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1
. 研 究 目的
本研 究 では , 日本人の生活 を支 え続 け ,神社 を中心 として展開 されて きた信仰生活 ,信仰行動 を神
社 信仰 と定義 し,この神社 信仰 が関東地方において どの よ うに相互作 用 して きたか ,お よび信仰 の相
互作用の結果 であ り, 日本 の宗教 の特 質 とされる重層性は ,地域住民 の生活の上に どの よ うに表 出 し
てい るかの 2点 を明 らかにす る ことが 目的 である｡

2. 研究方法

歴 史学 ,宗教学 ,民俗 学等の研究成果 を利 用 して ,神社お よび神社 信仰の発展につ いて概説 した う
えで ,関東各都県で編 集 された宗教法人名簿に よって作成 した神社分布 図,神社分紀 圏図 を資料 とし
て ,神社分布 ,分紀 圏の相互関 係について考察す る｡ さ らに ,氷川神社 分紀圏 内の地域 を調査 し,慕
教法人 とな ってい る神社 ,小 雨 ,境 内社 ,講の重 層状態 を考察 したo

3. 神社信仰 の地域性

関東地方 においては ,氷川神社 ,鹿 島神社 な どの よ うに地域的 に分布す る神社 (図 1) と,稲 荷神
社 ,八幡神社 な どの よ うに全域 に分布す る神社 (図 2) とが ある｡
それ らの神社 の最 も古い形は , 自然神 であったが ,そ こか ら発 展 して きたい くつ かの神社は,次第
に信仰圏 を広 めてい った｡ 自然 神 の信仰 を保 ち続 けた山岳信仰の神社 (
武尊神社 ,榛名神社 な ど)は,
一般 に,最初は山麓各地 で紀 られていたが ,仏教 の影響に よって ,山頂 に奥宮 ,本宮 といわれるもの
が建 て られ, これが山麓神社 の本社 と崇 め られるよ うに なった｡ 本社 の経済基盤が しっか りしてお り,
御師の よ うな信仰 を伝播 させ る人 が発生 して きた神社 では ,山麓神社 の範 囲 を越 えて , よ り広い地域
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に信仰が広め られる｡ この場 合,信仰は講の形で広め られることが多かった｡講 として信仰圏 を拡大
してい く場合 ,本社は よ り広い地域 に受けいれ られるために,幅広い神徳 を掲げて,信仰普及に努め
なければな らなかった｡ したがって同一神社の信仰でも,地域に よって異なる形で受容 される現象 も
生 じた｡大山の山岳信仰が,相模川流域では雨乞いの信仰 として,埼玉県南部地域 では初山参 りの山
として受容 されてい るのはその例である｡
また,山岳信仰の ように 自然神の信仰ではないが,地域的な分紀圏 を持つ神社に,氷川,鹿島な ど
がある｡ これ らの神社 もその成立時においては,自然神 ,地主神 として発生 した と考 えられるが,有
力な氏族に奉斎 され,氏族の氏神 となることで,分紀圏 を形成す るよ うになった｡奉斎氏族か ら分か
れた小集団が,それぞ れの居住地に分紀 していた頃は ,氏族の神 としての性格が保たれていたが , し
だいに地縁集団の神 として紀 られるよ うにな り,近世には村の産土神 として,新村開拓 な どに ともな
って分紀が行 なわれ るよ うになってきた｡

図 1
. 地域的 に分布す る神社の分布範囲
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図 2. 関東地方の神社分布 と稲荷神社
･神社

×稲荷神社
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氷川,鹿島な どの神社は ,分紀圏Q
)広 さがかな り早い時期に決定 し,その後は分稚圏内の神社密度
が高 くなるとい う方向に信仰が展開された｡ しか し,関東地方全域に分布 している外来神社信仰 とし
ての熊野,神 明,諏訪な どの神社は,信仰圏の拡張 を続 け,強力な御節集団な どの力によ り,他地方
にまで,あるものは,ほぼ全国にまで分紀圏 を拡大 してい った｡ このような神社は,関東地方では従
来の神社圏の間隙 をうめ,また新村や人 口が増加 している地域 にはい りこむ とい う形で信仰 を広めて
いった｡ それ らの神社は都市では稲荷神社が,武士の間では八幡,諏訪神社が受けいれ られやすい と
い う傾 向はあったが,神徳に よって分紀圏 を競合す るほ ど,常民生活において神徳は重要ではなかっ
たよ うである｡農民に とっては生産を守護 して くれる神であれば何でもよく,かつて武神であった神
もこの時期には他に様 々な働 きを兼ね備 えてい ると考 えられるようになっていたため,御師のはい り
こんだ地域や社債のある地域 を足がか りに信仰は広め られていった｡ したがって,神社間の競合は,
祭神が本来持 っている とされる神徳によるもの とい うよ りも,その信仰が拡張 してい った時期,神社
側が様 々な階層の住民に受容 されるだけの多種の御利益 を自分のもの としていたか とい う点に よると
言 えよう｡

4. 住民に とっての信仰の重層性

このよ うに多 くの信仰が様 々な段階で一定地域に流入 してきたが,それを受容 した地域住民に とっ
て,それぞれの信仰は どの ように重層 して受けいれ られたのであろ うか｡
調査地域 として取 りあげた氷川神社圏は,関東全域に分布 している八幡,稲荷神社な どの分紀圏の
なかに存在 しているo しか し,それ らの神社は同 しレベルで奉斎 されている.つ ま り,氷川神社圏に
あって も宗教法人 となっている神社は,八幡神社であれ,稲荷神社であれ,住民に とっては同 じ産土
神 として受容 されている｡
住民の信仰生活に とって重層 として指摘できるのは,ムラにひ とつのそれ らの産土神 と,ムラにい
くつかある部落の鎮守 としての小雨お よび講の関係である｡小雨は成立か ら見れば ,屋敷神に起源 を
持ち,屋敷神か ら一族の神へ,さらに部落の神‑ とい う変化 をた どってきたものが多い｡ また,それ
らの小南のほ とん どは稲荷社 と称 している.一方 ,講は作神 としての御岳講 ,初山参 りの大山講が部
落単位全戸加入の講であ り,雨乞いの榛名講 ,雷除けの雷電講が有志によって結成 される黄 となって
いる｡ これ らの小雨 と講は,共同体の運営や生産に関 して実質的な機能 を持 ってお り,地域住民の生
活 をまとめてゆ く役割 りを果 していた｡ この よ うな産土神 ,小南,講か らなる三層の構造は,日本の
農村に一般的に見 られるものである｡
さらに小 さい単位 としては,古い家,大 きな家で紀 られている屋敷神,鼻 内の神棚 な どがある｡ ま
た近年は,初詣でや七五三に地域外の大社に行 く人 も多 くな り,地域外神社 と言 えば代参で出かけて
い くだけだった形か ら,新たな地域外大社‑の参詣が定着 してきた とい える｡
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