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扇を斷ち、寃罪を調べ、困窮しているものを哀れみ施した。
とあるなど、現実に行われたようで、日帝時代における調査では、かなり広範囲で普遍
的に行われたいたことを確認できる(朝鮮総督府 1938「祈雨祭」朝鮮の郷土神祀第二部『釈
奠・祈雨・安宅』）。
そうした点からすると、真平王五〇年（六二八）条の祈雨記事は、新羅における実態

を伝えていると考えても問題ないように考えられ、祈雨の際には、移市し、龍を描いて
それに祈ったということになる。移市は、中国では、龍像を造ることとセットになって
おり、新羅にも、そうしたありかたが伝来したということができそうである。
移市が祈雨と関わるのは、『続日本紀』巻三・慶雲二年（七〇五）六月条に、
丙子（二七日）、太政官が奏上した。このごろ日照りがつづき、田園が焼け付いてい
ます。長く雨乞いして祈っても、雨が降りません。請いねがいますに、遣京畿の内の
浄行の僧らに雨を祈らせ、市廛を出すことを止め、南門を閉じていただきますように、
と。奏可された。

とあり、祈雨に際して、市廛を出すことを止め、南門を閉じるようにしたとある。円仁
『入唐求法巡礼行記』によれば、開成三年（八三八）一一月二四日条に、
唐国の風習では、晴れを乞うときは路の北頭を閉じ、雨を乞うときは路の南頭を閉じ
る。言い伝えでは、晴れを乞うときに北頭を閉じるのは、陰を閉じて陽が通じるよう
にして、天が晴れることを願うもので、雨を乞うときに南頭を閉じるのは、陽を閉じ
て陰が通じるようにして、雨を降らせるものという。

とあり、雨を乞うときは、路の南頭を閉塞することで、陽を閉じて陰が通じるようにす
る、と述べている。そのように、南門を閉じて、市場を移し、陰が通じるようにするこ
とが目的のようである（飯田武郷『日本書紀通釈』巻五六・皇極二年六月条では、「市場
を異処に移して。市廛の門を閉て。集り来る人を内に入れさらしむる祭と見えたり」と
している。）。

２）新羅における祈雨
新羅における祈雨の記録は、ほかに新羅本紀八・聖徳王一四年（七一五）条に、
六月、ひどい日照りがつづいた。王が河西州の龍嗚嶽の居士理暁を召し出して、林泉
寺の池のほとりで祈雨させた。そうすると、雨が一〇日間降った。

とあり、同一五年（七一六）条に、
夏六月、日照りがつづいた。また居士理曉を召し出して祈祷させたところ、雨が降っ
た。罪人を赦した。

とあるのみで、旱は多く見られるが、特に祈雨をおこなっているという記事はみえない。
この河西州の龍嗚嶽の居士理曉は、ほかにみえないため、よくわからないが、林泉寺の
池で祈雨していることもあり、仏教的な祈雨法に拠ったものと考えられる。
これ以外では、新羅本紀三・炤知麻立干一四年（四九二）条に、
春夏、旱がつづいた。王はみずからをを責めて通常の食事を減らした。

とあり、新羅本紀四・眞平王七年（五八五）条に、
春三月、日照りがつづいた。王は正殿を避けて、いつもの食事を減らし、南堂に出御
し、みずから囚人の罪を軽減した。

とあり、新羅本紀一〇・興徳王七年（八三二）条に、
春夏、日照りがつづき、地面が赤くなった。王は正殿を避け、いつもの食事を減らし、
内外の獄囚を赦した。秋七月、ようやく雨が降った。

とあるように、王が、常膳を減じることがみられる。それは、天災は為政者の徳のない
ことを示すという儒教的な徳治思想にもとづき、王みずからの責任であるとして行うも
ので、中国の礼に倣ったものである。
旱について記していながら、祈雨も、減常膳もしていないことが多いが、民が飢えて

穀物を供するということはよくみられる。次のとおりである。
南解次次雄一五年（一八）、京城で日照りがつづいた。秋七月、蝗の害が出た。民が
飢え、倉庫の穀物を出して民を救わせた。（巻一）。
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脱解尼師今一九年（七五）、ひどい旱がつづいた。民が飢えたので、倉を開けて食料
をほどこし与えた。
逸聖尼師今一二年（一四五）春夏、日照りがつづいた。南の地方が最もひどかった。
民が飢えたため、穀物を輸送し民にふるまった。
奈解尼師今六年（二〇一）三月丁卯朔、日食があった。日照りがつづき、内外の獄囚
を記録し、軽い罪のものは許した。（巻二）。
奈解尼師今一五年（二一〇）春夏、日照りがつづいた。使者を発して郡邑の獄囚を記
録し、二死を除いてみな許した。
味鄒尼師今一九年（二八〇）四月、日照りがつづいた。囚人の罪状を調べさせた。
訖解尼師今四年（三一三）秋七月、日照りが続き、蝗の害が出た。民が飢え、使者を
発してそれを救い、恵みを与えた。
訖解尼師今八年（三一七）春、夏、日照りがつづいた。王はみずから囚人の罪を調べ
なおし、多くのものを許した。
訖解尼師今九年（三一八）春二月、命令を下し、「以前に日照りの害をうけて、収穫
がよくなくかった。いまは土地も脈づき、農事はまさに始まろうとしている。そこで、
民を疲れさせるような仕事は、みなやめよ」と。
奈勿尼師今一七年（三七二）春夏、ひどい日照りがつづいた。実りが悪く、民が飢
えて、流亡するものが多くなった。使者を発して、倉庫を開いてふるまった。（巻
三）。
奈勿四二年（三九七）秋七月、北の辺境の何瑟羅で日照りがつづき、蝗が出て、実
りも悪く民が飢えた。囚徒を部分的に免じて、一年の租調を免除した。
訥祇麻立干四年（四二〇）春夏、ひどい旱がつづいた。秋七月、霜がおりて穀物を
害した。民が飢え子や孫を売るものがでてきた。囚人を調べて罪を許した。
炤知麻立干二年（四八〇）夏五月、京都で日照りがつづいた。冬十月、民が飢えた
ため倉庫の穀物を出して、ふるまった。
善徳王元年（六三二）夏五月、日照りがつづいた。六月になってようやく雨が降った。
冬十月、使者を派遣し、国内のやもめ暮らしや、一人暮らしをしていて、自分で生活
できないものを慰問させ、恵み与えた。（巻五）。
聖徳王四年（七〇五）夏五月、日照りがつづいた。秋八月、老人に酒や食糧を賜わっ
た。九月、命令を発して、殺生を禁じた。（巻八）。
聖徳王八年（七〇九）夏五月、日照りがつづいた。……秋八月、罪人を赦した。
景徳王六年（七四七）秋、日照りがつづいた。冬、雪が無かった。民が饑え、そのう
え疫病がはやった。使者を十道に派遣して安撫させた。（巻九）。
元聖王二年（七八六）秋七月、旱がつづいた。九月、王都の民が飢えたので、穀物三
万三千二百四十石を出してふるまった。冬十月、さらに穀物三万三千石を出して与え
た。（巻一〇）。
元聖王四年（七八八）秋、国の西で旱がつづき、蝗が出た。盗賊が多く出た。王は使
者を送って、安撫させた。
元聖王六年（七九〇）三月、……。ひどい日照りがつづいた。夏四月、大白・辰星が
東井に集まった。五月、穀物を出して漢山・熊川二州の飢えた民にふるまった。
元聖王一一年（七九五）夏四月、日照りがつづいた。王がみずから囚人を取り調べた。
六月になってようやく雨が降った。秋八月に隕霜が穀物を害した。

ちなみに、高句麗の例を見ると、『三国史記』巻一九・高句麗本紀七・平原王五年（五
六三）条に、

夏、ひどい日照りがあった。王は通常の食膳を減らし、山川に祈祷した。
とあり、旱の時に、王が山川に祈祷したという。
また、百済の例としては、『三国史記』巻二四・百済本紀二・仇首王一四年（二二七）

条に、
春三月、雹が降った。夏四月、強い日照りがつづき、王は東明廟に祈った。すぐに雨
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が降った。
とあり、『三国史記』巻二五・百済本紀三・阿莘王一一年（四〇二）条に、

夏、ひどい日照りがつづき稲の苗が枯れた。王がみずから横岳を祭ったところ、雨が
降った。

とあり、『三国史記』巻二七・百済本紀五・法王二年（六〇〇）条に、
春正月、王興寺を創建し、僧三十人を得度した。ひどい日照りがつづき、王は漆岳寺
に行幸して雨を祈った。

とある。漆岳寺に行幸してというのは、仏事によるのであろうが、東明廟・横岳とそれ
ぞれ異なる対象に祈雨している。いずれも王が主体である。

３）日本における祈雨
日本における祈雨がどうであったかといえば、最も古くに係年される祈雨記事は、『扶

桑略記』推古天皇三三年（六二五）条にみえる。
三三年乙酉の年（六二五）に、天下が旱魃となり、高麗僧惠灌に青衣を身につけ三論
を講読させたところ、甘雨が降ってきた。それで僧正に任じて、元興寺に住まわせた。
ここで注目されるのは、高麗僧が三論を講読するかたちで祈雨を行っていることであ

る。そこからは、高句麗における僧侶の祈雨が想像できる。惠灌はそうした経験を前提
にして、日本において命じられものと考えられる。『日本書紀』推古三三年（六二五）条
によれば、

春正月壬申朔戊寅、高麗王が僧恵灌を貢上してきた。それで僧正に任じた。
とあり、恵灌は、この年に高句麗から日本に来たばかりであった。
ただし、日本における祈雨が仏法によってのみ行われたわけではない。それ以前の事

例として、例えば『出雲國風土記』に、楯縫郡神名樋山の頂上の西に石神があり、高さ
一丈・周囲一丈で、道の側にも小さな石神百余がある。
古老の言によれば、阿遅須枳高日子命の后天御梶日女命
の生んだ多伎都比古命の御託（御霊台）であるという。
旱に当たりて雨を乞う時は必らず降らしめ給うとある。
水の神の神体として石を祀ることは、他にもみられる。
また、雷神と蛇神とが混淆して考えられているが、それ
はともに水神であったからで、『続日本紀』大宝二年（七
〇二）七月条に、
癸酉（八日）、詔して言った。「伊勢太神宮の封物は神
御の物である。神事に供えることに準じて、濫りに穢
すことがないようにせよ。また山背国乙訓郡の火雷神
（ほのいかづちのかみ。乙訓神社）は、日照りのたび
に雨を祈うが、しきりにしるしがある。そこで大幣（お
おぬさ）と月次（つきなみ）の幣を通例とせよ」と。

とあり、雷神が同時に雨水を司る神として考えられてい
た（高谷重夫 1982『雨乞習俗の研究』法政大学出版局、
佐々木令信 1970「古代における祈雨と仏教」『大谷学報』50
巻 2 号、梅原隆章 1954「日本古代における雨乞い」『日本
歴史』74号）。
『延喜式』巻二・神祇・臨時祭に、祈雨八十五座とし

て、山城の賀茂・松尾以下で、五畿内八十五社の名をあ
げている。これは、祈雨祭に際して官祭に与った社名で、
国家が祀っているのである。
『日本書紀』天武五年（六七六）条に、
この夏、大いに日照りがあった。四方に使者を派遣し
て幣帛をささげ、諸神祇に祈った。また諸僧尼に請う
て三宝に祈らせた。しかし雨が降らなかった。そのた 浜松・伊場遺跡木簡
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め五穀が実らず、民が飢えた。
とあり、旱魃の際に、四方の神祇に幣帛をささげて祈っている。この時
は効果がなかったようであるが、このようなことは、以前から行われて
いたことであろう。
八十五社のうち、いずれも効力があったというわけではなく、朝廷か

らの祈雨の使は限られたところに派遣された。なかでも特に貴布禰（貴
船）と雨師（丹生川上社）であった。
『日本書紀』で最初の祈雨記事は、皇極元年（六四二）条の記事であ

る。そこには、旱魃に際して、最初群臣たちの言に従って村々の祝部の
教えのとおり、牛馬を殺したり、移市したりしたが、効果がなく、次に
蘇我大臣が仏法によって祈雨したが「微雨」で、最後に天皇が天に祈っ
たところ大雨になった、という象徴的な話を記す（籔元晶 2002『雨乞
儀礼の成立と展開』岩田書店）。とはいえ、これ以後、天皇の祈雨のみ
が有効で、継続される、というわけではなく、実際には、神社における
祈雨と、仏寺における祈雨が併用される。
源高明『西宮記』には、
大極殿御読経・神泉苑請雨経法・七大寺僧集東大寺読経・龍穴御読
経・丹生貴布禰被奉黒馬・仰祭主於神祇官斎院奉仕御祈・仰陰陽寮
於北山十二月谷祭五龍・奉幣諸社・占祟祈謝・免軽犯・祈山陵。

とあり、九・一〇世紀に行われた祈雨祭祀の方法をほぼすべて列挙して
いる。
ここにみられるように、仏寺におけるものと、神社におけるものとが

併用されているのである。なお、神社においても、龍穴等が対象となる
が、仏寺においては、仏経にみえる龍王が対象である。
日本においても「龍王」木簡がいくつか出土しているが、その多くは、

仏経にいう龍王である（三上喜孝 2013 前掲論文、門田誠一 2012「日本
古代における五方龍関係出土文字資料の史的背景」『佛教大学宗教文化
ミュージアム研究紀要』8号）。

群馬富岡・内匠日向周治遺跡木簡

４）中国における祈雨
中国における祈雨の祭祀は、雩祀（ウシ）と呼ばれた。
『礼記』月令・仲夏之月条に、仲夏（五月）に有司に命じて民の爲に山川を祀り雩帝

するもので、百県すなわち地方に命じて雩祀を行って豊作を祈ることを記す。鄭玄の注
によれば、雩帝とは、

雩帝は壇を南郊の旁らに造り、五精の帝を雩し、先帝に配することである。
とあるように、南郊の傍らに壇を造って、五精の帝に雩すことをいう。
とはいえ、前漢代まで実際に雩祀が行われていたということはなく、後漢代あたりか

ら、ようやく郡県で行われるようになった（金子修一 2006「唐代における郊祀・宗廟の
制度」『中国古代皇帝祭祀の研究』岩波書店）。この項の考察は、金子論文に負うところ
が大きい。）。
『後漢書』志第五・禮儀中・請雨条には、雨が少なければ、立春・立夏・立秋に郡県

で社稷を掃除するが、旱魃の時には雩祀を行ったという。その時、土龍を造っているこ
とが注目される。
こうした地方で行われた雩祀が、しだいに皇帝が行う祭祀に採用されていく。

『宋書』巻三一・志第二一・五行二・金・恒暘に、
晉穆帝永和元年（三四五）五月、日照りがあった。役人が奏上して、董仲舒の術に拠
って、市を移して水門を開き、謁者を派遣して太社を祭らせた。この時、帝は繈抱を
身にまとい太后と臨朝した。明穆太后の故事のとおりである。
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とあり、『通典』巻四三・礼三・大雩には、この時のこととして、「役人が議して、雩壇
を国の南郊の旁らに造った」とあり、雩祀のための壇を作っている。『晉書』巻六・帝紀
六・元帝・太興元年（三一八）条には「六月、日照りがあった。帝が自ら雩した」とあ
り、皇帝が親祀している。
『南斉書』巻九・志・礼上でも、建武二年（四九五）の日照りの際、雩祀を行ってい

るが、皇帝の配祀が確認できる。それはなお、臨時の祭祀というべきであるが、『隋書』
巻七・志第二・禮儀二・大雩に、
春秋に「龍があらわれて雩す」とある。梁制では恒祀とはしていない。四月以後に日
照りがあれば、祈雨し、七事を行う。……天子もまた法服で七日間、社稷に祈る。七
日間、山林川沢の常に雲雨を起こす者を祈る。七日間、群廟の主を太廟で祈る。七日
間、古来の百辟卿士の人に益のあるものに祈る。七日間、大雩し、上帝に祈る。……
陳もまた梁制に拠る。……その後、齊が孟夏の龍があらわれて雩し、太微五精帝を祭
る。夏、郊の東に圓壇をつくる。……隋の雩壇は、国の南十三里、夏門の外道の左を
啓く。高さ一丈、百二十尺。

とある。孟夏に龍星が現れれば、南郊の東に圓壇を立てて、そこで大雩祀をおこなって
いた。いずれも太微五帝を祀るものであった。
これら雩祀は、大雩祀であり、漢代までは地方の郡県が行う祭祀であったが、東晋以

後、皇帝の親祀となり、南朝を通じて五精帝（五方上帝）の祭祀として定着していった
という。ただし、秦蕙田『五礼通考』巻二二・吉礼・大雩が、
孟夏の大雩は、水旱がなくても行ない、礼の常である。もし国に大きな日照りがあれ
ば、夏秋に関係なく、いつでも雩を行うことができる。冬至になると雩はしない。

とするように、大雩祀ではなく、雩祀であれば、旱魃があれば夏秋関わらず行われたと
いうことになる。
いっぽう唐代の国家祭祀として、『大唐開元礼』には大祀・中祀・小祀の区別がされて

いるが、その小祀のなかに風伯・雨師や五龍祠が含まれている。大祀・中祀は皇帝親祭
が原則であったが、小祀は有司が行うように定められていた（金子修一 2006「皇帝支配
と皇帝祭祀」同前書）。
風伯・雨師は風神・雨神で、それぞれ箕星・畢星を指す。隋唐では、雨師は、立夏の

あとの申の日に、國城の西南の金光門外に壇を作って、そこで祀ったようである。

五 新羅の龍王祭祀と太子

慶州博物館美術館敷地は、「南宮之印」銘瓦片が出土したこともあり、そこに南宮があ
ったとみる意見がある。また、「南宮」には礼部の意味もあり、礼部があったことを示す
という意見もある。美術館敷地の井戸は、そうした「南宮」の井戸である可能性が高い。
そうであれば、そこにおける龍王祭祀は、王によるか、または国家的儀礼としてのもの
であることが考えられる。しかし、恒常的に行われていたとみるのは、木簡も関連遺物
も少ないことが問題であろう。
先にあげた龍宮であるが、実態があったと見ることはできず、またそこで龍王祭祀が

行われたという記録もない。
先にも述べたように、雁鴨池の一郭に東宮があったことは疑いない。しかし、雁鴨池

周囲全体が東宮であったかどうかには、疑問が残る。臨海殿が、東宮の施設とみること
ができるかどうか、問題であり、また「鳳巌寺智証大師碑」（九二四年）には、太傅大王
（憲康王）が、「中和辛丑秊」に智証大師を都に呼んで、「月池宮」で教えを請うている。
その年は、憲康王七年（八八一）にあたる。「月池宮」は、『三国史記』では、巻一〇・
新羅本紀一〇・憲徳王一四年（八二二）条に、

春正月、同母弟の秀宗を副君とし、月池宮に入れた。
とみえるのみであるが、副君となった弟の秀宗が次の興徳王になるのであり、これをも
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とに月池宮がまさに東宮であると考えられ
ているのである。東宮官には、月池典・月
池嶽典があることも、それを裏付けている。
最近では、雁鴨池のことを月池と呼ぶよう
になってきた。しかし、憲康王は、その月
池宮を自分と智証大師との対話に用いてい
るのである。
従って、雁鴨池の一郭は、確かに東宮も

あるが、太子のみが用いることができた施
設のみではなく、王も臨海殿を宴会に用い
たり、また月池宮そのものも、王が用いる
こともあったということになる。
とはいえ、龍王典は、東宮官に属してい

るのであり、龍王の祭祀はやはり東宮にお
いて、太子が行ったものとみるのが妥当で
あろう。東宮官には、内廷と同じく御龍省
があり、こちらは太子の行動を管理する官
司であるといえる。龍を御する、というの
は、王にのみ付されたイメージではなく、
太子にも付されていたということである。
以上のように、月池において行われたと

みられる龍王祭祀は、太子が主管したもの
であったとして、なぜ王ではなく、太子が
行うようになったのか。
中国においては、先にみたように、祈雨

祭祀のなかの大雩祀は、隋唐には皇帝が行
う祭祀となっていた。雩祀は、地方においてもなされるもので、それとは別であるが、
大雩祀は都において皇帝によって行われたのである。他の祈雨に関わる祭祀として、雨
師や五龍壇の祭祀は、小祀にあたり、隋唐代において、皇帝の親祀ではなかった。
新羅の国家祭祀は、『三国史記』巻三二・雑志第一・祭祀の序にあたる部分に、
また祀典を見てみると、どれも境域内の山や川で、天地におよんでいないのは、おそ
らく「王制」に「天子は七廟で、諸侯は五廟である。二昭と二穆と太祖の廟とで五つ
である」とあり、また「天子は天地と、天下の名山大川を祭り、諸侯は社稷と、名山
大川でその地にあるものを祭る」とあるが、そのために敢えて礼を越えて行わないた
めであろう。しかし、その壇堂の高いか低いか、壝門（壇のまわりの垣）の内か外か、
順位の尊卑、陳設や登降の順序、尊爵・籩豆・牲牢・祝文の礼式が推定できない。た
だ大略を簡単に記すのみである。

と編者が述べるように、新羅では、唐に配慮して、皇帝が行う天地を祀る祭祀は行わず、
諸侯としての祭祀のみに限定していた。雨師は、小祀であり、立夏のあとの申の日に卓
渚で祀っており、問題なかったのであろう。
そうした点からすると、定期的な祈雨祭祀としての龍王祭祀は、王が行うことを意識

して避けたのではないかという想像もできるのではなかろうか。


