
  庚申信仰 （こうしんしんこう）  中国の道教で説く三尸(さんし)説を母体とし､仏教とくに密教､神道､修験道､呪術的な医学､日本の民間の雑多な信仰や習俗などを習合し
て成立した 複合信仰 をいう｡ 干支「庚申」は干・支ともに金性であり、庚申の年・日は金気が天地に充満し、人の心が冷酷になりやすいとか、商売吉日など諸説ある。 
 

 道教 で 説く 三尸説 の 概要    人間の体内には､のちに神扱いをされるようになった三尸という三匹の虫がいる｡一匹は上尸といって首から上に､一匹は中尸といって
腹中に､最後の下尸は足にいて､常に人間の犯す罪過を監視し､庚申の晩に人間が寝ると､その隙をみて体内から抜げだして必ず天に上り､天帝にその人が六十日のあい
だに犯した罪過を逐一報告をする。それは､人間を早死させて､ はやく自分たちが祀りを受けたいためである｡けれども､庚申の日ごとに 
常に徹夜をしていれば､三尸は天に上って天帝に人の罪過を告げることができない｡ だから､庚申の晩に身をつつしんで夜明かしをすれば 
､早死を免れて長生きできる｡ その夜明かしが守庚申である｡  三回連続して守庚申をすれば三尸は恐れおののき､七回やれば永久に絶 
えてしまうから､その人の精神は安定し､身体もやすらかになり､ 生命は天地とともに長存することができる｡  庚申の日には肉食や同衾など 
の禁忌も説かれた｡ 
のちには､守庚申のほかに､服薬・祈穣・お札・閉気(深呼吸)などによって､積極的に三尸を駆除してしまう方法も考案されるようになった。  

「庚申信仰」 は、最後に 庶民に浸透した最も習合的な現世利益信仰 である。 強い信奉・布教者、主たる拠点たる寺院も弱いが徐々に拡大した民間信仰と言える。 
 

以下、参考文献  窪 徳忠 『庚申信仰』､『庚申信 仰の研究-日中宗教文化交渉史ｰ』､『庚申信仰の研究-年譜篇ｰ』､『庚申信仰の 研究-島嶼篇-』 より 
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 庚申講 （こうしんこう）  一般的に､講を結んで行う庚申待の通称 (追記 枕草子職曹司時代「五月の御精進のほど」「庚申待の夜」の語）  
ただし 『古記部類』には､天禄元年(九七〇)十一月十三日から一年間､慈恩会を庚申講といったとみえているから､十世紀の後半には 
すでに僧侶のあいだで庚中講という呼称のあったことは､たしかである｡ けれども､この『古記部類』にあらわれる庚申講と､いわゆる 
庚申講とは無関係らしい｡また､このように呼んだ理由も不明である｡ おそくとも鎌倉時代初期の作と思われる『庚申講表白』によれば､ 
当時僧侶のあいだで庚中講が開かれ､その折に問答や講論をしたことがわかる｡ 僧侶たちの庚申講を始めた時期は､はっきりしない｡  
藤原頼長の『台記』には､彼が仲間とともに､庚申の夜に老子の画像の前で､『老子道徳経』を講じて問答をし､宗教儀礼をしたとみえる｡ 
彼は､その行事を庚申講と呼んでいるから､おそらく僧侶たちのやり方に則ったのであろう｡   
 したがって平安時代末期には僧侶たちの庚申講が始まったと思われる｡ 
 

一般の人々の庚中待を庚申講と呼びだしたのは､仏教と庚申信仰が密接な関係をもつようになった 
室町時代末期以後で､佐賀県藤津郡塩田町南大草野所在の｢元亀四年(一五七三)発酉三月吉日｣の 
造立銘のある六地蔵庚申塔に初出する｡  そのやり方は､講中がそのうちの一尸に集まり､庚申講  尚 
塩田町の六地蔵庚申塔剛秋田県北秋田郡森吉町の庚申講本尊の前で簡単な勤行をしたのち､共同 
飲食をしながら徹宵語りあかすのであった｡  
庚申講の結成が､江尸時代初期以降全国的に拡まったのは､山伏や密教系の僧侶が関係したためだろう｡  
  

-------------------------------------------------------------------------- 
コラム    京都  「 表鬼門 の 猿  と 裏鬼門 の 申 」    
 

  五行説において、東＆南は陽の方位で西＆北は陰の方位だが、陽と陰の変わり目となる東北と南西
は不安定な方位である と 日本の陰陽道で 独自に解釈され、これが 表鬼門と裏鬼門 となった。 
  方位を十二に分ける干支のうち、丑（うし）と寅（とら）の間の艮（うしとら：ごん）の方位である東北が鬼
門（表鬼門）である。また、未（ひつじ）と申（さる）の間の坤（ひつじさる：こん）の方位である西南が裏鬼
門となる。 ところで、日吉大社・浅間神社では、猿は鬼門を守護する 神使 として考えられている。 
 これは、艮（うしとら：ごん）に近い寅の反対方向が申（さる）であることに起源があるようで、一説、桃太
郎が猿を鬼退治に連れて行ったのも関係があるといわれ、また一説、魔が「去る」という意味合いもある。 
未（ひつじ）が選ばれないのは、もともと日本に生息しておらず、戦闘向きでない印象ではないだろうか。 
 

平安時代前期の寺社の分布を見てみると、東北方向には猿や怨霊（鬼）に関係する神社がいくつかある。 
猿に関係するものとしては、日吉大社、赤山禅院（本堂の前に「皇城表鬼門」）、幸神社（さいのかみの
やしろ）などがあり、怨霊（鬼）に関係するものとして、元三大師堂、祟道神社、御霊神社などがある。 

庚申 猿田彦神社 

日吉大社 

赤山禅院 

幸神社 

   庚申猿田彦神社 

祭神は猿田彦大神、境内社の大国主神社に大国
主命、秋葉社に火伏せの神の秋葉大明神、稲荷
社に稲荷大神を祀る。 

西本宮楼門 
天正14年（1586）頃 
西本宮祭神 大己貴神 
比叡山に猿が多く生息、 
いつの頃か魔除け象徴。
「魔が去る」「勝る」に通ず 

仁和4年（888） 
（赤山大明神） 

祭神 猿田彦神 

日吉大社「神猿（まさる）」 
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  法然 ～ 親鸞 ～ 蓮如  
「口称念仏・浄土往生・往還廻向」 見性成仏 不立文字 

栄西「公案」道元「只管打座」 
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現世利益 合理 思想 
現実主義 

神山信仰・道教 

両部神道（真言） 

各思想に関係した信仰・事柄を 
    歴史に沿って、下に配列した。 

和合 と 創造 

自然共生・原生思想 

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 

田の神信仰 

武神信仰 

縄文～古墳時代 
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奈良 
 
平安 
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室町 
 
江尸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幕末 
 
 
 

神仏習合 
戦神信仰 鎮魂・救済 

神獣鏡 

アニミズム 
（精霊崇拝） 

心学  石田梅岩  
庶民教化 神道・儒教・仏教の三教合一説。 
天地の心を獲得し、私心無く無心による仁義を説く。 
 

朱子学   
上下尊卑・主従社会   
封建思想 「家」家長相続 

報徳思想 二宮尊徳 
天地自然の理(天命)の徳、恵みに感謝し報いることが
人の道。至誠で貫く心温まる理念、勤労、寛大な一円
観とその融合、相互扶助、思いやり、推譲心の実践、
分度を旨とする効率的な生活が大切である。 
 
 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

山王神道（天台） 

道教  神・仏・儒 一致 

一向宗 

神籬 鳥居 

隠元 念仏禅 

陽明学  中江藤樹  「心即理｣ 「致良知｣ ｢知行合一｣ 
 「 万物一体の 仁と良知の結合 」 社会救済の根拠 
人間関係の根本。愛敬を本質とする 『孝』 
時処位を考慮し実践と具体化  孟子「革命思想」包含 

水尸学    古来伝統学問 
陽明学影響 
建国神話『道徳』 固有秩序 
「尊皇攘夷」の語の初見。 

尊王・攘夷   ⇒   尊王・倒幕 

国学  
中国思想の否定  儒教・仏教の排除 
尊王思想 

古学派  孔子・孟子の原点研究 
古学   武士道、主君献身の潔さ、支配階級の徳性 
古義学  「情」価値 現実性と積極性 
古文辞学 経世済民 

孟子「放伐」論 

ケ 穢れ  
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陰陽道 

『女庭訓宝文庫』より 
「庚申待ちの事」 
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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。 
江尸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 

江尸 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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徳道上人 

  三尸説の日本請来は、おそらく八世紀の後半ごろには伝わっていたと思われる｡伝えたのは､密教僧か留学生であろう｡ 
平安時代の貴族には老子の説いた｢延齢之術｣(『江吏部集』)として受け容れられ､ 天皇中心もしくは貴族のあいだでしきりに行われた｡ ( 元来の「月待」の風習・習慣と習合した ) 御庚申や庚中会が
それである｡  道教では､身をつつしんで静かに夜明かしをせよと説くのに対して､日本では睡気ぶぎしや時間をつぷす手段として､双六・管絃・歌合その他の遊びをし､酒を飲んで賑やかに徹夜した｡  
このようなやり方は､そのまま鎌倉時代以後に受け継がれ､当時の将軍や武家の庚申会もほとんど同様であった｡ 
室町時代ほど御庚申や御遊の関係資料の多い時代はない｡ 一 方､十一､二世紀ごろ､おそらく陰陽道関係者によって､三尸説をうけた『老子守庚申求長生経』がつくられ､一部の人々はそれに基づ
いて､かれらなりの庚申会を始めた｡ 室町時代中期ごろ､同経に多分に仏説を加えた『庚申縁起』が成立した｡ これには勤行のやり方､信仰の由来､功徳､禁忌､崇拝対象､庚申塔造立法などが記さ
れているので､爾来一般の人々のあいだには仏教式庚申信仰が拡まりだした｡  その功徳は貧苦・災難の除去､延命､後生善所､禁忌は五辛や同衾､崇拝対象は青面金剛・観音・阿弥陀などであった｡ 
このように仏教化された結果､江尸時代初期以後､僧侶や修験者の力で真宗地帯を除いて庚申講が続々組織され､庚申堂も各地に多く建立された｡ 
なかでも､大阪四天王寺の庚申堂は著名である｡  この盛況をみた山崎闇斎は､日本人は日本なりの庚申信仰を行うべきだとの立場から､庚申の｢申(さる)｣にちなんで､猿田彦神を本尊とする神道
式庚中信仰を主張した｡ それが庚申祭である｡その本元は､三重県伊勢市の猿田彦神社とされている｡ 
こうして日本には､仏教・神道・修験道の三様式の庚申信仰が成立したが､明治の廃仏以後は神仏混淆の場合がきわめて多い｡また､信仰の内容も時代とともに変遷を重ねた｡平安時代に考えられて
いた徹夜の忌は忘れられて、一番鶏が鳴くまででよいとなり､さらに最近では前半夜､はなはだしい場合には一時間ほどで解散してしまう庚申講もある｡ 社会的機能を喪失している場合も少なくない｡
禁忌のうち同衾は､当夜同会したら盗人の子が生まれるとして､いまに伝えられているが､江尸時代以後 夜業・洗濯・髪洗い・御歯黒その他が付加され､御利益としては､町では商売繁昌､農村では豊
作､漁村では大漁とされるが､おしなべては治病となっている｡  冒頭、庚申講の結成が､江尸時代初期以降全国的に拡まったのは､山伏や密教系の僧侶が関係したためだろう。 の続き   
 

天台の智証大師円珍が青面金剛法『渓嵐拾葉集』と、庚申待のやり方とを伝えた、それを室町時代の末か江戸時代のはじめごろの密教関係の僧侶、修験道者が混同してむすびつけた結果ではな
いかと考える。日吉大社と天台宗の山王信仰で神使である猿への信仰と習合した「三猿」と  同様に、庚申信仰を説明する際に習合していった。民衆には決まった日に集まり、神仏を祭って夜を明か

す「夜待」の風習と習合した。                                     参考文献  窪 徳忠『庚申信仰』､『庚申信 仰の研究-日中宗教文化交渉史ｰ』､『庚申信仰の研究-年譜篇ｰ』     

アニミズム 
（精霊崇拝） 神々習合 八百万信仰 平等思想 

追善的 観音信仰 

来世救済的 観音信仰 

現世的 六観音信仰 

密教 現世利益的  
観音信仰 

護国 戦神 鎮魂仏 

不動信仰 

空也  
「称名念仏・浄土往生」 

勝軍地蔵 

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 

観音信仰 

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 

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 

『寺門高僧記』中の 
「行尊伝」と「覚忠伝」 

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 

江尸 成田不動 

法然・親鸞  
「口称念仏」 

国家鎮護 観音信仰 

飛鳥 
奈良 
 
 
平安 
 
 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
 
 
 
室町 
 
 
 
江戸 
 
 
 

阿弥陀 
浄土信仰 

                    

山岳信仰・道教 

密教  怨霊 御霊会 
怨霊 御霊会 

放生会 

加持祈祷 

呪術祭祀 

仏説を加えた 『 庚申縁起 』 

陰陽道   
『老子守庚申求長生経』 
一部の人々 庚申会 

天皇・貴族 
御庚申 庚中会 

道教 老子の説いた｢延齢之術」 

将軍・武家 
御庚申 庚中会 
『庚申縁起』 

僧侶・修験者が庚申講を組織 庚申堂 各地建立 

仏教式 庚申信仰 

四天王寺 の 庚申堂 

 

神道式庚中信仰 庚申祭 本尊 猿田彦神 

二求両願  
観音信仰 

不動信仰 

阿弥陀・浄土信仰 

神仏習合 観音信仰 

 ４ ページ 

我が国 庚申信仰 の 特質   （ ）に その理由について所見 
 

① 道教を起源とする代表的な複合信仰であるが、民間への普
及は、最も遅かった。（霊・魂に関係なく、また強い布教者や具体
的礼拝対象も弱かったが、江戸時代に青面金剛が独自尊像化） 
 

② 守庚申の勤行（ごんぎょう）は、道教では「慎み」だが、日本
では当初より「享楽的」であった。 （現世享楽 合理的な発想） 
 

③ 観音信仰は追善、浄土信仰は末法・来世往生、地蔵信仰は
地獄概念、いずれも魂の循環継承的な信仰を背景にするが、庚
申信仰は元来より現世的な信仰である。 （道教の影響） 
 

④ 同じく現世的信仰の不動信仰と共通し、修験道者による民
衆普及がある。不動信仰が鎌倉室町時代に民間普及したのに
対し、遅れて江戸時代の普及である。（ 武家社会の混乱期から
天下泰平への時代変化が投影されている ） 

循環思想 和合思想 

自然共生・原生思想 

自然 の 法則 ・ 力 貴族 の信仰構造 
日本文化の特性   
基本原理 の 体系より分析 

循環思想 和合思想 

自然共生・原生思想 

民間 の信仰構造 自然 の 法則 ・ 力 

現利思想 

八坂 大黒山金剛寺 庚申堂 平安時代 (社伝) 
本尊 青面金剛 しょうめんこんごう （御前立） 
大阪四天王寺庚申堂、東京入谷庚申堂（廃）と日本三庚申 

地蔵信仰 

地獄  概念 

【重文】青面金剛立像 
木造 平安時代後期  
11世紀 東大寺  



「 古事記 原文 」  変体漢文  岩波古典文学大系本（訂正 古訓古事記）  近代デジタルライブラリー  国宝「真福寺本」照合済 
「伊邪那岐命  と伊邪那美命」 
（前略）既生國竟、更生神。故、生神名、大事忍男神。次生石土毘古神、訓石云伊波、亦毘古二字以音。下效此也。次生石巢比賣神、次生大戸日別神、次生天之吹上男神、次生大屋毘古神、次生風木津別之忍男
神、訓風云加邪、訓木以音。次生海神、名大綿津見神、次生水戸神、名速秋津日子神、次妹速秋津比賣神。自大事忍男神至秋津比賣神、幷十神。  
此速秋津日子、速秋津比賣二神、因河海持別而、生神名、沫那藝神、那藝二字以音。下效此。次沫那美神、那美二字以音。下效此。次頰那藝神、次頰那美神、次天之水分神、訓分云久麻理。下效此。次國之水分
神、次天之久比奢母智神、自久以下五字以音。下效此。次國之久比奢母智神。自沫那藝神至國之久比奢母智神、幷八神。  
次生風神、名志那都比古神、此神名以音。次生木神、名久久能智神、此神名以音。次生山神、名大山上津見神、次生野神、名鹿屋野比賣神。亦名謂野椎神。自志那都比古神至野椎、幷四神。 
（中略） 
於是詔之、上瀬者瀬速、下瀬者瀬弱而、初於中瀬墮迦豆伎而滌時、所成坐神名、八十禍津日神。訓禍云摩賀。下效此。次大禍津日神。此二神者、所到其穢繁國之時、因汚垢而所成神之者也。次爲直其禍而所成
神名、神直毘神。毘字以音。下效此。次大直毘神。次伊豆能賣神幷三神也。伊以下四字以音。次於水底滌時、所成神名、底津綿上津見神。次底筒之男命。於中滌時、所成神名、中津綿上津見神。次中筒之男命。
於水上滌時、所成神名、上津綿上津見神。訓上云宇閇。次上筒之男命。  此三柱綿津見神者、阿曇連等之祖神以伊都久神也。伊以下三字以音。下效此。故、阿曇連等者、其綿津見神之子、宇都志日金拆命之子
孫也。宇都志三字以音。  其底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命三柱神者、墨江之三前大神也。於是洗左御目時、所成神名、天照大御神。次洗右御目時、所成神名、月讀命。次洗御鼻時、所成神名、建速須
佐之男命。須佐二字以音。（中略）故、伊邪那岐大御神、詔速須佐之男命、何由以、汝不治所事依之國而、哭伊佐知流。爾答白、僕者欲罷妣國根之堅洲國。故哭。爾伊邪那岐大御神大忿怒詔、然者汝不可住此國、
乃神夜良比爾夜良比賜也。自夜以下七字以音。故、其伊邪那岐大神者、坐淡海之多賀也。 
「天照大神  と須佐之男命」 
（前略）故爾各中置天安河而、宇氣布時、天照大御神、先乞度建速須佐之男命所佩十拳劒、打折三段而、奴那登母母由良邇、此八字以音。下效此。振滌天之眞名井而、佐賀美邇迦美而、自佐下六字以音。下效此。
於吹棄氣吹之狹霧所成神御名、多紀理毘賣命。此神名以音。亦御名、謂奧津嶋比賣命。次市寸嶋上比賣命。亦御名、謂狹依毘賣命。次多岐都比賣命。 
（中略）又食物乞大氣津比賣神。爾大氣都比賣、自鼻口及尻、種種味物取出而、種種作具而進時、速須佐之男命、立伺其態、爲穢汚而奉進、乃殺其大宜津比賣神。故、所殺神於身生物者、於頭生蠶、於二目生稻
種、於二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥、於尻生大豆。故是神產巢日御祖命、令取茲、成種。 

（中略）故、其櫛名田比賣以、久美度邇起而、所生神名、謂八嶋士奴美神。自士下三字以音。下效此。又娶大山津見神之女、名神大市比賣、生子、大年神。次 宇迦之御魂神。 
（中略）天之冬衣神。此神、娶刺國大上神之女、名刺國若比賣、生子、大國主神。亦名謂大穴牟遲神、牟遲二字以音。亦名謂葦原色許男神、色許二字以音。亦名謂八千矛神、亦名謂宇都志國玉神、宇都志三字以
音。幷有五名。 
「崇神天皇」 
卽以意富多多泥古命、爲神主而、於御諸山拜祭意富美和之大神前、又仰伊迦賀色許男命、作天之八十毘羅訶、此三字以音也。 
「景行天皇」 
大帶日子淤斯呂和氣天皇、坐纒向之日代宮、治天下也。此天皇、娶吉備臣等之祖、若建吉備津日子之女、名針間之伊那毘能大郎女、生御子、櫛角別王。次大碓命。次小碓命。亦名倭男具那命。 

                      
 古事記には、その当時の日本人の「自然」への価値観が描かれている。それは、奈良から平安、そして安土桃山から江戸時代へと、表現を多様し 
継承される。 『日本書紀』、『風土記』、『万葉集』 などの韻文「上代歌謡」、「和歌」の世界で、季節、植物、風景は、歌の舞台や比喩となった。  
飛鳥・奈良時代の衣装から始まる「彩」と呼ばれる「色彩」では、空の移ろいを表現した。 平安時代の「大和絵」では、「平等院鳳凰堂壁扉画」、東寺 
伝来「山水屏風」、「鳥獣人物戯画」など、樹木や動物など 自然への憧憬が描かれた。 「源氏物語」で語られた四季花鳥は、「絵巻」で再現され、「雅」 
な色彩となり、やがて安土桃山時代の襖絵で、金、墨と和合し、「絢」として絢爛する。 元来は神聖な場所である「庭」は、平安王朝の別業や浄土寺院、 
桃山では武家・茶室前庭、江戸初期には貴族や大名の大規模庭園にまで発展。 現代でも、社寺、遊興施設、住宅と一体となり、その価値を高める。 
 

 その古事記の中で、「自然」は、どの様に尊厳され、その信仰は、いつ発生した と語られているだろうか？ その時代特定と併せて、以下に検証したい。 
古事記が完成したのは、奈良時代、和銅5年７１２年 元明天皇の時代である。 その時から遡り、時代特定の手掛かりはどこに語られているだろうか？ たとえば、長い物語でも最初
の部分となる、「伊邪那岐命と伊邪那美命」の物語で登場する地名、神社所在地。それは、現代に伝わる「墨江」（大阪の住吉大社の地）、「淡海之多賀」（滋賀の多賀大社の地）である。 
しかしながら、物語はまだ「天照大御神、月讀命、須佐之男命」が誕生したばかりで、神話の最中である。信仰起源としては、大変興味深い記述であるが、神社創建のことではないた
め、時代特定には利用できない。 その後、「天の岩屋戸」「天孫降臨」として 神々の誕生期が終わり、「神武東征」を経て、ようやく「崇神天皇」のあと、「垂仁天皇」、「景行天皇」時代
の纒向之日代宮が登場する。これは、考古学上「纒向遺跡」と照合できる、 物語で（実在の是非が問われる天皇陵以外）初めて登場する手掛かりである。 その場所からは、古事記
にも登場する古代祭祀の供物 桃の実や、大集落遺跡・建築物・西日本から関東の外来土器が発掘され、また日本史上初の前方後円墳を含むことから、弥生時代から古墳時代への
転換期、２００年から３５０年と時代推定、学会の主論とされる。 つまり、古事記に戻ると、「景行天皇」前後数代の時期が、弥生時代末期から初期古墳時代と結論できる。 ２５０年頃
と推定されている「箸墓古墳」倭迹迹日百襲姫命（宮内庁治定）は、立地、時代とも近隣である。 
 以上、念の為、古代史と古事記を同期させた。したがって、古事記に登場する神々は、その「纏向遺跡」以前、縄文から弥生時代にかけ誕生したことになる。すなわち人々が狩猟、稲
作で生活していた時代である。その神々の内、具体的に役割・由来が記載されているのは、以下掲載の「古事記原文」下線部分である。そこでは、海神、水戸（河口）神、風神、木神、
山神、野神が誕生する、このあと誕生する神々も考慮すると、特に 海（水）、山の関係の神々が多い。 つまり、アマテラスやスサノオ、オオクニヌシが誕生する前に、彼らより重要な
神々として誕生させたことに高い価値観、信仰が伺える。 さらに、彼らやその子孫は 海神・山神の姫たちを妻とする。 天孫降臨する邇邇藝命の妻は、山神大山上津見神の娘「木花
之佐久夜毘売（コノハナノサクヤビメ）」、また、神武天皇の母も海神大綿津見神の娘「玉依毘売命（タマヨリビメ）」である。通観すると、自然神から皇神への神概念、信仰の遷移が浮き
彫りとなる。 そして、またここでも母系による「和合」が表現されていることに注目したい。 
 古代日本で、自然は、狩猟の山麓、稲作の水など、現実の生活に「恩恵・現世利益」をもたらし、一方では猛威を振るう「畏怖」の対象である。そこに魂を感じ、木、草、山、川、岩、嵐、
雷などを対象に「自然信仰」が発生した。その価値観が古事記で神々の有り様に描かれている。「神山・神奈備磐座」などの存在も、その地域の「現世利益」を願う「自然信仰」の証だ。 

自然共生 自然 の 法則 ・ 力 5 
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本尊は、薬師如来だが、一乗止観院 延暦寺発祥の東塔 
山王院に、観音菩薩が祀られた。 

木造  千手観音立像（旧所在 山王院）平安時代初期 
イヌガヤ  一本造 51.2cm  重要文化財 

延暦7年  788年 

   は三輪山より大物主神の分霊を日枝山に勧請して大比叡とし 

従来の祭神大山咋神を小比叡とした。  現在の根本中堂の位置に薬師堂・文殊堂・経蔵 

と、寺院を建立し、一乗止観院とした。 
比叡山の地主神である日吉大社を、天台宗・延暦寺守護神として崇敬。 中国の天台宗の本山 

である天台山国清寺で祀る山王元弼真君にならい山王権現と呼ばれる。  

     桓武天皇は最澄に帰依し、また、天皇やその側近である和気氏の援助を受けて、比叡

山寺は京都の鬼門（北東）を護る 国家鎮護の道場として次第に栄える。年号をとった「延暦寺」と
いう寺号が許されるのは、最澄の没後、弘仁14年（824年）のこととなる。 
  延暦寺では、山王権現に対する信仰と天台宗の教えを結びつけて山王神道を説いた。 
中世に比叡山の僧兵が強訴のために担ぎ出したみこしは日吉大社のものである。 
天台宗が全国に広がる過程で、日吉社も全国に勧請・創建された。 
 

起源 社伝崇神天皇7年 推定２１０年頃 

天智天皇7年 668年   

近江京遷都の翌年 

日吉大社に、大津京鎮護のため 

大神神社から、大己貴神を勧請。 

元々の神である大山咋神よりも上位とし、
「大宮」と呼ばれる。 

   

  

 
初見 『古事記』 

 「大山咋神、亦の名を 
山末之大主神。 
此の神は近淡海国の 
日枝の山に坐し、亦葛野の松尾に坐して、鳴鏑を用つ神ぞ」 
 牛尾山（八王子山）山頂に磐座   鳴鏑（なりかぶら 矢の先） 
 

本宮  
 西本宮：大己貴神（おほなむち）   

             （大国主神に同じ） 
   東本宮：大山咋神 
５ 摂社  
   宇佐宮   ：田心姫神 

    牛尾宮 ：大山咋神 荒魂 
    白山宮 ：菊理姫命 
   樹下宮  ：鴨玉依姫命 
   三宮宮：鴨玉依姫命 荒魂 

   

白山比咩神社  （しらやまひめじんじゃ） 

    養老2年（718年）、越前の修験僧・泰澄大師 
  白山主峰・御前峰に奥宮を創建  現  石川県白山市三宮町 
  式内社、加賀国一宮。旧社格は国幣中社 
    現在は神社本庁の別表神社。  
  全国に2,000社以上ある白山神社の総本社 
  白山（標高2,702m）の山麓に鎮座、白山を神体山として祀る 
  主祭神   白山比咩大神 - 菊理媛神（くくりひめのかみ）と同一神 
                           神名から、世をくくる、整える神 

                 伊邪那岐尊        伊弉冉尊  

                       

 日吉大社の信仰起源、根本は山背の山々と同じく「神奈備 磐座」である。つまり山陰から丹後～
亀岡～大和、もうひとつは、越（北陸）からここ淡海（近江）経由で山背に至る、人々の自然な流れ
の証である。  琵琶湖を挟み、日吉大社の神山、八王子山と相対する三上山。 その麓の野洲市
小篠原（桜生）の「大岩山」から、「銅鐸」が通算３８個、発見、山陰に渡来した弥生時代の「出雲北
陸文化」だ。  ４００年代、山背への秦氏渡来と秦酒公による氏族統率。  ５００年代前半、湖西側、

鴨稲荷山古墳は、山陰 小浜にも見られる「周濠前方後円墳」。 日吉大社には、越前秦氏 泰澄の
白山信仰が伝わり、 同じ秦氏の松尾大社大山咋神へと繋がる。  人々の移動と信仰の堆積、 
波及の痕跡が継承される大社です。日吉大社面談・磐座参拝 を 手がかりに 考古、信仰から考察 

神奈備 磐座 



修験道 

山岳信仰・修業 

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 
自然神 （山・海・水）  

祖霊信仰 
首長霊信仰 

精霊信仰 

自然共生・原生思想 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

原日本人（漁撈・狩猟生活） 古代自然神信仰 

アミニズム 

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  
            (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 
 
 
江尸 
 
 

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) 

                           

 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」後日譚には、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。『続日本紀』797年には、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。 
 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。 

「薬師如来」は、元来、顕教で現世利益の如来だが、現世利益を本願とする密教、延暦寺・神護寺・東寺・金剛峯寺
や、貞観16（874）年「理源大師聖宝」建立の醍醐寺でも本尊とされた。 天台宗（台密）では、東方浄瑠璃世界の教主。
真言宗（東密）「覚禅抄」では胎蔵大日如来と同体と説かれている。雑密系の別尊曼荼羅では中尊となる事も多い。 
 

 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。 また聖護院など密教系修験道では、密教「三輪身」で大日如来の自性輪身に対して、教令輪身である「不動
明王」を本堂や護摩堂本尊とした。 現世利益祈祷の修法「護摩」は、バラモン教で供養祭式「ホーマ」の音訳である。 
 

  

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 

7 


