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令和 2 年７月２日 

あきる野石仏散歩の会 

代表 宮原 貢 

西多摩地方にみられる月信仰の研究 

 

１．はじめに 

日本における月信仰というと、誰もが「竹取物語」を連想するかもしれない。竹藪の

竹の中から老人に発見された女の子が見る見るうちに絶世の美女へと成長し、男たち

の心を捉えて求婚者たちが押し掛けてくるが、ある十五夜の晩に月世界へと帰ってい

くというかぐや姫伝説である。このほかに、古から伝えられている月信仰には十三夜、

十五夜、二十三夜などに、いわゆる、月待ちと称した行事が全国各地で今でも執り行わ

れているが、最近では民間信仰と言うより通過儀礼としての感じが否めない。 

いっぽう、私たちの周囲を見渡すと二十三夜塔という古い石造物が各地に建立され

ている。一般的には二十三夜の晩に講を開いて関係者が飲食を共にして月が昇ったら

お経を唱えて解散するといった程度の伝承が残されているものの、今ではこのような

風習が残されている地域は数少ないものと思われる。近年、石造物研究の世界では主に

碑銘、願主、建立年などの調査が行われ、各地域の自治体や研究団体によって資料がま

とめられているが、背景にあるものは民間信仰であり、柳田国男や折口信夫などで知ら

れる民俗学の分野などと共学した研究も必要と思われる。 

ここでは、西多摩地方の月信仰に絞って当時の人々の月信仰の考え方、各地の信仰内

容、これまで私が行ってきたフィールドワークのなかから、今後の石造物研究の課題と

して一石投じてみたい。 

 

２．月信仰に関係する主な伝承・伝説 

ここでは昔から伝えられている月信仰にかんするものを取り上げてみることにする。 

１）廣寒府（こうかんふ） 

月の都、月世界、また、月の中にある宮殿を指しており、月宮殿、廣寒宮などと

も呼ばれる。いずれも、中国伝来のもので黄泉の国伝説の一例である。 

また、月世界の神として廣寒玉兎神（玉兎神）が知られている。 

２）ニソの森（または杜） 

民俗学者、谷川健一（日本の神々）や櫻井徳太郎（日本民間信仰）などにニソの

森のことが紹介されている。ニソの森のニソは二十三が訛ってニジュウソウとな

り、それがまた訛ってニソに変化したもので、開拓先祖二十四名（苗）を祀ったも

のだということである。毎年、霜月（１１月）二十三夜のころに月待ち行事が行わ
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れていたようである。西多摩地域では、あきる野市星竹地区、八王子市恩方地区に

その名残がみられる。また、ニソの森には依り代と呼ばれるご神木（シイ、タブ、

ツバキ、エノキなど）があるのが特徴である。エノキは「ヨの木」とも呼ばれてい

る。私はニソとは双体道祖神のように二祖のことを指しているのではないかと考

えている。 

３）秋津（あきつ）と奥津城（おくつき） 

古く、日本のことを秋津と呼び、あの世が奥津城、奥津城とは三昧場のような墓

場のことを指している。先に述べたニソの森は先祖の墓場だという説もあり、奥津

城と関係があると思われる。 

４）貴船（きふね）信仰 

京都市左京区に月信仰に関係がある貴布禰総本宮の貴船神社がある。「水は恐ろ

し、水は尊し」と文言があるように、水と縁が深い神社である。その他に同社の由

緒には「国家安隠、万民守護のため、太古“丑の年の丑の月の丑の日”に天上より貴

船山中腹、鏡岩に天降れり」とある。いわゆる、神様が黄色い舟に乗ってやってき

たという伝承が残されている。東京都檜原村にはこの貴布禰神社が藤原地区と下

元郷地区に二か所ある。また、檜原村の北谷上流には月読山があるが月信仰との関

係があるからだと考えられる。 

５）七夜 

日本国内の月信仰と関係があると思われるのは毎月１８日が縁日とされる「観

音さまの日」である。特に１０月１８日には各地で祭りが盛大に行われていたよう

である。また、対馬地方では正月１７日が観音様の縁日などの例がある。その他に

１０月の二十六夜は阿弥陀如来、観音、勢至菩薩の三尊が三日月の中に姿を現す日

として篤く信仰されてきた。このように月信仰は観音信仰と深いつながりがある。

また、日本においては月信仰と言えば二十三夜と言われるくらい各地に二十三夜

塔が建立されている。各地に伝わる話では霜月（１１月）１７日から２３日までが

主に七夜と呼ばれ、阿弥陀仏、六観音などが主尊として日替わりで信奉されていた

ようである。正月の観音さまの日も１７日、１８日が縁日となっているので、同じ

七夜と考えたい。二十三夜は今のところ全国的に勢至菩薩が共通した主尊として

祀られているようであるが、そのほかのことは詳しく分かっていない。これまで調

べた各地に伝わる七夜の主尊の例を表―１にまとめてみた。               

 

                              （表―１） 
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また、七夜とは別に二十六夜が月待ち行事の締めくくりのように組み入れられて

いるので、ここでは二十六夜までを七夜にした。二十六夜は阿弥陀如来と脇侍に観

音菩薩と勢至菩薩が表現されている。 

  ６）日待ち、月待ち 

     民間信仰では、集会を講、当日を直会（なおらい）と呼び、例えば、庚申待ちと

呼ばれる講は庚申の日が来るのを待つという意味で日待ち、観音さまの日など月

信仰に関係があるものは月待ちという区分けがされていたようであるが、西多摩

地方では総称して日待ちと呼ばれていたようである。また、日待ちは庚申信仰の場

合、翌日の太陽が昇るまで起きて待つ、月待ちは夕方から月が昇るまで起きて待つ

という意味もある。月待ちは二十三夜に行われるものが全国的に多く、地域によっ

ては十八夜、十九夜、二十夜などに講が行われたケースもあるが詳細は不明である。 

７）十夜 

一般的に「お十夜」と親しみを込めて呼ばれているもので、西多摩地方では八王

子大善寺の「大善寺十夜大法会」が関東三大十夜として知られ、毎年１０月１３日

から１５日までの３日間、近郷、近在の参拝者で町中賑わっていたそうである。寺

伝によれば大善寺のお十夜は八王子城が落城したときの戦没者を供養するために、

江戸の初めころより行われるようになったと説明してある。あきる野市教育委員

会発行の「儀三郎日記」にも星竹地区より八王子のお十夜に参加したことが記され

ている。この十夜は、もともとは１０月６日から１５日までの１０日間行われてい

たものが、後に１３日から１５日に短縮されたものである。また、あきる野市二宮

にある玉泉寺は「お十夜の寺」としても知られていたようである。 

８）百番巡礼 

百番巡礼は主に坂東（東国）３３か所、西国３３か所、秩父３４か所の霊場を巡

る旅で、鎌倉時代以前は９９か所の巡礼であったが、源頼朝の代に秩父に結願寺の

水潜寺が加えられ３４か所となり百番巡礼と呼ばれるようになった。この巡礼の

記念に建立したのが百番塔や百番供養塔、また、廻国巡拝塔などと呼ばれる石造物

である。また、主尊とされているのが如意輪観音で別名、百番観音とも呼ばれてい

る。百番巡礼は平安時代中期に起こった承平天慶の乱以降に犠牲者を供養するた

めに始まったと伝えられている。百番塔は二十三夜塔と組み合わせて建立される

ケースがみられるので説明に追加した。 

３．月信仰の検証 

二十三夜塔などを調べて回ってみるものの、地元の人にも殆どその存在すら忘れ去

られてしまっているのが現状で、もはや伝承の話を聞き出すことすらできない。昔風に

言ってみると一種の「流行神（はやりがみ）」だったのかと考えさせられてしまうが、

月信仰にはもっと奥深いものがあると思っている。ここでは昔の人々の生活に戻って

みて月信仰とは何だったのかよく検証してみたい。 
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１）月信仰における三夜の考え方 

月信仰で大事なのは三夜という考え方である。三夜はすなわち産夜（生まれる）

という発想になり女性のお産を意味している。最近、月待ちの事例は少ないが近隣

の奥多摩町では月待ちのときに妊婦の参加があったという事例もある。また、太陰

暦ではひと月は大の月が３０日、小の月が２９日で組まれていたが、下図に示す通

りひと月を１０日単位で新月、満月、臨月に分けることができる。なお、臨月を説

明に加えたのは、月信仰が女性と深いつながりがみられることから便宜上引き合

いに出した。また、道教に現れる八仙の一神、西王母は月信仰と関係があるとも伝

えられており、人の生涯を例える生旺墓とも表現されているので、そこから、新月、

満月、臨月の表現も人の生涯として捉えてみた。そうすると新月には最初の三（産）

夜があり、次の満月では十三夜、その次の臨月では二十三夜という月齢が三（産）

夜に通じる月待ちということになる。それで、二十三夜はこの世で見る最後の三夜

の月であり、次の三十三夜はこの世で見られる月ではないので、あの世で見る月、

すなわち黄泉月となる。この三十三という数字は仏教の三十三観音につながり平

安時代から始まったと伝えられている百番巡礼につながってくるのである。 

 

  ２）二十三夜と弓張月 

毎月の月の動きを見てみると月の形は一定せずに複雑で、毎日、東から昇る太陽

のように昇っては来ず、とても神秘的である。特に月信仰の中でも二十三夜は重要

視された。昔の人々は二十三夜に月世界からご先祖たちが往来すると考えたのは、

貴船信仰のように月が船の形、すなわち弓張月と呼ばれる形で姿を現す夜だった

からである。谷川健一（日本の神々、岩波新書）によるとニソの森の祭りは各地で

霜月１１月２２日、２３日に行われていたとの説もあり、二十三夜は毎年１１月の

弓張月が重要な月待ちの日であったことを伺わせる。また、１１月に行われる新嘗

祭や弘法大師の霜月大師講も同じ１１月２３日に行われているので、月信仰と何

らかの関係があると思われる。 

３）月待ち行事の背景 

日本国内では幅広く月待ち行事が行われていたが、民俗学の世界でも専門書な

どは断片的なものが多く、それらをつなぎ合わせていくのも必要である。月信仰の

世界では月待ち行事は新月の三夜から始まって二十六夜まで続いているが、祭祀

の背景にあるものがよく分かっていない。山形県の庄内地方では巫覡（ふげき）と

呼ばれる人たちが十八夜聖観音を信奉していたので、職業的なものが背景にある
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かもしれない。また、八王子で行われていた「お十夜」は八王子城落城の際、犠牲

となった後北条家関係の戦没者供養、ニソの森のように先祖開拓二十四苗の供養

が行われていた点なども考慮に入れなければならない。今後の研究によって、月信

仰の背景にあるものの解明が進むことを期待している。 

４）毎月の月信仰の流れ 

月信仰はよく庚申信仰と比較して語られることがあるが、それは庚申信仰では

２ケ月周期で庚申の日が巡ってくるのに対し、月信仰では十三夜、十五夜など毎月

同じように月待ちが巡ってくることである。毎月、この月待ち行事が行われていた

のかどうかよく分からないが、先に述べた十夜、七夜という行事が年間を通して大

きくかかわっている。図－２に示す通り、毎月の月信仰の行事では新月三夜に始ま

り、十夜、七夜、２８日からは月が姿を隠していくので、つごもりとも呼ばれ、こ

の周期で一か月が四部に分けて組まれていたことが分かる。主に新月は１日から

３日、十夜は１３日から１５日、七夜は１８日、２２日、２３日、２６日、つごも

りは２８日から３０日に主な祭祀が執り行われていたようである。また、次の行事

へ移行するときにいざよい（十六夜）のような空白日が一日設けられている特徴が

ある。新月は三日月、三夜（産夜）、満月は望月、臨月は主に妊婦の出産を意味す

るが、ここでは、つごもりとして説明する。            （図―２） 

 

５）月信仰と巡礼 

二十三夜塔などの石造物を調べていくと不思議なことに月巡礼というものに突

き当たる。民俗学などの書物に目を通してみるものの、月巡礼という話はまったく

出てこない。フィールドワークのところでも説明するが、あきる野市や八王子市恩

方地域では二十三夜塔が道沿いに道標のように配置されている。あきる野市乙津

にある徳雲院には寺院の前の養沢道がかつて巡礼の道だったことが伝えられてい

て寺院の参道には巡礼者のために建立されていたという百番供養塔が四基移設さ

れている。これらを勘案すると二十三夜塔の配列と巡礼の伝承が一致する。これは、

月巡礼がかつて間違いなくこの地で行われていたことを意味している。また、東京

都檜原村北谷には月読山があり、かつて村が檜原二十三組（村を構成する集落を

「組」と呼んでいた）とも呼ばれていたので二十三夜の月信仰と関係があるものと

思われる。また女性が四十歳になったら「死が重なる」と捉えて巡礼に出たという

伝承もある。月信仰は多くの地域で女性が中心になって講を行っていたと伝えら

れているので、女性たちのための信仰だったとも言える。 
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６）月の動きと太陰暦 

月の動きは自転、公転ともに２７．３日である。また、現在も同様であるが偶数

月が大の月、奇数月が小の月と呼ばれ、縁起がよいとされたのは小の月である。太

陰暦のころは大の月が３０日、小の月が２９日となっており、冬至や夏至、春分点、

秋分点などと帳尻を合わすために数年に一度閏月があり、場合によっては一年が

１３ケ月の年もあった。このために、通常、毎年６回ある庚申の日が７庚申や５庚

申になる年があり、このような年も縁起が悪いとされた。月は太陽と違って毎晩東

の空から姿を現すとは限らない。だから月待ちの夜は場合によっては辛抱強く月

が昇ってくるのを待たないといけない。しかし、太陰暦は太陽暦と違って毎月１５

日と言えば満月になるから月の姿は暦の役割をしている利点があった。夜空には

満月があり闇夜もある。歌にも詠まれるように当時の人々にとって月は神秘的存

在だったのである。 

７）主な月齢と月の出 

月信仰と天文学などでは表現方法や考え方に若干の違いはあるが、主なものは

次の通りである。 

イ．三日月：新月三日目に姿を現すことから三日月の名前がつけられている。 

また、新月は昼しか現れず、三日月は太陽が沈んだ後、西の空に見える。 

    ロ．八日月：上弦の月の翌日。夕方に南中に見える。 

    ハ．十五夜：望月、満月の夜。夕方太陽が沈むころ東の空に見える。 

    ニ．十六夜（いざよい）：「いざよう」とは、ためらうと言う意味で、毎日、月の 

出は季節によって３０分から５０分ほど遅れているので十五夜の翌日は太陽

が沈んでもすぐに現れない。それで、十六夜の月をいざよいと呼んでいる。 

    ホ．二十三夜：下弦の月。夜半に東の空に現れ、朝方、南中にある。 

    ヘ．二十六夜：有明月、逆向きの三日月が夜明け前に東から姿を見せる。 

      また、阿弥陀三尊が逆向きの三日月の中に姿を現すと伝えられている。 

    ト．晦日月：月齢２８日から３０日ころ、昼間姿を現す。つごもりとも言う。 

８）農閑期に行われた月待ち行事 

以上のような内容から各地に伝わる主な月待ち行事を整理してみると、だいた

い表―３のように説明できる。正月の観音さまの日、お盆の満月、十月の十夜、霜

月二十三夜という具合に年間の主な月待行事が組まれていたのが分かる。このよ

うに、昔の人々は農閑期を選んで月待ち行事を行っていたと考えることができる。 

 

                                   （表―３） 
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４．月信仰に関係する観音菩薩と石造物 

月信仰では何といっても二十三夜が中心にあると思う。西多摩地方では殆どが二十

三夜塔であるが東北や北陸などでは十八夜、十九夜、二十夜、二十一夜、二十二夜など

の塔が見受けられるが、その理由はよく分かっていない。先に述べたように山形県庄内

地方では巫覡と呼ばれる人々が十八夜聖観音を崇拝していたことが知られているので、

背景に職業的なものがあるのかも知れない。ここでは、二十三夜信仰に関係する観音菩

薩、石造物について説明する。 

１）勢至菩薩（せいしぼさつ）／二十三夜塔 

二十三夜の主尊となっているのが勢至菩薩である。勢至菩薩は阿弥陀如来のわ

き役で智慧（ちえ）の光によって一切をあまねく照らし、人々の迷いを取り除く仏

様とされている。種字は「サ」で表してある。二十三夜塔にたまにこの種字が刻印

されているものがある。 

２）如意輪観音（にょいりんかんのん）／百番塔（百番供養塔） 

如意輪観音は別名百番観音とも呼ばれており、百番塔（百番供養塔）や二十二夜

などの主尊となっている。主に百番巡礼や月待を行った記念に各地に百番塔（百番

供養塔）や二十二夜塔などが建立されている。衆生を苦悩から救い、その願いをか

なえてくれるという変化観音のひとつとされる。ロダン彫刻の「考える人」のよう

に右手を頬にあてているので分かりやすい。種字は阿弥陀如来と同じく「キリク／

キリーク」で表されている。 

  ３）石造物の組み合わせ 

百番塔（百番供養塔）は庚申塔、二十三夜塔と組み合わされて建立されているケ

ースがみられ、この場合、庚申塔との組み合わせは地域霊場の入り口、二十三夜塔

との組み合わせは月信仰の霊場の入り口を表しているものと考えている。昔の

人々は行商や巡礼のときに村の入り口などにある石造物の組み合わせを見て、近

くに霊場などがあることを察していたのである。あきる野市、並びに檜原村の例を

写真－１に示す。また、星竹地区の二十三夜塔は珍しい三尊型である。おそらく他

の石造物についても、いくつか種類の違うものを組み合わせて祭場、葬場や霊場な

どを表現しているものと考えている。 
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５．フィールドワーク 

今回、フィールドワークとして東京都あきる野市、東京都檜原村、東京都八王子市恩

方地区を主な対象とした。その他に、長野県南相木村、長野県北相木村も参考のために

調査を行った。 

１）東京都あきる野市 

あきる野市の場合、図－１に示すように二十三夜に関係する石造物が渕上地区

の観音堂を皮切りに、横沢入りの大悲願寺、小中野地区の大鳥神社、星竹地区の普

光寺、乙津の徳雲院、養沢地区を通って養沢神社上流の上養沢まで二十三夜塔が続

いて建立されている。渕上地区の観音堂には勢至菩薩（昭和５年）と如意輪観音の

丸彫像が安置されている。如意輪観音は昔、四国から持ってきたものだと伝えられ

ている。また、近くの住民に話を聞くと近年まで７００年ほど続いた尼寺（地蔵堂）

が近くにあったのだそうで、ここでは観音堂（如意輪観音、勢至菩薩）、地蔵堂（比

丘尼寺）という組み合わせがこの地区の月信仰のキーワードになっている。途中、

普光寺のポイントにニソの森の痕跡がみられる。 

 

 

 



9 

 

２）東京都八王子市恩方地域 

八王子の追分から甲州街道と別れて陣馬街道（旧称案下道）が始まり、陣馬高原

まで続いている。途中の川原宿付近から陣馬高原の麓までが主に恩方（下恩方町、

上恩方町）と呼ばれている。二十三夜塔は図－２に示すように恩方地区の川原宿に

始まり、板当地区、力石地区、宮ノ下地区、川井野地区、陣馬高原の麓、上案下地

区まで続いている。下恩方町川原宿にある二十三夜塔には近くに百番塔はみられ

ないが、石塔の上面に勢至菩薩の梵字「サ」が刻印してあり、ここを巡礼の起点だ

ったと判断した。途中の力石地区にニソの森の痕跡がみられる。 

 

 

３）東京都檜原村 

檜原村は浅間嶺を境にして北谷と南谷に呼び分けられている。また、二十三夜塔

は図－３に示す通り北谷、南谷併せて３４基（檜原村の石仏第三集）が確認されて

いる。昔、檜原村は檜原二十三組とも呼ばれていたので、当初は組と呼ばれる２３

の小さな集落で構成されていたと考えられる。檜原村の二十三夜塔はあきる野市

や八王子市恩方地域にみられるような巡礼のパターンではなく、この図からも分

かるように北谷と南谷に分かれた一村集中型である。 
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４）ニソの森（杜）の調査 

ニソの森は西多摩地方では殆ど耳にすることは無いが、東北や北陸地方では今

も語り継がれ各地で祭祀が行われている。東北や北陸地方の調査は行っていない

がインターネットなどで調べてみると民俗学で解説されているように、祭祀日以

外、普段は誰もニソの森には立ち入らないこと、ニソの森が先祖を祀る聖地になっ

ていること、聖地にはシイや樫の木など依り代と呼ばれるご神木が植えられてい

ることなど主な特徴があげられる。 

このような雰囲気に近いものがあきる野市の星竹地区、八王子市恩方地域の力石

地区にみられる。（写真―２）この二つのニソの森は月巡礼コースの途中にあって、

一般の通行人にはその存在すら分からないようになっている。また、星竹地区の二

十三夜塔近くのニソの森入り口には百万遍供養塔が建立されている。これは、ニソ

の森が神聖な場所であって、この場所で過去に百万遍供養が関係者によって執り

行われたので、記念に建立されたのではないかと考えている。ニソの森が人目に触

れないような場所にあるのは、そもそも先祖供養というものが仏教になかったた

めに、このような場所を選んで秘密裏に信仰されていたのではないかと考えてい

る。また、この二か所のニソの森に共通するキーワードが「平家」である。あきる

野市星竹地区は平家伝説の地であり、八王子市恩方地区の力石にあるニソの森に

は将門神社が鎮座している。なお、今回の調査では檜原村の調査は行っていないが、

同村にも間違いなくニソの森は存在していると考えている。 
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５）二十三夜塔三尊型 

あきる野市星竹地区の普光寺の前に二十三夜塔が建立されているが、この二十

三夜塔は両脇侍に馬頭観音が建立されているのが特徴である。（写真－３）このよ

うな方式の建立の仕方は他に類を見ないが、長野県の南相木村に同じ三尊型の二

十三夜塔が建立されている。南相木村と隣村の北相木村には藤原一族の落人伝説

が残されており、その当時、藤原の姓を名乗ってはいけないとのお触れが出され、

藤原一族に関係あるものは、星原、菊原という姓に変えたとの伝えが残っている。

いっぽう、あきる野市星竹地区には平家伝説が残されており、地名も珍しい「星竹」、

すなわち、星竹の星は「藤」の異体字でもあり、竹は戸倉の共同墓地の寒念仏塔に

「星嶽村」の名が見えるので藤（富士）嶽という地名に辿りつく。富士山信仰とい

うのは富士浅間信仰にみられるように藤原一族に辿りつく。このために、星竹地区

は二十三夜塔の建立方式から見て、南相木村の建立の仕方と同じ三尊型なので、藤

原一族と何らかの関係があったのではないかと推測できる。 

 

６．まとめ 

以上のように月信仰というものは、たんに十三夜とか十五夜のように私たちが考え

ているような恒例の月見のための信仰ではなかったことが言えると思う。月というの

は廣寒府の世界であって、そこにはご先祖様たちの世界があると昔の人々は考えたの

である。今回のフィールドワークから考察するのは次の通りである。 
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１）隠れ蓑としての月信仰 

今回の調査からも分かるように、西多摩地方における月信仰というものは表向

きは一般的な月待ち行事であったのだけれども、実際には先祖供養、戦乱で犠牲と

なった人々の供養などを中心に行事が行われていたということが言える。そして、

あきる野市星竹地区と八王子市恩方の力石地区にみられる「ニソの森」と「平家」

の痕跡も見逃せない点である。また、月巡礼のようなものが行われていたことが今

回の調査で明らかになったが、詳細はまだよく分からず今後の研究に期待したい

ところである。 

２）二十三夜塔の建立パターン 

あきる野市と八王子市恩方地域の二十三夜塔は同じように巡礼地まで道標のよ

うに続いており、巡礼型とみることができる。また、檜原村の場合は二十三夜塔が

聖地のように集中しており、聖地型とみなすことができる。その他に、八王子市美

山地区、大横地区のようにポツンと一基だけ建立されているケースもあるが、これ

は、古い道標などにみられるように、ここから聖域というような目印のためだと考

えている。その他に、百番巡礼のように代参者をたてて巡礼するケースもあると思

われる。これらは、他の信仰でもみられるもので、例えば地神信仰である。地神信

仰は主に硬牢地神（地神）と呼ばれる石塔があり、あきる野市に１基、近郷では八

王子市に６基、檜原村に１基が確認されているが町田市には４８基もある。要する

に町田市が地神信仰の中心地だったと考えることができるのである。従って、あき

る野市や檜原村の地神塔は代参型ではないかと考えている。このようなことから

月信仰の石造物の建立パターンを考えるとき、巡礼型、聖地型、聖域型、代参型の

四つに分けて考えることができる。 

３）石造物の大切な見方 

私たちは、古い石造物を見るときに多くの場合、骨董品のように年代や名工など

に気を取られて価値を判断してしまう傾向があると思う。現代においては道標や

石造物などは個々人の考えで自由に建立されているケースがみられるが、昔は恐

らく地域の有力な為政者や聖職者の指示を仰いで統制のとれた建立を行っていた

と思われる。今回の調査からも分かるように二十三夜塔は巡礼地まで整然と配置

されており、地域や村の住民たちは自分たちの都合で建立していたのではなく、当

時の為政者などの指示を仰いで建立していたことが分かる。最近、パラダイム・シ

フトという言葉が使われることがあるが、これは当時の人々の思想が大きく変わ

った時期を意味している。昔は神仏や宗教が人権の上にあった為に人身御供（ひと

みごくう）、要するに、生贄の神事などは為政者や聖職者の指示によってごく普通

の感覚で行われていたのである。その名残が人身御供の代わりに一字一石、多字一

石を使った供養の仕方で、石造物などの移設の際に土中から見つかった例もある。

また、現代でも石造物を建立するときには開眼や入魂といった儀式がみられるが、
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昔の人々は石造物には間違いなく魂が宿っていると考えていたと折口信夫は「古

代研究」で述べているように背景にある御霊信仰や人身御供など、当時の人々の神

仏に対する超越的思想や宗教的背景をくみ取った見方が大切である。 

７．おわりに（新石仏研究のすすめ） 

さまざまな研究や活動に関わらず、現在、多くの分野で高齢化が進んでいる。石造物の

世界も同じで、これから、いかにして若い人材を育てていくかが喫緊の課題である。石造

物の世界では、あきる野市教育委員会が発行している「あきる野市の石造物」などのよう

に博物館方式と呼ばれる貴重な資料は第一世代と呼ばれる人々によって全国各地で纏め

られており、今後、このような資料をどのように活用するかを第一世代と後進の人々は協

力して考える必要があると思う。いつまでも第一世代が先頭に立っていては後進が育た

ない。石造物の世界は根拠となる古文書などの資料はとても乏しく、誰が、何のために、

ここに、建立したか、などの情報がよく分からない。言ってみれば石造物の研究は考古学

の世界とよく似ている。現場に行って発掘はしないまでも、そこが民俗学で説明する葬場

や祭場の跡なのかどうか調査すればある程度経験的観測で判断がつく。クレア・ギブソン

という人が「シンボルの謎を解く」という著書を出版しているが、私はこの本から日本に

おける石造物の見方のヒントを得た。石造物というものは日本ばかりではない、世界各地

に似たようなものがたくさんあるのである。クレア・ギブソンは現場によく足を運んで古

い石造物に秘められているシンボルの謎を解いていった。日本の古い石造物には密教が

必ず絡んでいる。その密教には昔の人々の文化的思想や死生観などが漂っている。それを

一つでも解読してみると、クレア・ギブソンが説いている「人間精神の根源に辿りつく」

という面白いほどの世界が広がってくるのである。私は石造物に関してはこれからの研

究者にこのような新しい視点での研究を切に期待している。 

８．月信仰余咄 

  月信仰のことを調べていると、面白いことに各地に月信仰に因んだ地名があることに

気づかされる。檜原村の月読山、長崎県佐世保市には弓張岳という山があって、目の前に

は九十九島が広がっている。そして、島原半島の有明海。とくに、弓張岳と九十九島の組

み合わせは今回の調査からも分かるように二十三夜と百番巡礼の組み合わせを連想させ

る。ギリシャでは地名の起源が神話に登場する人物の名前が起源となっていることが知

られているように、日本においても地名のルーツのひとつに月信仰にみられる神話や伝

説に起源を求めてもよいのではないかと思う。 
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９．二十三夜塔設置先一覧 

 

 

注）檜原村の下元郷、上元郷、泉沢地区は便宜上、南谷として纏めてある。 
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