観音霊場をつくるように」
と告げられたという。息を吹き返した上人がこの言葉を守り、畿内の三十三ヶ所に観音霊場を設け
たのが現在の西国三十三ヶ所の始まりとする説がある。法華経「観世音菩薩普門品第二十五」
（観音経）には、観世音菩薩はあまねく衆生を救うため相手に応じて「仏身」「声聞（しょうもん）身」
「梵王身」など、３３の姿に変身すると説かれていることにちなむ。当時はあまり普及しなかったが、 

平安中期になって花山法皇が自ら霊場を訪ね歩いたことが巡礼の始まり、あるいはその復活の
きっかけとする説もあり、平安末には山岳での聖たちの活動に倣い、徐々に民衆にも拡大していく。 

平安時代末 ～ 室町時代 

  
京都七観音詣  （ 革堂、河崎、吉田寺、清水寺、六波羅蜜寺、六角堂、蓮華王院）  
平安終末には、聖（ひじり）と呼ばれる修験的仏教者の活動が活発化。 
聖の多くは霊山・霊場で苦行を重ね、法力・験力を得たとされ、多くの貴族・民衆はこのような異能
の行者に対して 「現世利益や、来世救済の二求両願」 を求めて帰依した。 
この結果、聖たちの住む山や寺院が参詣・参籠の対象となり、新しい霊場が誕生。 
また、聖たちが回国修行する各地の霊山・霊場をその帰依者も辿ることにより、霊験・求道の成果
を得ようとすることが行われ始め、先の六観音信仰の興隆と合流して三十三カ所観音巡礼が成立
した。  （ 『観音信仰事典』速見侑編 ・ 戎光祥出版㈱ 速見侑「観音信仰のあゆみ」 ） 
鎌倉時代、観音巡礼が盛んになると、「西国写し霊場」として源頼朝や実朝の創建と伝える坂東三
十三箇所、京都に洛陽三十三ヶ所。室町時代には秩父三十四箇所も創建され、西国・坂東・秩父
と秩父三十四番水潜寺を合わせて「百観音」といわれ、百観音巡礼をする修験者なども増加した。 
 

（ 西国 ） 三十三カ所観音巡礼の本尊 １４ヶ寺が「千手観音」で最多、６ヶ寺が「十一面観音」。 

大報恩寺（千本釈迦堂）六観音 鎌倉時代/１２２４年・定慶作 重文 
等身大の六観音像が揃って残っている稀有な重要文化財 

白衣観音図 
室町時代 

狩野元信・画 

循環思想 現利思想  和合思想 

合理・現実主義的  受容 

アニミズム 
（精霊崇拝） 祖霊崇拝 

神々習合 

神山信仰 
道教  

道（タオ） 漢民族
土着伝統思想 
多様均衡世界   
神仙長命仙人 

ハレ・ケ 穢れ 禊ぎ・祓え 
清明 再生 

現世利益 
合理思想 

自然共生・原生思想 

八百万信仰 呪術祭祀 

百観音巡礼 

平等思想 

神仏習合 
放生会 加持祈祷 

皇統・氏族 
血統信奉 仏教  

輪廻 概念  
悟り 成仏 

怨霊 御霊会 

密教 大日如来 太陽自然神 即身成仏 

空也 「称名念仏・浄土往生」 

地獄  概念 

修験道 

皇統 
摂関・律令 

阿弥陀・浄土信仰 
山岳信仰・道教 

両部神道 

追善的 観音信仰 

来世救済的 観音信仰 

飛鳥 
奈良 
 
 
平安 
 
 
 
鎌倉 
 
 
室町 

三十三カ所観音巡礼 

密教 現世利益的 観音信仰 

二求両願 観音信仰 

護国 戦神 鎮魂仏 

現利思想  和合思想 循環思想 



                            

自然 の 法則 ・ 力 

循環思想 和合思想 
アニミズム 
（精霊崇拝） 

神々習合 

自然共生・原生思想 

八百万信仰 平等思想 

神仏習合 

放生会 

加持祈祷 

怨霊 御霊会 

地獄  概念 

修験道派 成立 

阿弥陀・浄土信仰 

山岳信仰・道教 
追善的 観音信仰 

来世救済的 観音信仰 

飛鳥 
奈良 
 
 
平安 
 
 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
 
 
 
 
 
室町 

現世的 六観音信仰 

密教 現世利益的  
観音信仰 

二求両願 観音信仰 

護国 戦神 鎮魂仏 

不動信仰 

地蔵信仰 

観音信仰 

現利思想 循環思想 和合思想 

民間 の信仰構造 

自然共生・原生思想 

自然 の 法則 ・ 力 貴族 の信仰構造 

怨霊 御霊会 
空也  
「称名念仏・浄土往生」 

二求両願 観音信仰 

不動信仰 

修験道 山伏による民衆への現利功徳 
不動信仰の伝播  「太平記」 

観音信仰 
源頼朝や実朝の創建と伝える坂東三十三箇所、
京都に洛陽三十三ヶ所。室町時代には庶民の秩
父三十四箇所も創建され、西国・坂東・秩父と秩
父三十四番水潜寺を合わせて「百観音」成立。 
江戸後期には物見遊山的巡礼ともなる。 

勝軍地蔵 子供の守護神、地域の六地
蔵として、治病利益など生活
に密着し多様な功徳通称を
持つ菩薩が誕生 

農耕生活にも関係し、 
「小さき僧」や「若い僧」、 
「田植女」に変身した 
地蔵の現世利益 

密教 大日如来 太陽自然神 即身成仏 

平安から鎌倉  
「身代り不動」の伝承  
園城寺修験道による民衆伝播 

観音信仰 

地蔵盆 
水子地蔵 供養 

両部神道 
（真言） 

山王神道 
（天台） 

庶民の秩父三十四箇所 
百観音巡礼の成立 

治安２年（１０２２）年 
藤原道長 無量寿寺 「法成寺」  

三十三カ所観音巡礼 

三十三カ所観音巡礼 

「観音三十三所日記」 

武家の地蔵信仰 

清水・石山・長谷・粉川 観音霊場 

 
鎌倉幕府や朝廷の 
政敵調伏不動祈願 

花山院 

徳道上人 

『寺門高僧記』中の 
「行尊伝」と「覚忠伝」 

来世的 六観音信仰から現世祈願にも 

源信  
「観想念仏」 

  観音信仰は、聖徳太子の法華経信仰に起源する。法隆寺聖徳宗によると、三教義疏は「大乗一仏乗経と空観理解による平等」、つまり万人平等の成仏を説いた。 三教の内、帰着尊重された法華
義疏に登場する救済者が観音菩薩である。 伝来した観音菩薩の功徳と、我が国古代からの魂の継承循環信仰が結び、追善供養が行われた。法隆寺若草伽藍が、蘇我馬子に討たれた穴穂部皇子
と宅部皇子、あるいは祟俊天皇の御陵とされる藤ノ木古墳の東方に創建され、さらに四天王寺の太子殿の側に同じく蘇我氏に討たれた物部守屋らの祠があるのも、その死者追善と太子の「和」の証
である。 法隆寺や和宗の四天王寺「救世観音」はその功徳を解釈総合する呼称であり、北魏の「家」を中心とした死者追善から、国家レベルの救済に進化した。天智天皇は法相宗義淵に勅し、のち
に観音霊場となる岡寺を創建、また山科法嚴寺には観音像お手彫りの伝承がある。 天武天皇朱鳥元年（６８６年）の日本書紀記事で、観音信仰の依拠経典が「法華経」ではなく「観世音経」として初
見される。 これらの史実を繋ぐと、聖徳太子に始まり、天智天皇を経て天武天皇に至る過程で、信仰の典拠収斂が伺える。 
  他界と現世の通交観念が日本民族的に底流し、死者追善と自身の来世往生を願う、しかし一方では、時代状況に応じて現世利益を願うが、最後は来世への継承循環意識に帰着両願した。 この
信仰変遷は、観音信仰に加えて、民間主導で武家にも波及した地蔵信仰にも共通する我が国の信仰特性である。 地蔵信仰も同様に、我が国古代の魂に対する継承循環信仰を前提に、前世来世
の他界観と現世体験に裏打ちされた地獄の概念によって成立。精霊憑依の巫女の流れから子供と関係し、神信仰を中心とした地域社会や黄泉の国との「境」を意識し、そこを祀る場所とした。  
他国と比較し際立って興隆・多様した地蔵菩薩への信仰もまた、農耕など日常に根づき治病利益を願うが、地蔵盆や水子地蔵を証として他界への意識へも回帰習合した。 この信仰の歴史的潮流は、
観音信仰における二求両願と同様である。 不動信仰は、さらに我が国特有である。 古代からの神山信仰と山で関係し、役小角に発祥・象徴される山岳修行に密教の尊格が適合し空海が抽出した。
修験道山伏の活動で「貴族の不動」から「武家の不動」そして「民衆の不動」へと変遷。 藤原道長の往生守護から政敵調伏、現世功徳へと、祈願内容と信仰者が拡大した。地蔵と比較し自然猛威や
物怪、強力なものへの調伏祈願が主である。 注目したいのは、三信仰が全て現世利益への祈願を媒介に、身分社会を超越して伝播したことだ。 このことは逆に浄土信仰が循環的であるのに、貴
族から民間に浸透したことが特殊との認識をもたらす。 空也に前兆し法然・親鸞が大衆化させた口称念仏が、革新的で、往生という目的とは違い、口称という方法が現利的であったということだ。  

ハレ 禊ぎ・祓え  
清浄心 再生 

ハレ 禊ぎ・祓え  
清浄心 再生 

縄文・弥生 

出雲・神武 マレビト の受容歓待 

（ 民族的信仰 ） 

空海 

忠快 

日本文化の特性   
基本原理 の 体系より分析 

江戸 成田不動 

法然・親鸞  
「口称念仏」 

阿弥陀・浄土信仰 

国家鎮護 観音信仰 

呪術祭祀 
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伊勢詣 
 
伊勢参りともいう。伊勢神宮への参詣のこと。伊勢神宮は本来皇室祖先神を祀る所
として、臣庶の奉幣を禁じていたが、平安時代末期朝廷の財政上の支持が不足す
ると、一般の霊地霊山と同じように御師の制度を生み、師檀関係によって広く国民各
層の信仰を集めるという情勢に至った。当初見られたのは貴族が使僧を遣わして行
う代参の形式であったが、鎌倉時代後期には尾張・美濃を中心に広汎な層による伊
勢詣が現出するに至った（『文保服假令』など）。南北朝時代のような動乱期を経て
もこの動きは増大する一方で、室町時代に入るころには、御師の側では檀那株を売
買することも、参詣者集団の間には伊勢講または神明講を結成することもしきりに行
われた。すでに正応元年（一二八八）のころ通海権僧正（神宮祭主家出身）は『太神
宮参詣記』を著わして、仏法に帰依することが神宮崇敬と毫も矛盾するものでないこ
とを説いたが、康永元年（一三四二）に参詣した坂十仏は神宮禰宜家行の口から、
参詣の心として「念珠をもとらず、幣帛をもささげずして、心にいのる所なき」内清浄
の境地が至極のものであると説かれている。当時行われていた神仏習合説に立っ
て、内外の両宮は金剛界・胎蔵界の両部の大日の表現であると説くことも一般化し
た。おそらく中世の民衆は、熊野三山や高野山とならべて、「南無天照大神ハ一切
衆生ノ父母」（『身自鏡』）であり、ここに参詣すれば現当二世の福を得られると信じて
いたのであろう。事実関東・東北からは当時伊勢・熊野をあわせて参詣する風があり、
そのコースも駿河の江尻港から伊勢の大湊へ航行することが多かったという。西国
の方でも、室町時代中期に備中国から牛が伊勢詣をするといって評判になった例が
あり、九州南端の島津氏やその家臣（上井覚兼など）も詣でている。こうして狂言に
「伊勢は諸国のつきあいで晴いなに依て」などと語られ（『素襖落』など）、天正十三
年（一五八五）キリスト教宣教師が本国に報じたごとく、「かれらは、同所（伊勢神宮
をさす）に行かざる者は人間の数に加ふべからずと思へるが如し」というほどの景況
となったのである。中世末のはげしい政治上、社会上の変動を経た直後、慶長十九
年（一六一四）はげしい伊勢踊の流行という爆発的現象が起った。踊の村々辻々に
おける盛行と種々の託宣の降った評判とが、いよいよ伊勢参詣を盛大にしたことは
いうまでもない。この傾向は江戸時代の民衆に引きつがれてゆき、東国の民衆のあ
いだには、一生に一度は伊勢参りと上方めぐりを兼ねた大旅行に、仲間数人ととも
に出るものだ、との通念が広まった。 
 
日本の民衆のこころには古くから聖地巡拝へのあこがれが強く存在する。それは修
験道による山岳登拝が最も典型的な形を示して（中世の熊野詣の流行もそれ）いる
が、伊勢詣においても明らかであり、その事情は、伊勢詣の出発・留守間・帰着の際
の、サカムカエ・ハバキヌギ・ドウブレ等々の民間習俗の存在によって証明されるの
である。 
“伊勢講”, 世界大百科事典 
代参者の留守宅では，行路の安全を祈って，鎮守社への日参とか仮屋（かりや）へ
の供饌を行い，さらにその帰着に際しては村境に出迎えてのサカムカエ（坂迎え）の
宴，村に入る際の代参者の荘厳な村入り，帰着直後のハバキヌギ（西日本でドウブ
レ）の宴などが重要なものとして行われていた。 
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近世  旅の変貌 
信仰 と 見物娯楽 ・・・・・・・ 神仏・信楽 習合の「旅」  
 

江戸時代に入ると，旅を取り巻く環境が一変し，旅は質量ともに格段に変貌した。 
生産力の上昇と都市の発達とにより民衆の消費生活が向上し，それに人口の増加
とにより，旅人口が著しく増加したのである。さらに道路，宿屋，茶屋，馬，駕籠等の
交通施設・交通手段はこれまでも徐々に発達してきたが，江戸時代に入り飛躍的に
整備された。またこれまで貨幣は銅銭に限られ重くて不便であったが，実質的にそ
の数百分の一，数十分の一も軽い金銭・銀銭が流通し，それに現在のクレジットとも
いえる為替の利用により旅はすこぶる身軽となった。それに近世幕藩体制により300
年の太平が続き，山賊・海賊も影をひそめて人々は安心して行を進めることができ
た。これまでの旅は苦しいものであったが，江戸時代に入るとこうして旅は楽となり，
さらに楽しいものとさえなった。こうして日本に観光旅行・遊楽旅行が生まれ，やがて
旅は民衆の最大のレクリエーションとなった。 
一方都市は別として，農村の生活は一般に単調でかつ暗く窮屈なものであったから，
農民は解放感を求め，自由な天地で心ゆくばかり人生を謳歌したかった。それには
楽しい旅こそがかっこうの手段なので，人々は続々と家を後にし旅に出るようになっ
た。幕府や藩はもともと民衆の遊びに対して，強い拒否反応を有していたし，まして
観光旅行は莫大な浪費行為であるから，財政窮乏に悩む藩としては，容易に認める
わけにゆかなかった。しかし参詣の旅は聖なる宗教行為であり，かつ永い伝統のあ
るものであるから，簡単に禁止できず，まして国民の総鎮守とされる伊勢への参宮
は，禁止どころか奨励さえされねばならなかった。そこで人々は参詣とくに伊勢参宮
を名目として観光の旅に出た。当時人々のあこがれの地はまず京・大和であったが，
伊勢神宮は東からも西からもそれに近かったので，伊勢参宮をかねての畿内旅行
が多かった。しかし人々の長旅はせいぜい生涯1，2度と少ないので，一度家を出れ
ばできるかぎり多くの所を見て回ろうとした。そこで東国の人なら伊勢や京へは，往
路は東海道でも，帰路は中山道か北陸道を経由し，九州の人は瀬戸内海の舟旅と
山陽道とを往復異にして選んだ。 
 
 旅は江戸時代半ばが最も盛んで，伊勢参宮は享保のころ年間50万，60万人に達
した。これを軸として各地の旅や参詣が発展していった。しかしながら人々の行動範
囲はおのずから限られ，東国の人はせいぜい讃岐の金毘羅宮まで，西国の人は信
濃善光寺までで，それ以遠ともなればごく稀の人が足を踏み入れるにすぎなかった。
京・奈良その他では，社寺の広大で壮麗なようすや王朝風の典雅な祭礼に驚嘆し，
ケンペルが〈歓楽の戯園〉と評した大坂では新興芸能浄瑠璃や芝居に陶酔した。ま
た宿場の遊女は若者には旅の目当ての一つであったが，大根のまぜ飯と一汁一菜
に明け暮れる大半の農民には，伊勢御師その他の二の膳付きの豪勢なもてなしは，
なによりの喜びだったであろう。京見物のような長旅は比較的豊かな人や家長等が
主で，貧民や女・子どもの家族等の多くには高嶺の花で，近くの参詣や湯浴等で渇
をいやすのがせいぜいであったが，ともかくも旅は江戸時代に至ってはじめて民衆
化し，娯楽の極度に貧困な当時，そのもつ意義は現在に比してはるかに大きい。 

 



案内記  国史大辞典  
 
旅行者用手引きとしての地誌。案内とは手引き・道引きの意味で、神社・仏閣・名
所・旧跡・景勝などを絵図を入れて説明し、宿場間の距離や駄賃・関所・河川などを
あらわし、巡覧の便利のためにその巡路を示して案内する書である。 
書名を案内記としたもののほかに、名所記・名跡誌・名勝誌・巡覧記・枝折・名所和
歌など、また道中記も案内記としての役割を果たす。多くは携帯に便利なように掌中
版の小形本か栞形式で、著者名を欠くものもある。江戸時代初期には農商業の発
達、中下層農・町人の経済的基礎の向上、加えて交通機関の整備発達、貨幣経済
の一般化、さらに伊勢講の普及などにより、庶民の旅行が急激に増加した。各地の
寺社では参詣人のために縁起や一枚摺の絵図を刊行し、三都・奈良・伊勢や高野
山そのほか門前町で案内記が出版され、旅行者の求めに応じた。旅行者の手引き
となる地誌や縁起・紀行・旅日記はそれ以前にもあるが、案内記としての目的をもつ
地誌の出現は十七世紀中ごろと考えられる。『山城名所記』（山本泰順、万治元年）、
『東海道名所記』（浅井了意、万治元年）などがそれである。続いて延宝・天和・貞
享・元禄期に至って、続々と案内記が出現する。この時期の主なものに貝原益軒の
『和州巡覧記』（元禄九年）、『京城勝覧』（宝永三年）がある。後書は序文に「凡此都
の内外の名区櫛のごとくに比なり、陳迹碁の如くに布る事を京なる人だに知らざるも
多かり、いはむや鄙より初めて来れる人、其敝邑にならひて上邦を見ざる輩は、い
まだ名勝のある所をしらで、ゆくゆく空しくすぎなんもうらみ多かるべし、（中略）これ
をたづさへて、其所にゆき其名を尋ね見ば、しらずして空しく過るのうらみなかるべ
し」とあり、案内記の本質をよく示している。この書は写本としても流布し、幕末まで
京見物の人々に利用された。やがて案内記の流行により、机上の読物として『都名
所図会』（秋里籬島、安永九年）が刊行され、つぎつぎに名所図会が多数出版された。
明治初年には木版本から銅版画入りの銅版印刷に変わり、三十年代には写真製版
の普及により、ほとんどが写真入り活字本となった。このころから単行本に限らず、
雑誌の特別号として発行されるようになる。また民間の出版のほかに、平安奠都千
百年を記念して京都市が編纂した『京華要誌』（明治二十八年）、大正天皇即位記念
の京都市教育会編『京都名勝誌』（大正四年）、奈良県発行の『大和名所案内』（大
正三年）、鉄道省編『日本案内記』（昭和四―八年）などの官公庁編纂になるものも
ある。 
  
［参考文献］ 
大島延次郎「江戸時代における道中記」（『日本交通史論叢』続編所収）、三井高陽
「道中記」（『講座日本風俗史』別巻五所収）、『編修地誌備用典籍解題』（『大日本近
世史料』） 

観光  日本大百科全書 
 
日本で観光という語が使用されたのは、1855年（安政2）にオランダより徳川幕府に寄
贈された木造蒸気船を幕府が軍艦として「観光丸」と名づけたのが最初である。 
その意図は、国の威光を海外に示す意味が込められていたといわれる。ちなみに「観
光」の語源は中国の『易経』の「観」の卦（か）（観察についての項）に由来している。
「観国之光 利用賓于王」（国の光を観（み）るは、もって王の賓たるによろし）から生
まれた語で、その本来の語義は「他国の制度や文物を視察する」から転じて「他国を
旅して見聞を広める」の意味となる。また同時に「観」には「示す」意味もあり、外国の
要人に国の光を誇らかに示す意味も含まれているという説もある（井上萬壽藏（ます
ぞう）著『観光と観光事業』1967）。 
 日本で観光の語が現代的な意味で使用されるようになったのは、英語のツーリズム
tourismの訳語としてあてられるようになった明治なかば以降である。 
 
「易経‐観卦」に「観国之光。利用賓于王」とあるように、漢籍では、もともと国の威光
を見る意で、国の文物や礼制を観察するという意味があった。日本でも中世以降ほ
ぼ同様の意で用いられてきたが、現在のような単なる遊覧の意味で用いられるように
なるのは、比較的新しく、明治期後半からである。 
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