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八 幡 神 を め ぐ る 一考 察
︱ 日 蓮 聖 人 の勧 請 の背 景 ︱

一︑ は じ め に

井 原 木

日蓮 聖人 が天 照 ・八幡を 曼荼 羅中 に勧請 された のは︑文永十 一年 ︵一二七 四︶六 月︑身延 にお いてが初見 であり︑

以後御本尊集 では︑ ほと んど に勧請 され ている︒国家守護 の善神 に ついては︑﹃立正安 国論﹄ ︿
文応元年 貧 一一
六〇︾

に ﹁大集経﹂を ひいて論 ぜ られ︑浄土教流布 と善神捨 国と の関連が述 べられ ている のは衆知 の通り であ る︒

︑蒙古 より牒状 が寄 せられ るにおよん で︑守護 の善神 と し て︑天照 ・八幡 の名 が初め て︑﹃安
文永 五年 ︵一二六 八︶
国論御勘由来 ﹄に述 べられ た︒

そ こで本稿 では︑鎌倉時代 にお いて︑天照太神 はさ ておき︑八幡神が 日蓮 聖人 の御本尊曼荼 羅中 や御遺文 に勧請あ

る いは記述 され る に至 る理由 を ︑八幡神 の性格 や︑当時 に流布した八幡信 仰 の形態 を手懸 りとし て︑記述 した い︒

―
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憲

八幡神をめぐる 一考察
二︑八幡神 の起源

日本 国中 に存在す る神社 は ﹃宗教年鑑 ﹄ によると約 八万 であ る︒ そ のうち宇佐 八幡宮 の分祀 が約 二万 四千 と いわ
れ て いる︒

﹁八幡 ﹂ の文献上 での初見 は︑﹃続 日本 紀 ﹄の天平九年 ︵
七 三七 ︶四月朔 日の条
︑奉 弊以告 新羅元礼之状
使於神伊勢神宮 ︑大神社 ︑筑紫住吉 八幡 三社 ︑及香椎宮 一
遺二
レ
二
で︑当時 の呼称 は︑﹃日本霊異記﹄ に ﹁
矢羽田神 ﹂とあ ったり︑﹃源氏物 語﹄ にも ﹁や はた の宮 ﹂とあ ることから ﹁ヤ

ハタ﹂ であ ったよう で︑そ の後 ︑平安時代中期以後 には︑﹁ハチ マン﹂と呼 ぶよう にな ったよう で︑﹃伊呂波字類抄 ﹄
に見 られ る︒

名称 の起 源 には諸説があ り︑﹃倭名類衆抄 ﹄ によると︑豊前国筑城郡綾幡 の地名があ り︑発生地 と の関係 が考 えら

れ ︑ま た︑仏教 と の関連から ﹃法華経 ﹄の八王子を 八幡神とす る説 が ﹃八幡宇佐宮託宣集 ﹄の ﹁母堂之君産八王子給︑
故 日八幡 ﹂ によ って展開 され た︒
﹃拾遺往生 伝 ﹄上 の僧開成 の項 に︑
得道来 不動法性 ︑自 八正道 垂 権述 ︑皆得 レ
解¨脱苦衆生 ︑故号 八幡大菩薩

とあ り︑ これもまた仏教と の関連が考 えられ る︒また︑﹁ヤ ハタ﹂を朝鮮渡来人 と の関係 でとらえ ︑ 帰化 族 であ る秦
氏 と結 ぶ ことも考 えられ る︒

八幡神 の発生 の地 は宇佐 であ ろう こと は異説 はな いよう であ る︒ そ の祭神が何 であ るか︑あ る いはど のような性格
のあ る神 であ るか に ついては様 々 に考察 でき る︒

宇 佐 八幡 の祭神 は ﹃続 日本紀 ﹄天平勝宝元年 ︵
七 四九 Ｙ 一
月 には ﹁八幡神﹂と ﹁比売神 ﹂ の二神 の記述があ り︑宮地
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直 一によ ると︑宇 佐 の地 は ﹃古事記 ﹄中巻 の︑神武東征 に際し て︑宇 佐 に立 ち寄 った時 の記事 中 に ﹁宇沙都比古 ︑

宇沙都比売 ﹂が迎 えた話 や︑﹃日本書紀 ﹄に記 され る ﹁国造 ︑克狭津彦︑克狭都媛﹂ の話などから︑ 神 武 天皇 の頃 に

宇佐 の国造 に任ぜ られ た のが宇沙都比古 であ り︑以後子孫が︑世襲 したと され る ことから︑宇佐 八幡 の祭神 は︑蒐狭
津彦 ︑蒐狭都媛 であ ったと主張され た︒

比売神 に ついても︑柳 田國男は ﹁玉依姫考 ﹂ に ﹁比売神﹂ は ﹁玉依姫﹂ であり︑﹁八幡 三所 の中 の比 売 神 は女 性 の

中 の最も尊 い方 で︑天 つ神 の霊を受 け て神 の御 子を生 みたま ひ︑御御子を伴な いて比国 に臨 み降 られ︑共 に神とし て

祭 られたまふ御方 であ る︒即ち巫女 の開祖 であ る﹂とし︑ タ マを神霊︑ ヨルを憑く の意味 にお いて考察 し︑比売神 の
子が八幡 であ ると考 えた のである︒

と ころが ︑柳 田國男 のこの稿 にもあ るよう に︑八幡 の応神天皇説と︑八幡 三所 と いわ れ る よ う に︑ 後 に祀 られ た

﹁
大帯姫廟神社 ﹂ の祭神 が応神天皇 の母后 であ る神功皇后とされ る説 が主張 され︑応神 八幡 の説 が強 力 な も のと な っ

ていく のであ るが ︑彼 は これ には批判的 であ った︒ このよう に︑本来 ︑八幡比売神 は︑宇佐 の地 主神 であ り︑地方神
であ った のであ るが平安時代 の初期 には︑応神説が語られ ている︒
﹃延喜式 ﹄神名帳 には︑豊前国 の条 に
宇佐郡 三座 ︒ 八幡大菩薩宇佐宮︑比賣神社 ︑大帯姫廟神社

とあり︑ この大帯姫 が神功皇后とされ︑ これが共 に祀られ る のは︑﹃八幡宇佐宮御託宣集 ﹄国巻 四︑コ 一
所宝殿以下事﹂

中 に︑嵯峨天皇弘仁年中 とあ り︑ この頃 には応神説が成立 し︑確固 たるも のとな っている︒

では︑地方 の神 であ った八幡がな に故 に中央 と の関係が でき︑応神天皇と された のであ ろうか︒ それ は︑奈良朝期
におけ る豪族 の中央 と地方 の結び つきから考 えられ る︒
八幡神をめぐる 一考察
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﹃延喜式 ﹄神名帳 には︑豊 前国 には︑前 の三社以外 に︑﹁
辛国息長大姫大目命神社 ︑忍骨命神社 ︑ 豊比畔 命 神 社 ﹂
が 田川郡 にあ る︒

岡 田米夫 は ﹃神社 ﹄の中 に︑﹁これは のち の香春神社 のこと であ る︒ ただし香春神社 は香春 三峰 のう ち ︑南 の 一の岳

に和 銅 二年 に営まれ た新宮 で︑北 の三 の岳 の東麓 であ る旧採銅所村 の古宮 八幡宮 が本宮 とされ︑ ここには豊比畔命 が

祭られ︑三代実録 には︑辛国息長比畔神と記している︒
﹂とし︑これから︑辛国を韓国と考え︑ま た︑香春社 の祠官

赤染氏 が新羅系帰化人 であ る こと でこれを裏付 け ている︒香春 三座 が帰化人系 の氏神 であ ったとす る のであ る︒ これ

と宇佐 八幡 の関係 に ついても ︑採銅所村 は︑古来宇佐 の神体とされ る銅鏡 の鋳造を行 ったと され ︑八幡 の本拠地 は︑
こ の香春社 であ ったと の説も考 えられる︒

また︑宇佐宮 の祠官 であ った辛嶋氏も︑新 羅帰化系 の氏族 で︑豊前 の屯倉 の民 であ る秦部を率 いて︑大和朝廷 の本
拠 に近 く仕 えた秦氏 と結び ついていた︒

宇佐 の地 の宇佐氏 は︑岡田米夫 によると︑ この地 の海部 の族長 で︑先 の銅鏡が移座 に際 し ては︑海部 の民が迎えた

と伝 え ている︒ このよう に宇佐氏 は地方豪族 であ ったが︑大陸文化を持 つ豪族とし て︑辛島氏共 々 に中央と の結び つ
きを深 めたと思われ る︒

八幡神 の史料 におけ る初見 は︑先 に述 べたよう に ﹃続 日本紀 ﹄天平九年 ︵
七 三七 ︶四月 の条 であ る︒ これ は︑新 羅 の
無礼 の状を報告 したも のであ った︒それ は朝鮮半島とな んらか の つなが りを考 えさせる のであ る︒ つまり神功皇后 の
朝鮮出兵伝説と そ の太 子 ︑応神 である︒

始顕坐也︑

八幡神 の示現 に ついては︑承和十 一年 ︵八 四四︶の ﹃宇佐八幡宮弥勒寺建立縁起 ﹄︵
以後 ︑﹃承和 縁起 ﹄︶ に

右大御神者 ︑是品太 天皇御霊也 ︑磯城島金刺宮御宇 ︑天国排開広庭天皇御世 ︑於二
豊前国宇佐郡馬城 嶺
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余時大 神比義歳次戊子 ︑建二
祝之 ︑則供其祝孫多乎︑更改移二建菱 形少椋山社 一
実
鷹 居社 一
而奉 レ

とあ り︑応神 天皇 の霊が八幡神 で欽 明天皇代 に示現し︑欽明 二十九年 に鷹居社 に祀 ったとし ている︒ この内容 は同書

に弘仁六年 ︵
八 一五︶
十 二月十 日神 主大神清麻呂 の解状 による ことが記され ている ので︑弘仁六年 には︑応神 八幡説が
語られ ていた ことがわかる︒
また︑﹁扶 桑略 記 ﹄には︑欽 明天皇 二十 一年 の条 に︑

宇佐宮是也 肥趾却 級
其後移二
於菱形焚倉山 入﹁
八幡 菩薩初顕二
豊前国宇佐郡馬城 峯 一
一︶
とあ る︒

これ ら の文献 にお いて︑八幡神 は応神 天皇 の神霊と の説 でヽ これら の文献 の成立 した平安時代前期 には 一般化 され

ていたよう であ る︒八幡神 が︑山上 に顕 われたと記述 され ている点 は︑山上 に神 の顕われ る形をも つも のは︑ ﹁大和

の三輪山 ﹂ であり︑また ﹁山 の神﹂ の信仰を基本 にも つも のであ って︑山 の神 は︑本来 そ の地 の祖先神 であ るから︑

当然宇 佐 では宇佐氏 の祖先神 のはず であ った︒ それが︑応神 八幡神とされ る のに は︑ これ ら の文 に見 ら れ る様 に︑

と考 えられ︑宇佐氏 と の関係
大神氏 ︶と関連があ る一
大神氏 と の関係 で出現す る のであ る︒大神氏 は︑大和 の三輪氏 ︵

は判然 と はしな いが︑大神氏 の宇佐 の地 へののり込み によ って︑宇佐八幡宮 の基礎が完成 し︑大神氏 が宇佐氏と共 に

祭 祀 に関与 し︑さら に辛島氏も加 わり︑やが て︑祭神が応神 天皇とされ るに至 ったと考 えられ る︒

宇佐氏 は代 々大宮司となり︑弘仁年中 には大神氏 は宮 司 に位 置し︑辛嶋氏も祢宜 ・祝を世襲 し てい範︒

八幡 を菱 形 の池 のほとり小椋山 に現 じ た のは大神比義と伝 え ているが︑大神氏 は︑西郷信網も大和 の大 三輪氏 の裔

と考 え︑筑後 国山門郡と豊後 国速 見郡 に大神郷があ る ことが ﹃和名抄 ﹄により確認 でき︑宇佐社 に仕える大神氏 の居
八幡神をめぐる 一考察
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所 であ ったと考 え ている︒

柳 田国男 は ﹁炭焼小 五郎 が事﹂ に︑比義 のことを ﹁最初 の巫女﹂ であ ったと説明 し ている︒﹃続 日本紀 ﹄ 天平 二十

年︵
七 四八 ︶八月 の条 には︑比義 の裔 であ る八幡大神 の祝部大神宅女 ︑大神杜女が従 五位下を授 けられ ︑同書 ︑天平勝

宝 元年十 一月朔 の条 に︑祢宜大神杜女 ︑主神 司大神 田麻呂が ﹁大神 朝臣﹂ の姓を賜 ったとあ る︒ そ の直後︑八幡神 は︑

託宣 によ って京 に向 い︑十 二月十 八 日平城京 の南 に到着 し ている︒ この上京 は大神杜女 であ る︒

この特 別 とも言 え る大神氏 の活躍 は︑中野幡能 のよう に︑大神氏 が応神信仰を奉 じ て︑瀬戸内をな んらか の理由 で
下 ったか︑中央 から宇佐 の地 へ遣 わされ たと考 える事が妥当 であ ろう︒

大和 の大 三輪氏 ︵
大神氏 ︶ の神 は︑大物 主神 で︑祟神天皇代 より︑朝廷 の ﹁守 神 ﹂ であ り ︑ ま た 国譲 り の神 話 の
﹁
大 国主﹂と 一体 で大和朝廷と は深 い関係があ る︒

八幡神 に関 し て︑国家と の関係 で見 うけられ る記事 は︑﹃扶桑略 記 ﹄の養老 四年九 月 に大 隅 ・日向 の乱 の平 定 を 宇

佐宮 に祈誓 し た こと ︑前述 の ﹃続 日本 紀 ﹄ 天平九年 四月 の新 羅無礼 の状を告げ た こと︑さら に同 書 には︑ 天 平 十 二

年十 月 の条 に︑筑紫 での藤原広嗣 の乱 の討伐を祈 らせた こと ︑翌年 二月 の条 の乱平定後 の奉礼 のことなどがあ り︑国

家 と の深 い繋 りを 見うけられ る︒﹃続 日本紀 ﹄の天平九年 四月 の記事 で︑八幡神 は︑﹁香椎﹂﹁伊勢﹂﹁住吉﹂と同位 に
扱 われ ている︒香椎 の祭神 は神功皇后 であ り︑伊勢 ︒住吉 は︑新羅出兵 に際 し て︑神功皇后 に託宣を下し助けた神 で︑
それらと同 列 に ﹁大神社﹂﹁八幡社 ﹂があ り︑ この両神が国家守護 の神とし ての位置づけがなされ て いた の であ る︒
大神社 は ﹁大 三輪 の神﹂ であり︑ 三輪 の神 が朝廷 の守神 であ った のは前述 の通り であり︑八幡が同 一に扱われ て国家

守護 の神 とし て確定 したよう であ る︒ そ の背景 には奈良朝 の鎮護国家 の法とし ての仏教 の興隆策 と の関係もあ る︒ こ
の点 は次節 に述 べる︒
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このよう に︑宇佐 の地 で応神 八幡を顕わした大神氏 は︑大和 の大神氏 ︵
大 三輪氏 ︶と繋 りがあ り︑中央 より宇佐 に
意 図的 に応神天皇祭神をもち下 ったと考 えられ る︒

奈良朝期 に︑八幡神 が国家守護神とし ての地位をゆ るがぬも のとす る のは︑鎮護国家 の東大 寺と の結び つき でもあ

り︑﹁続 日本紀 ﹄天平勝宝 元年十 二月 二十 五 日条 には︑八幡大神祢宜尼大神朝臣杜女 が︑東大 寺 に参 拝 し ︑ これ に天

皇 ︑太上天皇 ︑太后 が同 じく行幸 した ことが記され ている︒ この上京 の折 に留 ま った のは梨原宮 で︑後 の東大寺鎮守
手向 山 八幡宮 であ る︒
三︑仏教興隆 と八幡神

︑大化 の仏教興隆 の詔︵
︑天武朝 におけ
仏教 は欽明天皇代 の公伝以来 ︑推古 朝 の仏教興隆 の詔︵五九 四年 ︶
六 五 四年 ︶

る ﹁家毎 に仏像を礼拝 せしむ﹂︵
六 八五年 ︶︑聖武天皇代 に入 っての鎮護国家 への仏 教 興 隆 策 ︑ こと に︑ 天平 十 二年

︵
七 四 一︶の国分寺造 立 ︑同十 五年 ︵
大仏造立 の発願と︑国家と結び つきながら興隆 され てきた︒
七 四三︶

こうしたなか で︑国家 や朝廷と奈良朝期 に関係を深め ていた八幡神 も︑朝廷守護神 の位置づけから仏教 と の関係を
深 め た︒

﹃承和縁起﹄ によると︑神亀 二年︵
正月二十七日︑八幡宮 の小椋山 への移築 に際し︑﹁
七二五︶
御寺﹂を造立し︑﹁
弥
勒禅院﹂と称したり︑﹃八幡宇佐宮託宜集 ﹄験巻 の同日の託宣 に︑

︿９
︲﹀

神吾 為 レ
導・
未来 悪世 一以二
薬師弥勒 二佛 ﹁為二
我本尊 ﹁理趣分金剛般若光 明真言所二念持 一也 者
一
と あ り︑八幡神 は︑薬師 ・弥勒 の二仏 であ ると宣じ ている︒

奈良朝以前 にお いて︑仏教 と朝廷と の関係 の深まりは︑八幡と仏教 と の関係を早くから深め ていたと見 る考 え方 も
八幡神をめぐる 一考察
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あ る︒ つまり︑朝廷 の仏教重要視策 は︑八幡信仰 にも大きな影響を与 えた︒

五八七 ︶の豊 国法師 の参内 にはじま って︑巫僧集団 の出現︑また巫僧と考 えられ る宇佐氏 一門 の法蓮
用明天皇 二年 ︵

の瞥術 によ って︑﹁続 日本 紀 ﹄大宝 三年九月 二十 五 日条 のよう に︑法蓮が豊 前国 の野 四十 町を賜 っている︒

そ の後 ︑養老 四年 ︵
七 二〇 ︶
大 隅 ｏ日向 の隼人鎮圧 への八幡宮 の参加 は︑初 の護国神とし ての働 き で︑法蓮をめぐ る

氏族 集団 と僧侶集団 の参加 であ って︑神祇集団 ではなか ったよう であ る︒ この形態 は︑八幡神 への大神氏来豊前後 の

姿 であ って︑仏教文化 のような大陸文化と の関係が︑宇佐氏 や辛嶋氏を朝廷 に結び つけた ことも推察 でき︑ これが︑

中央 から ︑大神氏が下 り︑宇佐 の氏神的存在 であ った八幡と大神氏が結合 できたと考 えられ る︒

さら に︑ この隼人征伐 は︑﹁
放生会﹂を生 み出 したとされ る︒﹃承和縁起 ﹄によれば︑﹁
隼人等多 殺 報 ︑毎 年 放 生 会

可修之 ﹂ とあ り︑仏教的 な背 景をも った放生会が修 され る こと で︑仏教 と の融合 が進展し︑応神 八幡 の確定 以後も︑
自 ら薬師 ・弥勒 と名 のる こと で︑新 し い時代 の動 きが はじまる のであ る︒

聖武 天皇 は天平十 五年 ︵
七 四三︶
十月大仏造立 の詔を出し︑﹃承和 縁起 ﹄には︑同年 八幡弥勒寺 に 二重 塔 一基 造 立 し

たとあ る︒天平十 八年 には八幡 に封戸 の施入︑同十九年 に大仏造立 の成就祈念 の使者が朝廷より遣 わされ ている︒ こ
れを うけ て︑八幡 は託宣 し て︑
礼
乎 志
天
天
乎 土
ヲ
天
久 準
♂
神五口天神地祇 率 伊佐奈比 ０奉成 事立不有
銅湯 水 成 鞠館牡反我身 遠交草木土 ︒無障事 成 範︒と言 い︑

国中 の神 々を率 いて成就 させるとす る こと は︑応神 八幡が神祇をまとめ る位 置づけが当時定着 し ていた こと にな る︒

天平 二十 一年 の陸奥 より の黄金 の大仏 への献納 も予言し︑聖武天皇 は墾 田等を施入した︒孝 謙天皇代 に入 り︑天平

勝宝 元年十 月 に大仏 の鋳造 が終 わ ると︑ この年十 二月十 八 日八幡神 は京 の梨原宮 に迎 えられ た︒

こうし て︑八幡神 は︑総 国分寺東大寺を通じ て︑全国分寺を常住守護す る鎮護国家 の神としての地位を確立し︑か っ
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て応神信仰を宇佐 へ持ち込んだと考えられる大神氏も叙位され︑八幡は伊勢 に次ぐ国家第 二の総廟となり︑奈良朝 に
おける鎮護国家 の仏教と︑八幡が結合したのである︒

四︑八幡大菩薩と正八幡宮
日蓮聖人が御本尊中 に勧請され ている八幡は︑﹁
八幡大菩薩﹂とあり︑必ず菩薩号が付されているし︑ 日隆聖人 に

お いては ﹁正八幡﹂とある︒また︑日蓮聖人 の御書 にも記述され ていると ころ ︵
後述︶ でも ﹁八幡大菩薩﹂あるいは
﹁
正八幡﹂ である︒そこには本地を釈尊とされる宗祖︑隆尊 の御考 えがある︒

八幡大菩薩と称されるのは︑弘仁十 二年官符 によれば︑天応元年︵
七八 一︶に ﹁護国霊験威力神通大菩薩﹂ の尊号が
奉られた こと によるとされ︑﹃
扶桑略記 ﹄の延暦二年Ｃ全︶
五月四日には
︒修善方便導 済衆生 ︒名 日 大自在王菩薩 ︒
吾無量切中化二
生 三界 一
二
・
二
一
と託宣 したとあ り︑﹁大自在王﹂ の四字 も付加され ている︒

ここに︑八幡神 は応神 であ ると同時 に菩薩 でもあ ると され︑﹁類衆 三代格﹄延暦十七年 ︵
七九 八︶
十 二月 二十 一日条

には ﹁大菩薩井比畔神 ﹂と記 され ︑奈良時代 の鎮護国家 のみ のあ り方 から︑平安期 に入 って︑万民救済 の菩薩 の意味
をも つ存在 にな り︑仏教 と の 一体化 はさら に進展した︒

延暦 二十 一年 ︵八〇 二︶︑最澄 は入唐 の選 にあたり︑翌年航海 の安全を宇佐 八幡と香春社 に祈 り︑帰朝後 ︑弘仁 五年

︵八 一四︶
両社 に ﹃法華経 ﹄を講じ︑香春社 に法華院を建立し ている︒ この香春社 は後 に山三社 の別宮 とな っている︒

貞観 元年 ︵
八五九 ︶
大安寺僧 行教が宇 佐 に赴き︑神告を うけ翌年 ︑山城国 に石清水 八幡宮を勧請し ているが︑ この宇

佐参宮 の折 に行教 のもと に釈迦 三尊 が現 われ たとされ る ことか売︑八幡 の本地を釈迦如来 とす る考 え方が弘 ま ったよ
八幡神をめぐる 一考察
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う で︑ 日蓮聖人 も この釈尊を本地とされ た に違 いな い︒

平安時代 におけ る神仏 習合 の進展 は︑﹃日本霊異記 ﹄下巻 ︵
廿 四条 ︶ に︑神が身 の苦を脱 せん為 に法華経 を 読 誦 せ

よと請 う話 や︑﹃類衆国史 ﹄巻 一八〇︑天長元年 の条 の︑神が仏法 に帰依す る話など の様 に︑神 も人 間 と同 様 に修 行

によ って菩薩界を得 ると考 え る様 になり︑八幡神も同様 で︑手 に錫杖を持 つ ﹁僧形八幡﹂ の神像が出現す る のも この
頃 であ る︒

また ﹁大菩薩 ﹂と尊称す る のは︑菩薩 の五十 二位 の中 ︑十地中第 八地 ︑不動地以上 に入 った菩薩を呼ぶ のが この頃
畔
から の通例 の様 であ っ油

平安時代中期 以後 の末法 思想 の流布と︑ それ に伴う浄土教 の発展 は︑﹃続本朝往生伝 ﹄にも記 さ れ るよう に︑ 八幡

４られる︒
神 の本地を ﹁阿弥陀如来 ﹂とす る説もあらわれ︑浄土教を通し て︑八幡 が民衆化 し ていく 一面を得たとも考︶

神仏 習合 のなか で︑八幡神 の ﹁困位﹂が論ぜられ る のも平安 中期 であ る︒﹃託宣集 ﹄名巻 二にあ るよ う に︑ 震 旦 国

陳大王 の娘大比留女御子が︑朝 日を うけ て懐妊し︑子を生 む︑ これが八幡 で︑ 三︑ 四年 の後空 船 に母子を のせ て流 し

たが︑ これが大 隅国磯岸 に ついた︒ この磯 が八幡崎と称され ると伝 え︑大 隅 の地が正八幡宮 と称 され ると言う のであ
Ｚ
υ︒

八幡神 が菩薩と し ての地位を固め るにしたが い︑そ の本生 を中 国やイ ンドに想定 し︑ 日本 の地 に垂述したと考 え︑

八幡神 の前生を中 国 の王陳大王 の孫 ︑神功皇后を大比留女 にあ て︑八幡神が中 国から渡来 し た神 と位置づけたことは︑

仏教 の ﹁本生 諄﹂を思わせると中野幡能 は述 べている︒ さら に ﹃託宣集 ﹄では月支︑唐 ︑ 日本 の三国 で修行した こと
が記述 され ている︒

大隅正 八幡宮 は︑﹁正八幡 ﹂と称 され︑宗祖御遺文 ︑隆尊御本尊 に記され ている︒﹁正 八幡 ﹂と 称 され る のは ︑﹃中
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右 記 ﹄に記された寛治 五年 ２ ０九 一︶
以後 のよう であ る︒﹃延喜式 ﹄﹁神名帳 ﹂ では︑﹁
大 隅国桑原郡 一坐鹿 児島神社﹂

とあ る︒祭神 は彦火火出 見尊 であ り ﹁山幸﹂と呼ばれ︑長兄が ﹁海幸 ﹂ で二人 にま つわ る神話 があり︑兄が彦火火出

見 に服従を誓 い︑ そ の子孫 が隼人 であ ると いわれ る︒ したが って︑隼人 が我 が守護とし て創立 したも のであ ったが︑

養老 四年 ︵
隼人征伐 に関し て︑それ以後 に八幡社とな ったと考 えられ る︒承平年中 には︑宇佐別宮 の 一つに位
七 二〇 ︶

置づけられ ていたと され る︒神仏 習合 のなか で︑神宮寺とし て︑霊鷲山弥勒院 が建立 され︑宇佐とは別派 の八幡とし

し︑正八幡宮 の神人多治則元が︑社殿 の丑寅 の方角 で ﹁八

て︑﹁正 八幡宮﹂と称 したよう であ る︒ これ は平安中期頃 の八幡困位説 の流布と関係があ るよう で︑ 大 隅 が 正 統本 源
地 であ る ことを主張す るも のであ ったと考 えられ る︒
大 隅八幡宮が そ の地位を高め る のは︑天承元年 ２ 一

幡﹂ の字 のあ る ﹁石文﹂を 二基発見したと朝廷 に上申 した︒朝廷 は これ に対 し て勘文を奉 り︑承認し ている︒
日蓮 聖人 は︑大 隅正八幡を正統と見られ︑﹃智妙 房御返事 ﹄に

世 間 の人 々は八幡大菩薩をば阿弥陀 の化身と申 す ぞ︒ それも中古 の人 々 の御言なれば さも や︒但し大 隅 の正八幡 の

石 の銘 には︑ 一方 には八幡と申す 二字 ︑ 一方 には昔霊鷲山 に在 て妙法幸経を説 て︑今正宮 の中 に在 て大菩薩と示現

す等 云云︒月氏 にては釈尊と顕 はれ て法華経を説き給 ひ︑ 日本国 にし ては八幡大菩薩と示現 し て正直 の二字を願 に

立 て給 ふ︒教主釈尊 は住劫第九 の減 ︑人寿百歳 の時 ︑ 四月八 日甲寅 の日中 ︑天竺 に生れ給 ひ︑八十年を経 て︑ 二十

五 日壬申 の日御 入滅 なり給 ふ︒ 八幡大菩薩 は 日本 国第十六代應神天皇 ︑ 四月八 日甲寅 の日生 れさせ給 ひて︑御年 八

十 の二月 の十 五 日壬申 に隠れ させ給 ふ︒釈迦佛 の化身と申す事 はたれ の人 かあら そ いをなす べき︒

と述 べ︑大 隅 の正 八幡 が釈尊 の垂述 であり︑釈尊 と応神天皇 の生誕と入滅 の年 の干支と月 日が同じ ことから︑それを
説 明 され た︒
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このよう に八幡神 の ﹁石文﹂ の登場 は︑正八幡宮 の地位を高め︑大隅 ・薩摩 に広大な社鎮を有す る こと にな り︑鎌

倉時代 にお いて︑宗祖聖人 が勧請 された のは︑やはり釈尊本地を示す石文 の存在 は大き いと思える︒
五︑八幡 の民衆流布

一般 に八幡神 は武神 とされ る ことが多 い︒ それ は源氏 と の関係 によると考 えられ るが︑源氏と八幡とは ﹃尊卑分脈﹄

によ ると︑源義家が男山石清水 八幡宮前 で元服し︑八幡太郎 と称した ことが そ の関係 の初見 であ る︒ その後 ︑清和源
氏 の台 頭と共 に源氏 の氏神的地位とな った のであ る︒

源頼 義が永久元年 ■ 一一 し石清水 八幡 に大般若経を供養 し︑以後近江︑東海 ︑東山道 から出羽︑陸奥 に伝播す る

勧請 が行な われ︑頼義 ︑義家 にま つわ る古戦場 には八幡社 が散在す ると言われ ていれ∝

源頼 朝 は︑﹁吾妻鏡 ﹄のよう に︑治承 四年 ■ 一八〇 ︶
鎌倉鶴岡 に八幡宮を遷座 させ︑建久 二年貧 一九 一︶
火災 の後 ︑
石清水 より分霊を迎え ている︒

ま た︑ これ以前 の ﹃将門記 ﹄には︑平将門と ﹁一昌伎﹂ の話があり︑ 一昌伎が 八幡大菩薩を唱え︑将門 に天子 の位

を授 け る託宣をなしたとあ り︑中野幡能 は︑東国 の 一昌伎 ま でが︑八幡と天位 のかかわ りや︑八幡 が大軍を動 かす神

であ る ことを知 っているし︑武人 の世界 に近 い神 であ る ことを信じ ていたと いう こと は︑十世紀初頭 には︑ この信仰

が全 国 に行 き渡 っていたと考 え てい碗∝ このこと は︑応神信仰が基 調 にな っていたと言 える︒

こ のよう に全国的 に弘ま った八幡神 への認識 は︑為政者 のみならず︑庶 民 の信 仰 の対象ともな った のであ る︒貞観

元年 ︵八五九 ︶に石清水 に勧請 され ると︑平安京 にお いて庶民階級 にも弘まり︑石清水 八幡大菩薩 への信仰 は大 いに発

展す る のであ る︒﹃類衆 三代格 ﹄の貞観十 八年 ︵八七六 ︶
八月十 三日官符 には︑﹁道俗男女が祈祝す るようにな り︑霊験
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山城国山科藤 尾寺 の尼 が石 清 水 八
のな い集 まりはな い﹂と いう意味を のべ︑﹃扶桑略 記 ﹄天慶 二年 兌元 ︶の条 には︑﹁

幡大菩薩 の像を つく り安 置︑霊験がす こぶるあ ると のこと で遠近 の僧尼 ︑貴賤男女 の帰依 がす こぶる多 い﹂と いう意
味 が記 され ている︒

九 四五︶八月 一
また︑群衆を動 かす為 に八幡大菩薩 の名を利 用す る こともあ った様 で ﹃本朝世紀 ﹄第七 の天慶 八年 ︵

︑
日 ﹁石清水護 国寺 三綱 の解文﹂ に当時 の事が記され ている︒ そ の内容 の大意 は︑天慶 八年 七月頃 に京 に流言があ り

︑
東西 の国 々から神 々が ︑入京す ると のこと で︑名前 は志多良神あ る いは八面神と言われ ていたが 月末 に摂津国島上
︑
数千万﹂の人 々
傘繋″﹁
郡 の群衆が︑山崎 郷を経 て︑宇佐 八幡大菩薩が石清水 に移座す る ことを伝 え 八月 一日に神輿工

早く石清水 に参らむ﹂と託宣 させ
が前後 で歌遊 しなが ら移座 し て来 たと いう のであ る︒ この事件 は︑あ る女子 に ヨ ロ

た こと によ るも ので︑ これ ほど多 く の民衆 の エネ ルギ ーを得 る こと のでき る信仰とし て八幡神 は位置づけられ る ので

あ る︒
︑
疫神 ︶とし て︑
このような こと に ついて︑柴 田実 は︑ これ は八幡神 が︑ いわば民衆信仰と結び ついて ﹁御霊神﹂︵
また ﹁福神﹂ と し ての性格ももち えたと言 え︑ これ によ って︑全 国津 々浦 々ま で広ま るき っかけが つくられたと述 べ

ている︒八幡神 の民衆流布 の大きな 一面 であ ろう︒
︑
他方 ︑平安末期 から鎌倉時代 にかけ て荘園 の在地領主層が源氏 の鎌倉御家人となり 地頭職 に任ぜられ る様 にな っ

︑
た︒ この鎌倉御家人 集団 によ っても︑各地 に武神とし ての八幡大菩薩 が分祀され これが荘園内 の荘 民 つまり庶民層
へも広 められ たと考 えられ る︒

都市部 であ る平安京 にお いても ﹃本朝世紀 ﹄に伝える様 に︑飢饉 や疫病 にかかわる御霊信仰的色彩をもち つつ霊験
︑
あ る神 ・大菩薩 とし て発展した こと は︑平安時代末期 から鎌倉時代 と いう政治的 に混乱す る時代 にあ って 以前 の様
八幡神をめぐる 一考察
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な国家守 護 の神 でな い形態をも つ信仰とし て︑民衆 や 一般武家層 に定着 し てい つたと考 えられ る︒
六 ︑ 日蓮聖人 と 八幡神

日蓮 聖人 の八幡神勧請 は︑鎌倉時代 に広 く民衆 の間 にま で八幡信仰が流布 し ていた こと に要因 の 一つがあ ると思わ

れ る︒宗祖が御曼茶 羅 や御遺文中 に記され る のは ﹁八幡大菩薩﹂ や ﹁正 八幡宮﹂ であり︑両方 の呼称 は前述 の様 に︑

この時代 に流布 し ていたも のであ る︒また︑八幡 が天照太神と並 ぶ︑国家第 二 の宗廟 であ る ことを 認識 され ていたと
考 えられ る︒

水不別神 明︒不論権化実類︒不恐宗廟神社︒
ヽ

株 橋 日涌先生 は︑学林講義 の中 で︑天照 ・八幡 の曼茶 羅図顕 は ﹁本 国土 日本﹂を表現され たも のであ ると され︑ そ
四海仰其加護︒而専修之輩

の理由を ﹃念佛者追放宣旨御教書 ﹄に
右我朝本是神 国也 ︒百王 承彼苗裔

とあ る こと や︑﹃月水御書 ﹄﹃聖愚問答抄 ﹄など の御文 で ﹁
我が国 は神 国﹂ であ ると宗祖が定 め ら れ て いるか らと 説
明 され た︒
ま た︑ 日本 が神 国 であ る所以 に ついて︑﹃善無畏 三蔵抄 ﹄に

天照太神 正八幡宮等 は我国 の本主也︒述化 の後神と顕れさせ給 ふ︒此神 にそむく人︑此国 の主と な る べからず︒さ

れば 天照太神をば鏡 にう つし奉 り て内侍所と号す︒八幡大菩薩 に勅使有 て物申 シ
あ はさせ給 ヒ純︒
とあ る ことから︑天 照 ・八幡 が我国 の本主とな る こと によるとされた︒

と ころ で︑宗祖 が 八幡 を勧請 され るに際 し ての今 一つの要因 は︑大隅正 八幡宮 の天承 二年 全 三こ発見 の前述 の石文

であ ったはず であ る︒ ﹃念仏者追放宣旨御教書 ﹄の御文中 にもあ る様 に浄土 教 の流布 の中 ︑八幡 の本地が阿弥陀如来
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とす る説が 一般的 であ った こと は前述 の通り で︑ この石文銘 は︑本地釈尊を意味す るも のであ ったことは︑宗祖 にと っ

て大きな意 味があ ったと考 えられ る︒したが って宗祖 の勧請 され た八幡 は ﹁正 八幡宮﹂ でなく てはならな か ったとも

貞観年間 ︶ には本地釈尊説があ った こと は前 の通り であ る︒
言 えるが︑宇佐系 にあ っても行教 の頃 ︵

つま り︑鎌倉時代 の宗祖 の時代 にあ って︑釈尊本地を主張 した ﹁大隅正八幡宮 ﹂ 系 の信 仰 は ﹁宇 佐 八幡 宮 ﹂ 系 の

﹁石清水 ﹂﹁鶴 岡﹂ の勢力 の下 で 一体化 され て︑八幡大菩薩 への信仰とし て世間 に流布 し ていた のであ る︒

宗祖 は ﹃智妙房御返事 ﹄︵
前掲 ︶ の様 に︑月氏 にては釈尊 ︑ 日本 にては八幡大菩薩 ︑ つまり応神 天 皇 と され ︑ 釈尊
の化身 が応神 天皇と され て︑応神 八幡説 は︑ そ の通りうけと られ ていた のであ る︒

八幡勧請 のさらな る要因と し て︑国家守護神 たる八幡と︑ そ の当時 に生き た人 々 の社会倫 理たる ﹁正直﹂ の観念と
の関係が考 えられ る︒

﹂とあ っ

大神 吾れ は宇 佐 にも 住 ま
鎌倉時代 にお いて ﹁正直﹂ の観念 は重要なも のであ った様 で ﹃東大寺 八幡験 記 ﹄にも︑﹁

ず ︑男山 にも住 まず︑正直者 の首 の上 に住むな り﹂とあ り︑﹃八幡愚童訓 ﹄にあ っても ﹁
大菩薩 正直頭 棲
衡ヾ 宗祖 の善神捨 国論 の基 調とな ったも のは これ であ り︑﹃法門可被申様之事 ﹂に

国を たす け家ををも はん人 々は︑ いそぎ禅念 の輩を経文 のごとく いましめら る べきか︒経文 のごとくならば佛神 日
世間 の上下萬人云 ︑八幡大菩薩
本 国 にましまさず︒かれを請 ま いらせんと術 はおぼろけなら では叶ヒがたし︒先 ッ

︑別 のす みかなし等一
は正直 の頂 にやど り給 フ
ＦＯ世間 に正直 の人 なければ大菩薩 のす みかましまさず ︒ 又佛 法 の中

に法華経計りこそ正直 の御経 にてはを はしませ︒法華経 の行者なければ大菩薩 の御す みかを はせざ るか︒但 シ日本国
には 日蓮 一人計リフ
﹂そ世間 ・出世 正直 の者 にては候 へ︒

と述 べてあ り︑八幡大菩薩 は︑﹁正直﹂ の頂をす みかとす る ことを記され ている︒世間 にては正直 な人 ︑ 仏 法 では法
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華 経 が正直 の経典 であ って︑ ここに︑当時 の倫理的観念と八幡信仰 の関係を見 る ことが でき︑宗祖 はさら に︑法華行
者守 護 の八幡 へと展開 され ている のであ る︒
七 ︑おわ り に

日蓮 聖人 が 八幡神 を勧請 され た のは︑鎌倉時代 におけ る ﹁八幡大菩薩﹂ に対す る人 々 の信仰を背景とす るも のであ
ると考 えられ る︒

八幡神 の初源 は宇佐 の地方神 であ ったが︑大和朝廷と結び つき護国神となり︑さら に奈良朝 にお いて︑鎮護国家 の
仏教 と結合 し︑国家 における第 二 の宗廟 の地位を得 た のであ る︒

さら に︑平安時代 にむけ て︑本地垂述思想 の展開 の中 で︑大菩薩 とし て位置づけられ︑因位説等が語られ るに つれ

て︑釈尊本地説 などが発生 した︒浄土教 の流布 は阿弥陀本地説 が主流とな って鎌倉時代 に入 ってい った︒
平安時代 から の八幡信仰 は︑貴族階級 のみならず︑民衆 の中 にも展開した︒

鎌倉時代 には源氏 の氏神 ︑武神 の位 置を占め︑さら に広 く庶 民 の間 に流布 し てい った︒ こうし て︑当時 の国家 や為

政者 ︑庶 民 に至 る間 に︑当時 の社会的行為 における価値観 ︑ つまり︑社会倫 理と結び つき ︑様 々な文化 に影響を与 え
たと考 えられ る︒

日蓮 聖人 は︑ このような当時 の八幡神観を充分 に認識 し︑本地釈尊 の立場を ふまえ︑八幡を勧請 されたと考 えられ
る︒宗祖 は︑御本尊中 への勧請を ︑本 国土をあらわすも のとされ︑善神捨国論 ︑法華 行者守護 の神 へと様 々 に展開 さ

れ たと考 えられ る︒広 く民衆 に定着 し て来 た八幡神を取 り込む こと は宗祖当時 の御 弘通 に重要な意味 をもち ︑ これが
宗祖 の教 団拡張 へも大 きな成果をあげ たと考 える ことが でき る のではな いだろうか︒
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︵１︶ 高木豊 ﹃鎌倉仏教史研究 ﹄二五八頁 によれば ︑文永八年十月以降 最晩年 の弘安 五年六月 ま でに 一二四幅を宗 祖 は図 顕 され た
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理想社 ︶
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︵８︶ ﹃八幡宇佐宮御託宣集 ﹄国巻 四 ︵
以下 ﹃託宣集 ﹄︶
現代思潮社 ︶ 一五四頁以下 の ﹁三所宝殿以下事﹂︵
︵９︶ 岡 田米夫 ﹃神社 ﹄︵
近藤出版社 ︶二四七頁
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︵１
︵Ｈ︶ ﹁大 日本古文書 ﹄︵
家 わけ第 四︑石清水 二︶八三頁
２︶ ﹁扶桑略 記 ﹄第 二 ︵﹁国史大系 ﹄十 二巻 ︶三十 一頁
︵︲
３︶ 註 ︵９︶
︵︲
同書 二五〇頁
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﹃託宣集 ﹄威巻七 ︑三二三頁 にも この内容と同 じも のが記され ている︒

註 ︵ｎ︶
同書 八五頁 に︑﹁
神亀 二年正月廿七 日切撓菱形小椋山 ︑奉造大御神宮 ︑即奉移之 ︑以辛島波豆米為祢 宜
寺号弥勒禅院 ﹂と あ る︒

一

二頁頭註 四

﹃託宣集 ﹄験巻六 ︑二〇九頁 ︵
前掲書 ︶
前掲書 二 一二頁
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大 同 三年七月十六 日付 の記述 であ る︒
﹁大安寺塔中寺院 建立縁起 ﹄︵﹃大 日本古文書 ﹄家 わけ第 四︑石清水文書 ︶
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