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第１章　はじめに

2019 年 5 月～ 9 月にかけて、高校生新聞社主催
の「地域と伝承文化に学ぶ」コンテストを機に、新
宿区をフィールドとした富士講の調査を行った。こ
の調査では、富士講の歴史を始め、富士講の組織的
な特徴や祭具、富士山の写しである富士塚、そして、
現在でも活動を続けている「丸藤宮元講社」（新宿
区西早稲田にある富士塚「高田富士」を築造した講）
の協力の下、現在の富士講の実態を明らかにした。
ここでは主に、富士講の辿ってきた道を、岩科小一
郎『富士講の歴史』１と、新宿区歴史博物館編『新
宿区の民俗（三）新宿地区篇』２における論をもと
にまとめておく。

遠くから拝む「遙拝」から始まった富士信仰は、
噴火活動が収まり始めた平安時代末期からは、登っ
て拝む「登拝」に移り変わっていき、日本古来の山
岳信仰と密教・道教が習合した修験道へ、さらに江
戸時代には修験者に引率された庶民の信仰登山、富
士講へと派生していく。中世期には、富士講の組織
化に繋がる思想を残した角行藤仏（かくぎょうとう
ぶつ）が富士山麓で修行を始め、彼が断食修行 300
日・登山 128 回という偉業の中で得た「神聖な富士
山に対する思想」が、代々の弟子達に受け継がれた。
後に弟子の一人である「食行身禄（じきぎょうみろ
く）」が、男女問わず四民平等の世が来ることを「身
禄の世」として暗示した。彼は「世のおふりかわり」

（封建制度の崩壊と民主主義の到来）を願って富士
山で入定し、彼の弟子達が江戸で「身禄同行」とし
て富士信仰の布教に努め、組織としての富士講をつ
くりあげた。

食行身禄の教えである「万人救済」を目指した富

士講は、江戸を中心に関東各地に「富士塚」を築造
することで、性別や身体の障害等を問わずに富士山
のご利益を得られるようにした。また、祭具に工夫
を凝らすことで宗教的意味を強め、富士山頂を神の
聖域とし、そして、そこにたどり着いて村に帰って
くる富士講を「まれびと」のような存在に位置づけ
ることに成功した。

明治にはいると富士講に大きな転機が訪れる。神
仏分離令と廃仏毀釈が行われたことで、仏教思想か
ら派生した富士講は解散危機に見舞われた。続いて
政府は民間の呪術師の活動を禁じた。これらに対し
て、北口浅間神社が各地の富士講を傘下に収め、神
道として富士講を扶桑（ふそう）教・神道実行教・
丸山教会として組織化することで危機を回避した。

しかし、第二次世界大戦における空襲では講員が
各地に散り、富士塚が破壊されてしまった。さらに、
戦後の宗教的な価値観の変化や、講とは無関係の富
士山への団体旅行が一般的になったこと、講による
つながりを必要とする人間関係が地域社会の中で希
薄になっていったことなどを背景に、富士講の勢力
は衰退していった。

以上、簡単ではあるが昨年の調査結果を記した。
私はこの調査を経て、時代の波にのまれながらも講
が現在まで活動を続けられたその背景には、「富士御
師」の存在があったのではないか、という考察を得た。
富士御師は、富士講が富士山を訪れた際に宿や料理
を用意し、禊や神のご加護を富士講にもたらすこと
で富士講を支え続けてきた。すなわち、「御師の存
在無くして富士講は語れない」とも考えられるので
はないだろうか。実際、富士山道中や山頂の様子と
一緒に御師町の様子も『富士山明細図』や『富士山
禅定四十四図』などの資料には図示されている。３

本レポートでは、富士講を支え続ける御師の存在
を明らかにしていく。御師の成立についてまとめる
中で、信仰の影響を受けている御師の生活や住宅、
御師料理の特徴も明らかにしていきたい。また、吉
田口登山道に繋がる御師町が発展した山梨県富士吉
田市に着目し、現在の御師の活動の様子や、御師の
歴史を後世に伝えていく取り組みの現状についても
確認できればよい。

第２章　御師の全体像

現在の山梨県富士吉田市上吉田地区の御師は、富
士山そのものを神体として信仰するため「富士御師」
と呼ばれ、特定の祭事だけでなく、参詣者に自らの
住宅を宿坊として提供し登山時の世話も行ってい
た。つまり、参詣者と神仏の仲立ちをする宗教者で
あったと考えられる。では、御師は富士信仰・富士
講とどのような関係を持って発展したのだろうか。

（１）御師の歴史
上記の問いに対して（１）～（３）節では、富士

吉田市教育委員会『富士山吉田口御師の住まいと暮
らし─外川家住宅学術調査報告書─』４をもとに、
御師の歴史や生活から富士信仰・富士講と繋がる御
師の特徴をまとめていく。
『甲斐国志』（1814 年）によると、「古吉田」に広がっ
ていた御師町は、1572 年に「上吉田」に移転された。
古吉田から上吉田に御師町が移転された背景には、
富士山北麓ならではの地形と地質が深く関わってい
る。富士山北麓では、「雪代」（富士山の雪が溶け、
土砂とともに土石流となって一気に流れ下る現象）
による被害に悩まされることが度々あり、古吉田も
その例外ではなかった。そのため、雪代によって自
然につくられた谷の間にある上吉田に、古吉田の町
をそのまま 90 度回転させて移転せざるを得なかっ
たとされている。

上吉田に移転後も更なる発展を続け、江戸時代に
は 86 軒、明治の初めには 100 軒にも及ぶ御師住宅
が建ち並んだ。5 そのような状況の中、明治以降の
社会的変化に応じて、それぞれが分離して経営して

いた活動を「（北口）御師団」と呼ばれる一つの組
織に集中させて協力的に行うようになった。時代背
景としては、「神仏分離令」や「国家神道化」が挙
げられる。それまで仏教の考えや教えを基本として
いた富士講や御師にとって、神道の祭祀形態や儀礼
の祝詞などを学ぶのは大変なことだったと考えられ
る。しかしこのような状況の中、富士講は旧来の「仏
教的」要素を固持しようとするのに対して、御師は
御師団を中心に「神道的」要素を積極的に受け入れ
て富士講を支えていこうと考えを改めた。結果とし
て、「仏教的」要素と「神道的」要素が混在する形
に収まった。

ここで考えられることは、明治政府が国家神道化
を進めた際に、御師が「神道的」要素を積極的に取
り入れようとしたからこそ、富士信仰・富士講は現
在でも受け継がれてきた、ということだ。例えば、
昨年の調査では、「丸藤宮元講社」が西早稲田の水
稲荷神社との繋がりを強くすることで、新宿区にも
伝承されてきたことが明らかになった。富士吉田市
も御師が神道的要素を強めたからこそ、北口本宮浅
間神社境内にある吉田口までの参道を有する地域と
しての位置づけに成功し、富士信仰・富士講に関す
る伝承をこの地域に残すことができたのではないだ
ろうか。

時代が移り変わり、いかにして「富士講」という
伝承を後世に残していくのかが模索される中、御師
の存在は今も昔も富士講を支え続けている。御師町
だけでなく、御師の生活そのものにも富士信仰に繋
がる要素が見受けられ、次節ではそれらについてま
とめていく。

（２）御師の特徴
前節では、御師の存在について歴史を追いながら

明らかにした。続いて、富士信仰・富士講との関係
が根強いからこそ見られる特徴をまとめていくため
に、「御師の住宅」・「生活」・「御師料理」の三つに
焦点を当てていきたい。特に御師料理に関しては、
御師の生活の中で最も多く信仰的要素が見受けられ
るため、次節で時期別に詳しくまとめていく。

まず、御師の住宅の特徴についてだが、ここでは、
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富士吉田市歴史民俗博物館出版『御師旧外川家住展
示解説』６における論をもとにまとめていく。

表通りから玄関に繋がる細い道を「タツミチ」と
いい、その途中には「ヤーナ川」と呼ばれる富士山
の湧き水から引いた水路がある。この川は隣地との
境界を生むだけでなく、富士講が禊を行う場所でも
あるため、非常に信仰的要素が強いと考えられてい
る。後に上吉田の貴重な生活用水にもなった。

御師住宅は、通年で宿泊客を迎える旅館とは異な
り、主に 7 月 1 日の「開山祭」から 8 月 26 日の「鎮
火祭」までの「夏山」の期間に大勢の宿泊客を迎え
る必要がある。そのため、家族との日常生活と切り
分ける工夫が随所に見られる。「裏座敷」と「主屋」
で「ハレ」と「ケ」の空間が分かれていて、穢れの
ない信仰空間を守るために、方位に対して特に入念
な配慮をなして神棚や護符、富士講に関わる祭壇な
どが飾られていた。こういった「ハレ」と「ケ」の
区別は玄関や畳の張り方などにも表れていて、例え
ば「式台玄関」は先達や御師が利用し、御師の家族
や商人、使用人は利用することが出来なかった。

次に「御師の生活」についてだが、夏山の期間に
かけて忙しくなることは予想できるだろう。その期
間は家族総出で富士講を迎えるが、親類縁者だけで
なく、「強力」（登山案内や富士講のお弁当等の荷物
を背負う仕事などを行う人）や「バンチャン」（料
理人）、「おかってのおばさん」（手伝いの女性）な
ども雇わなければならないほどだった。夏山の期間
以外は、布教活動や祈祷、祭祀を執り行った。富士
山参詣の登山者は、「檀家廻り」によって確保され
るため、檀家を廻って浅間神社の御札を配り富士信
仰を広めていった。そのため、各御師は全国各地の
檀家の住所を記した「檀家帳」を保存していた。７

御札を配る以外に、「病気よけ」や「夜泣き」など
の憑き物を祓う祈祷も行った。北口本宮浅間神社で
は、御師は季節に合わせた「御師料理」とともに祭
祀を行うが、特に「富士太太神楽」は御師が舞い手
となって奉納していたもので、現在は地元の崇敬者
で組織される「神楽講」に受け継がれている。現在
でも定期的に、北口本宮浅間神社の神楽殿に「富士
太太神楽」が奉納されている。

このような御師の生活についてだが、ここでは『菊
田日記』の分析書である、岩佐忠雄『北富士すその
ものがたり』８も参考にしていく。岩佐忠雄氏は、
富士吉田市に御師住宅を構えていた「菊田家」に残
る日記を解明した。この日記を記した菊田式部広道
は 35 歳でその土地の名主となり、御師の年中行事
の代表も務めた人物である。日記には、富士講や富
士御師に関するものを始め、菊田家や富士吉田市で
起きた様々な出来事が記載されていて、享和 3 年

（1803）10 月 14 日～天保 6 年（1835）7 月 12 日ま
での 33 年間の記録が全 36 冊の和本として現存して
いる。また、この日記は江戸時代における富士吉田
市の人々の歴史を子細に伺える貴重な記録として、
36 冊一括して昭和 48 年（1973）に富士吉田市指定
有形文化財に指定された。９

今回の調査で参考した第 1 巻は、富士吉田市の地
形的な歴史や、「一ッ星好助爺さん」という名の人
物が富士吉田市や富士山に関する伝承を語る場面が
書かれている。第 2 巻から、本格的な菊田日記の翻
訳が始まる。今回参考した第 2 巻で記載されている
ものは、享和 3 年（1803）10 月 14 日～文化 5 年（1808）
2 月 30 日までの日記である。

第２巻から、富士講や富士御師に関する項目をい
くつか挙げてみたい。

「谷村へ旦廻りへ行く。」（4 頁）
「例の通り当六月朔日より六十日間植山す。」（82 頁）
「今日は太々神楽祈祷仲間、相頼候四人中へ前例通
り二百文づつ差遣はす。」（88 頁）

「村上光清照神舎修覆に関する件」（234 頁）
「富士山北口御社並、大鳥居建立仕度願いの由にて」
（234 頁）
「光清身禄派同行和睦神社修覆」（236 頁）
「大鳥居並本社末社迄御修覆願成就の為惣御師御宮
にて御祈祷御神酒献」（358 頁）10

例として以上のような内容が日記には記録されて
いる。4 頁から引用した「旦廻り」とは、主に年 2
回各数十日に渡って檀家を巡回し、神の道を説き明
かしたり、災い除けの祈祷を行ったりするものであ
る。この「旦廻り」という言葉は日記上に頻繁に出

てくる言葉であり、このことからも、御師は旦廻り
を非常に大切にしていたことが分かる。また、災い
除けの祈祷をすると述べたが、その災いとは天然痘
や疱瘡といった病気に関するものが多かった。菊田
日記の中でも、

「御老中姫君の疱疹祈願のため富士山へ」（278 頁）
「その外病気平癒の祈祷多忙のこと」（278 頁）

といったような記録が何度も見受けられる。このこ
とから、富士信仰者は御師を頼りにしていたこと、
つまり、御師そのものが神のような存在として信仰
者の心の拠り所になっていたことが予想できる。

最後に、最も信仰的要素が強い「御師料理」につ
いて、向後千里『富士山と御師料理―御師の家に息
づく信仰と生活、食文化の歴史―』11 における論を
もとにまとめていく。

まず、御師料理は「自然の尊重」を大事にした「精
進料理」である。講社の食事には四つ足の動物を出
してはいけないとされ、御師の家の普段の食事も川
魚と野菜だけだった。正月や節分といった季節の行
事はもちろん、それ以外にも季節と調和した料理が

「神撰」として供えられる。これらには、①富士山
を囲む静岡・山梨県②富士講が特に多かった東京都・
埼玉・千葉・茨城県③街道の繋がる長野・富山・新
潟県の影響を強く受けていて、富士山北麓の山や水
の恵みも活かされている。特に富士山北麓は海の無
い場所であったが、江戸時代には沼津や三浦半島に
揚がった魚が運び込まれ、それらは農山村にとって
は「ハレの食事」として捉えられていた。御師達も、
わざわざ魚料理に特化した職人を呼んでは彼らに腕
を振るってもらったという。

また、富士講に向けて用意された朝食の登り膳や
昼食のお弁当について、富士吉田市民俗調査報告書

『上吉田の民俗』12 に記録が残っている。

「朝食の膳はサバやイワシの焼き魚、生卵あるいは
卵焼き，海苔、漬物、白米飯、みそ汁が多く、その
ほか小魚や昆布の佃煮を出す御師の家あり。」

「戦前は木製の弁当箱に白飯をつめて、五種のおか

ず、キャラ蕗と沢庵のほか、干瓢、椎茸、昆布の煮
物を持っていった。サイズは小さ目である。夜、強
力が餅を搗き切って持っていくこともあった。『力
餅』と呼ばれた。」

これら朝食・昼食・夕食は、消化によく滋味に富
んだ料理を食べてもらいたいといった御師のおもて
なしの心が表現されていて、それに応えるかのよう
に講社は自分達の講印が押されている器を寄贈して
いる。

（3）年中行事と御師料理
富士御師料理の特徴は前述通りであるが、これら

の特徴は神と共に食事をする「直会」や「神饌」に
もあらわれている。まず「神饌」についてだが、神
饌にはその年収穫した季節の作物や新鮮な魚、郷土
料理、古式ゆかしいものなどが供えられる。明治期
の「廃仏毀釈」や「神社祭式」の制定によって国家
神道化され、富士講も多大な影響を受けたわけだが、
そのような状況であっても「神饌」だけは昔のもの
と変わることなく、同じものが供えられた。

1 月（睦月）は春の始まりで、新たな生命が誕生
する季節の到来として捉えられていたため、御師の
家では清浄な空間に穢れが入らないようにする。神
棚だけでなく、納屋・庭・蔵などにも「鏡餅」を、
大晦日にはご飯や蕎麦を、元旦にはそれらに大根等
と三段重に詰めたお節料理を神様にお供えする。7
日には「七種祭（ななくささい）」が行われ、新し
い年を迎えるにあたって自然の芽吹きである「七草
粥」や「小豆粥」をいただく。（静岡市葵区日向の「七
種祭」は静岡県指定無形民俗文化財に登録されてい
る。）昔はこの日に御師がお札を持って講社回りの
旅に出たという記録もある。

2 月（如月）の立春の前日は、新しい年の始まり
の前に邪気を払う日として宮中行事の「追儺（つい
な）」が富士山北麓でも行われる。北口本宮富士浅
間神社でも「節分祭」が行われ、葦の茎に神の矢羽
をつけた「魔除けの矢」を神楽殿から四方に射って
厄払いをしたり、鰯を焼いた時に生じる煙の臭いで
鬼を追い払ったりする。富士講の世話人は就任初仕
事として、御師の家に挨拶に訪れ節分祈祷の申し込
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富士吉田市歴史民俗博物館出版『御師旧外川家住展
示解説』６における論をもとにまとめていく。

表通りから玄関に繋がる細い道を「タツミチ」と
いい、その途中には「ヤーナ川」と呼ばれる富士山
の湧き水から引いた水路がある。この川は隣地との
境界を生むだけでなく、富士講が禊を行う場所でも
あるため、非常に信仰的要素が強いと考えられてい
る。後に上吉田の貴重な生活用水にもなった。

御師住宅は、通年で宿泊客を迎える旅館とは異な
り、主に 7 月 1 日の「開山祭」から 8 月 26 日の「鎮
火祭」までの「夏山」の期間に大勢の宿泊客を迎え
る必要がある。そのため、家族との日常生活と切り
分ける工夫が随所に見られる。「裏座敷」と「主屋」
で「ハレ」と「ケ」の空間が分かれていて、穢れの
ない信仰空間を守るために、方位に対して特に入念
な配慮をなして神棚や護符、富士講に関わる祭壇な
どが飾られていた。こういった「ハレ」と「ケ」の
区別は玄関や畳の張り方などにも表れていて、例え
ば「式台玄関」は先達や御師が利用し、御師の家族
や商人、使用人は利用することが出来なかった。

次に「御師の生活」についてだが、夏山の期間に
かけて忙しくなることは予想できるだろう。その期
間は家族総出で富士講を迎えるが、親類縁者だけで
なく、「強力」（登山案内や富士講のお弁当等の荷物
を背負う仕事などを行う人）や「バンチャン」（料
理人）、「おかってのおばさん」（手伝いの女性）な
ども雇わなければならないほどだった。夏山の期間
以外は、布教活動や祈祷、祭祀を執り行った。富士
山参詣の登山者は、「檀家廻り」によって確保され
るため、檀家を廻って浅間神社の御札を配り富士信
仰を広めていった。そのため、各御師は全国各地の
檀家の住所を記した「檀家帳」を保存していた。７

御札を配る以外に、「病気よけ」や「夜泣き」など
の憑き物を祓う祈祷も行った。北口本宮浅間神社で
は、御師は季節に合わせた「御師料理」とともに祭
祀を行うが、特に「富士太太神楽」は御師が舞い手
となって奉納していたもので、現在は地元の崇敬者
で組織される「神楽講」に受け継がれている。現在
でも定期的に、北口本宮浅間神社の神楽殿に「富士
太太神楽」が奉納されている。

このような御師の生活についてだが、ここでは『菊
田日記』の分析書である、岩佐忠雄『北富士すその
ものがたり』８も参考にしていく。岩佐忠雄氏は、
富士吉田市に御師住宅を構えていた「菊田家」に残
る日記を解明した。この日記を記した菊田式部広道
は 35 歳でその土地の名主となり、御師の年中行事
の代表も務めた人物である。日記には、富士講や富
士御師に関するものを始め、菊田家や富士吉田市で
起きた様々な出来事が記載されていて、享和 3 年

（1803）10 月 14 日～天保 6 年（1835）7 月 12 日ま
での 33 年間の記録が全 36 冊の和本として現存して
いる。また、この日記は江戸時代における富士吉田
市の人々の歴史を子細に伺える貴重な記録として、
36 冊一括して昭和 48 年（1973）に富士吉田市指定
有形文化財に指定された。９

今回の調査で参考した第 1 巻は、富士吉田市の地
形的な歴史や、「一ッ星好助爺さん」という名の人
物が富士吉田市や富士山に関する伝承を語る場面が
書かれている。第 2 巻から、本格的な菊田日記の翻
訳が始まる。今回参考した第 2 巻で記載されている
ものは、享和 3 年（1803）10 月 14 日～文化 5 年（1808）
2 月 30 日までの日記である。

第２巻から、富士講や富士御師に関する項目をい
くつか挙げてみたい。

「谷村へ旦廻りへ行く。」（4 頁）
「例の通り当六月朔日より六十日間植山す。」（82 頁）
「今日は太々神楽祈祷仲間、相頼候四人中へ前例通
り二百文づつ差遣はす。」（88 頁）

「村上光清照神舎修覆に関する件」（234 頁）
「富士山北口御社並、大鳥居建立仕度願いの由にて」
（234 頁）
「光清身禄派同行和睦神社修覆」（236 頁）
「大鳥居並本社末社迄御修覆願成就の為惣御師御宮
にて御祈祷御神酒献」（358 頁）10

例として以上のような内容が日記には記録されて
いる。4 頁から引用した「旦廻り」とは、主に年 2
回各数十日に渡って檀家を巡回し、神の道を説き明
かしたり、災い除けの祈祷を行ったりするものであ
る。この「旦廻り」という言葉は日記上に頻繁に出

てくる言葉であり、このことからも、御師は旦廻り
を非常に大切にしていたことが分かる。また、災い
除けの祈祷をすると述べたが、その災いとは天然痘
や疱瘡といった病気に関するものが多かった。菊田
日記の中でも、

「御老中姫君の疱疹祈願のため富士山へ」（278 頁）
「その外病気平癒の祈祷多忙のこと」（278 頁）

といったような記録が何度も見受けられる。このこ
とから、富士信仰者は御師を頼りにしていたこと、
つまり、御師そのものが神のような存在として信仰
者の心の拠り所になっていたことが予想できる。

最後に、最も信仰的要素が強い「御師料理」につ
いて、向後千里『富士山と御師料理―御師の家に息
づく信仰と生活、食文化の歴史―』11 における論を
もとにまとめていく。

まず、御師料理は「自然の尊重」を大事にした「精
進料理」である。講社の食事には四つ足の動物を出
してはいけないとされ、御師の家の普段の食事も川
魚と野菜だけだった。正月や節分といった季節の行
事はもちろん、それ以外にも季節と調和した料理が

「神撰」として供えられる。これらには、①富士山
を囲む静岡・山梨県②富士講が特に多かった東京都・
埼玉・千葉・茨城県③街道の繋がる長野・富山・新
潟県の影響を強く受けていて、富士山北麓の山や水
の恵みも活かされている。特に富士山北麓は海の無
い場所であったが、江戸時代には沼津や三浦半島に
揚がった魚が運び込まれ、それらは農山村にとって
は「ハレの食事」として捉えられていた。御師達も、
わざわざ魚料理に特化した職人を呼んでは彼らに腕
を振るってもらったという。

また、富士講に向けて用意された朝食の登り膳や
昼食のお弁当について、富士吉田市民俗調査報告書

『上吉田の民俗』12 に記録が残っている。

「朝食の膳はサバやイワシの焼き魚、生卵あるいは
卵焼き，海苔、漬物、白米飯、みそ汁が多く、その
ほか小魚や昆布の佃煮を出す御師の家あり。」

「戦前は木製の弁当箱に白飯をつめて、五種のおか

ず、キャラ蕗と沢庵のほか、干瓢、椎茸、昆布の煮
物を持っていった。サイズは小さ目である。夜、強
力が餅を搗き切って持っていくこともあった。『力
餅』と呼ばれた。」

これら朝食・昼食・夕食は、消化によく滋味に富
んだ料理を食べてもらいたいといった御師のおもて
なしの心が表現されていて、それに応えるかのよう
に講社は自分達の講印が押されている器を寄贈して
いる。

（3）年中行事と御師料理
富士御師料理の特徴は前述通りであるが、これら

の特徴は神と共に食事をする「直会」や「神饌」に
もあらわれている。まず「神饌」についてだが、神
饌にはその年収穫した季節の作物や新鮮な魚、郷土
料理、古式ゆかしいものなどが供えられる。明治期
の「廃仏毀釈」や「神社祭式」の制定によって国家
神道化され、富士講も多大な影響を受けたわけだが、
そのような状況であっても「神饌」だけは昔のもの
と変わることなく、同じものが供えられた。

1 月（睦月）は春の始まりで、新たな生命が誕生
する季節の到来として捉えられていたため、御師の
家では清浄な空間に穢れが入らないようにする。神
棚だけでなく、納屋・庭・蔵などにも「鏡餅」を、
大晦日にはご飯や蕎麦を、元旦にはそれらに大根等
と三段重に詰めたお節料理を神様にお供えする。7
日には「七種祭（ななくささい）」が行われ、新し
い年を迎えるにあたって自然の芽吹きである「七草
粥」や「小豆粥」をいただく。（静岡市葵区日向の「七
種祭」は静岡県指定無形民俗文化財に登録されてい
る。）昔はこの日に御師がお札を持って講社回りの
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みを行う。
3 月（弥生）の上巳の節句には、葉の香りが災い

や邪気を払うといった伝承から「よもぎ」が食べら
れ、菱餅は主屋の座敷の床の間や裏座敷に飾られる。
御師にとってこの日は「女の正月」として捉えられ、
寿司などを詰めた重箱やお酒を持って富士山の二合
目まで行き富士山を遙拝する「お境参り」が行われ
る。

4 月（卯月）の中旬は富士山北麓の桜の開花の時
期であり、この時期は「胎内祭」も行われ、直会と
して稲荷寿司・のり巻きをいただく。よもぎまんじゅ
うや団子も神饌として供えられ、富士講信者による

「お焚き上げ」の儀式が執り行われる。（吉田胎内は
富士講信者にとって祈りの対象である。）

5 月（皐月）は「初申祭」が行われる。伝説によ
ると六代考安天皇の時代に、それまで雲霧に包まれ
ていた富士山が突然姿を現したらしく、その年が「庚
申」の年であったことから「申の年」「申の日」に
祭礼が行われてきた。特に 60 年に一度の「庚申の年」
は祝福すべき年として初申祭が行われ、神楽を始め、
吉田のうどんや黄な粉餅等をいただく。

7 月（文月）は富士講・御師にとっての二大祭祀
の一つ「開山祭（山開き）」がある。北口本宮浅間
神社の裏手にある「大塚丘」において、北口御師団
による開山祭とお境参りが行われ、後に富士講も加
わって登山の無事を祈るお焚き上げをし、御師によ
りお神酒・じゃがいもとひじきの煮物・お赤飯が振
舞われる。

8 月（葉月）はもう一つの二大祭祀である「吉田
の火祭り」と「すすき祭り」がある。富士登山者に
とって「お山仕舞い」を意味するもので、26 日・
27 日の 2 日間にかけて、金鳥居から北口本宮浅間
神社までの道を神輿が練り歩き、その沿道には高さ
が約 3 メートルにも及ぶ松明が並ぶ。太太神楽やお
神酒も奉納され、すべての祭事が終了すると、富士
講は御師の家で食事をして夏山の期間を閉める。

12 月（師走）になると、御師は 26 ～ 30 日に家
中の神様にお供えする餅を搗く。大晦日は御師の家
でも、大根・人参・芋などの野菜の煮物とともに年
越し蕎麦が食べられる。また、富士吉田では歳暮の
品として「塩鮭」が一般的だったとされている。

富士信仰・富士講と関りのある祭祀からは、御師
料理の特徴として「信仰に基づいた料理」「神との
共食」「御師のおもてなし」を感じることができる。
富士山北麓であるからこそ、夏山の期間だけでなく
日常生活からも、「信仰による恩恵」や「神と共に
生きていること」をより強く感じることができるの
だろう。

それでは、この章でまとめてきた御師の信仰的特
徴は、現在どのような形で伝承され、感じることが
できるのだろうか。

第３章　現在の御師町を訪れて

2020 年 2 月 16 日（日）・17 日（月）の 2 日間に
かけて、現地調査を行った。16 日は「御師町さんぽ」
というガイドツアーを利用して、御師町を巡りなが
ら伝承の歴史や実態などを感じることができた。ま
た、一般公開されている御師住宅の「外川家」では、
案内役の方から詳しい説明を受け、文献だけではイ
メージが難しい住宅内の信仰的要素や、夏山の期間
に向けての御師の知恵を知ることができた。17 日
は再度御師町や北口本宮浅間神社を歩き、富士吉田
市と富士信仰・富士講との関りを学び、現地調査を
終えた。

今回実際に「御師町さんぽ」で知り得たことは三
つある。（なお、この章で用いる資料は筆者が山梨
県富士吉田市で撮影した写真である。）

第一に、富士信仰・富士講の隆盛とともに御師の
存在がますます大きくなっていったということであ
る。御師住宅は「本御師」（資料①）と「町御師」
の二つに区分されるのだが、前者は、古くから御師
として活動し、前章で述べたような信仰的要素が多
く見られる住宅を構える者を、後者は江戸時代中期
以降に御師の活動を始め、表通りに住宅を構えてい
る者を指す。後者の住宅が前者のような信仰的要素
を持たない理由としては、「江戸時代中期、御師も
富士講とともに最盛期を迎え、急激に御師の人数が
増加したため、十分な信仰要素を持った住宅を構え
る場所が不足した」ということが挙げられる。この
ような御師の組織の特徴は、御師の隆盛の歴史を語

る上で欠かせないものであろう。
第二に、御師町・御師住宅で見られる信仰的要素

である。御師町は富士山の裾野に広がっているため、
吉田口登山道を境内に構える北口本宮浅間神社まで
は緩い勾配が続いている。（資料②）その道の入口
にそびえ立つ「金鳥居」（資料③）は俗世と信仰世
界を分ける「境界線」であり、今でも地元の人々は

「金鳥居より先は神の世界である」という共通の認
識を持っていた。

また御師住宅の「外川家」を実際に訪れてみると、
非常に奥行きが広く長く、裏座敷と主屋がしっかり
と分けられていることや、参詣者を宿泊させる空間
を確保するために屋根裏を物置として利用していた
痕跡が見られた。そして住宅内の各所に見られる「釘
隠し」には、外川家の改装の際に尽力した講印があ
しらわれていたり、富士講からの寄贈品が多数保管
されていたりする様子も見受けられ、これらの特徴
から、富士信仰・富士講との密接な関りを強く感じ
ることができた。（資料④・⑤）

資料①　細長い「タツミチ」の先には御師住宅が構えられ、最
も格式高い玄関は、表通りから見えないようになっている。

資料②　富士山の裾野に広がる御師町は緩い勾配が続いている
ため、ここから登山が始まっているかのような感覚を覚えた。

資料③　金鳥居は全長 8 メートルにも及び、信仰世界へ誘う
ような厳かな雰囲気を醸し出していた。
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第三に、御師町観光化への取り組みの現状である。
ここまでまとめてきたような富士信仰と密接な御師
の特徴は、富士吉田市の歴史文化資源からも読み取
ることができる。しかし、富士山麓地区の観光客数
は少なくないにも関わらず上吉田地区の観光へとは
繋がっていないことが、富士吉田市と慶應義塾大学
との連携で実施された調査（御師町観光化への取り
組みー歴史文化資源の活用―富士講の記憶を新たな
まちづくりと観光の力に～もう一つの富士登山の復
活とまちの再生～ 13）で明らかになっている。この
調査では、「上吉田地区の歴史・文化が生み出す魅
力の発掘、顕在化」「御師町関連の歴史文化遺産を
核とした観光まちづくりの展開」「御師と富士信仰
知名度の向上」といった三つを目的とし、さらに、
地域住民が自分たちの町の良さを再発見する機会を
得られる企画が練り出された。現地調査で利用した

「御師町さんぽ」も調査の一環として始まった取り

資料④　富士講から寄贈された器類である。

資料⑤　東京浅草の「丸鉄講」は外川家の改修に最も尽力した
ため、講印が施されている釘隠しが各所に付けられている。

組みであり、富士吉田市と北口本宮浅間神社が公認
した案内役が、御師町や境内に見られる富士信仰・
富士講・御師の歴史や特徴を詳しく説明して下さっ
た。

実際に体験して感じたことは、御師町を観光に繋
げるためには「一つの修養機関」としてそれらを利
用することが鍵になるということである。前述した
調査でも、リアルな富士講の体験を「追体験」（資
料⑥～⑪）、富士講の新しい楽しみ方を「新体験」
として重要視している。追体験では実際に講が活動
していた場所でリアルな伝承を感じ、新体験では新
たに作られた体験の拠点で新しい伝承を発見する機
会を見出そうとするものだ。「御師町さんぽ」は「追
体験」にあたり、実際に御師町を歩いてみると御師
町に特徴的なタツミチが各所に見られたり、御師の
生活が表れている住宅の特徴を感じられたりできる
からこそ、御師や富士講の存在を体感することがで
きた。このような体験から、古くから続く御師町そ
のものを観光資源として町全体で残していこうとす
る取り組みによって、現在まで伝承されてきた、と
考えることもできた。

資料⑥

資料⑦

資料⑧

資料⑨

資料⑩
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第４章　おわりに

御師は富士信仰・富士講を支える存在である。時
代の変容の中で、伝承を残すために、参詣者を迎え
るために、御師及び富士山麓の地域は知恵を絞り活
動を続けてきた。結果として、仏教的要素と神道的
要素が混在するような形となった富士講ではある
が、御師は昔と変わらない形で信仰と共に生きてい
る。

第 1 章でたてた仮説のように、御師は富士信仰・
富士講を語る上で絶対的な存在であることが今回の
調査を通して明確になった。例えば、巡礼の一つに

「中道めぐり」というものがあるが、これはとても
危険なもので、鳥が飛び立つだけで岩が崩れてしま

う場所を超えないと巡礼を終えることができない。
この中道めぐりをするには必ず御師の許しを得る必
要があり、それが完了したことを証明するのも御師
の役目であった。また、33 回の登頂を果たすと富
士講の先達は大先達へと名称を変えるが、行名を与
える儀式を取り計らうのも御師の管轄であった。第
2・3 章やここで述べたような御師の役割は、富士
信仰・富士講を支える上でなくてはならないものと
して考えられる。ここで、御師は「祈祷に従う身分
の低い神職または社僧」14 といった者を指すと定義
されているが、第 2・3 章で述べた御師の特徴も踏
まえると、そうとは言い切れないのではないか、と
の仮説をたてたい。まず、富士講側から考えてみれ
ば、自分たちの信仰活動と共にあり、時には統率者
の立場にあった御師を身分の低い神職だとは決して
思わなかったであろう。また、富士御師に苗字帯刀
が許されていたことから、武士に匹敵するほどの権
力を認められていたと推測できる。つまり、御師は
富士講にとっても、幕府にとっても、ある程度の力
を持つ集団として捉えられていたのではないだろう
か。このような立ち位置であったが故に、御師とい
う存在そのものが伝承を紡いでいくための命綱に
なったのかもしれない。

次に、現在の御師や御師町における活動について
だが、現地調査に赴いたのが 2 月であったために、
御師の活動の様子を見ることは叶わなかった。しか
し、「御師町をその当時のまま残していきたい」と
願う町全体の意識や、「富士講や御師の伝承を少し
でも多くの人に知ってもらいたい」といった思いか
ら生まれた取り組みなどを見て、富士吉田市の地域
に確実に存在する伝承のともしびを感じることがで
きた。伝承が薄れつつある現在、御師住宅を飲食店
や一般的な民宿に改めたり、御師としての役目を終
えたりした家もある中、住宅そのものや信仰に関わ
る民具を富士吉田市へ寄贈したり、現在でも毎年夏
山の時期には富士講を迎えたりする御師らを中心
に、僅かながらも活動が続けられている。

そして現地調査で最も実感させられたことは、「御
師町さんぽ」を始めとした取り組みは、私にとって
富士講や富士御師の伝承へと導いた「御師」のよう
な存在である、ということだ。ここまで述べてきた

資料⑪

資料⑥～⑪は御師住宅「外川家」の内部である。行衣や祭壇、
富士信仰に関する年中行事や富士講の活動の様子が分かるパネ
ルが展示されていて、富士信仰や富士講、御師について学ぶこ
とのできる環境となっている。

ような取り組みが無ければ、私が富士吉田市に残る
伝承を実感することは不可能であっただろう。「ど
うにかして後世に伝承を残していきたい」との思い
を抱いて活動に参加している人々の姿は、その昔、
御師が実に大切に檀家廻りをしていた姿と重なるも
のがあった。つまり、「御師の布教活動に似たもの
が現在にも伝承されている」と考えることも可能な
のではないだろうか。

しかし、第 3 章でも述べたように、富士吉田市は
富士山へ向かう途中地点として通過されやすく、富
士講・富士御師の伝承との結びつきはまだまだ弱い。
その上、今年は新型コロナウイルスの発生により、
2 月に赴いた際には「日頃は外国人観光客が多く訪
れているが、今年はその姿も全く見られない」との
声も聞かれた。その後、富士登山道の閉鎖もあり、
例年以上に富士吉田市を訪れる人は減少している。

明治の廃仏毀釈や国家神道化を始めとした困難な状
況の中でも、富士御師は富士講を支えてきた。互い
がいるからこそ成り立つ富士講や富士御師の伝承
は、現在のような状況下で、またこの先の未来で、
どのような灯りをともし続けていけるのだろうか。

先述のように、伝承へと導く「御師」に代わる活
動の継続も重要であるが、足を運ばなくても伝承を
知ってもらうためには、例えば、バーチャルリアリ
ティによる「御師町さんぽ」の実施や、クラウドファ
ンディング（河口湖地域の御師町に先例がある）15

を利用するといった新しい取り組みへの模索も必要
となるであろう。現在のコロナ禍の状況が落ち着い
た際には、もう一度御師町に足を運び、今度は、文
化創生という面からも伝承に携わる活動について探
求していきたい。
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80 万円を集めることに成功し、現在は体験民泊や富士講・御師などに関する資料の展示場といった環境を提示している。
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