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付録：庚申信仰について

樋口私的資料

西東京三田会 歴史散歩の会

私の体験 ： 上京前には「庚申塔」なるものは知らなかった。対応するようなものは「道祖
神」であった。もっとも上京後も退職前は気づかなかった。
地域を知るために興味を持った。
庚申塔とは …
①

２０１８年９月２日

どれかひとつまたは複数があてはまる石造物（石仏と表現：違和感あり）

猿像がある、②

鶏像がある、③

「青面金剛」の像または〃、⑤
⑦

第８回

多手像石仏 ⑧

「庚」「申」の字がある、④

「帝釈」「「桓因」〃 ⑥

「青面」「猿田彦」

鈴木遺跡と石神井川源流を歩く

「三」「三Ｘ」〃

頭髪や手に蛇像ある石仏、⑨ 帝釈天の石仏 ⑩

「猿田彦」文字

（今回は、従来の原則：①歩き②西武線駅発着③9：30～12：00、どおり行います）

像には「陰刻（筋彫）」「陽刻（浮彫）」「丸彫」がある

歩行は７キロ前後です。無理と思われる方は 12 時ころ花小金井駅着予定ですので

10 ページ写真 右は青面金剛浮彫の「庚申塔」、左は陰刻で石仏であるが庚申塔かは不明

待機いただければみなさんと食事はできます（但しどこも予約してありません）。

庚申信仰の起源 …

道教の三尸観：体内三尸は庚申日に上天して天帝に上告、命縮められる

→三尸を除くか天に上らせない→眠ると上天→「一夜眠らずに過ごす」
日本に渡来後様々な地域信仰と習合

→

コース予定図

講（結衆）・庚申塔・庚申会

庚申板碑や庚申塔は後世だが、平安期にも庚申会的（三尸のことは抜けて）＝眠らず宴あり
何故「庚申」？ …

ほとんど意識外 一説：金に関係 庚＝きのえ（金の兄）申も金の陽

そもそも「庚申」は？ …

十干、十二支組合せ 六十進
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ここは後日みておいてください

みんなで作る「歴史散歩の会」です。
コース、説明等は本パンフレットに拘るものではありません。

青面金剛 …

近年、庚申関係の主尊たることが多くなった、（他仏主尊の庚申もある）

仏像論からいうと、大分類は、如来・菩薩・明王・天と羅漢高僧などその他の５分類

資料

青面金剛は「明王」であるとされるが、仏教側からの仏像解説にはまず出てこない

貝塚爽平 『東京の自然史』

いろいろな民衆の中の流れ（伝尸病≒三尸を押える青面金剛の記述がなにかにあるなど）

増渕和利 『歴史のなかの田無』ほか

確かに通常「仏像」は彫り物より造り物が多い、しかし地蔵は丸彫り
青面金剛にも丸彫りのものがある（泉町 2-3-2：市指定２３号）

（「鈴木遺跡資料館」事前踏査もせず、樋口自己流のまとめ資料ですので、間違い等ご了承ください）

おそまつさま
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今回の見学のポイント

樋口私的資料

２．鈴木街道と新小金井街道交差点付近の石造物

１．歴史のなかの鈴木遺跡、八小遺跡、そして下野谷遺跡

新小金井街道は新規にできた道路である …

２．なぜ「遺跡」＝活動の途絶え

鈴木中（なか）通り、が開発当時の主要道だったのだろう

３．武蔵野台地の土地と水

→

→

武蔵野台地の自然史

４．遺跡以外の歴史遺物は江戸期以降
５．民衆信仰の遺物と意味

→

ポイントは「水」であろう
→

５・６ページ地図参照

この地がまた、鈴木用水が鈴木街道両側に分かれる場所にもなっている

玉川上水の意義

田無用水の「橋場付近」、小川用水の「日枝神社付近」相当

「習合」

３カ所が見事に相似的になっていることに注目しましょう

関連個所歴史年表
旧石器時代

遺跡及び自然変化（地殻変動など）年表
約 3 万数千年前

縄 文時代

～
約 20000 年前
約 13000 年前

[後期旧石器時代]
鈴木遺跡（東京都指定遺跡）
約 100ｍの海退

（中期）
5000 年前

下野谷遺跡[環状集落] （国指定史跡）

約 1000 年前

八小遺跡[竪穴住居址] （市史跡１号）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
西暦

和暦

干支

事項

(参考)

延慶

1653

承応 2

癸巳

玉川上水[国指定史跡]着工、翌年竣工

1654

承応 3

甲午

野火止用水分水

1656

明歴 2

丙申

小川九郎兵衛幕府に願い出て自費で小川用水を分水

1696

元禄 9

丙子

田無用水分水許可

（綱吉代）

1724

享保 9

庚辰

鈴木用水開発許可（正徳 2＝1712 より度々願い出）

（吉宗代）

延慶の板碑[市指定文化財第３号] （延慶は 1308～1310 鎌倉時代）
（家綱代）

水の恵みへの供養や道標を兼ねたものもある
後代にまとめられたのであろうが、鈴木街道の両側に分かれた用水元であることは注目
石造物は石仏か？
「地蔵」「観世音」「供養」等であれば「仏」関係と見なせましょう

鈴木利左衛門が本村の貫井村から稲荷神社を勧請

しかし、神社にも狛犬など石造物は多々あります
菩提寺の墓石は仏関係でしょうが、宗教不問の霊園が増え、墓石も様々です

1726

享保 11

丙午

鈴木利左衛門が宝樹院を引寺

1737

元文 2

丁巳

（鈴木町）庚申塔造立

1773

安永 2

癸巳

（鈴木町１北石像）庚申供養塔造立

（家治代）

1800

寛政 12

庚申

（鈴木中通り口石像）石橋二カ所供養塔

（家斉代）

1845

弘化 2

乙巳

（同上）馬頭観世音

（家慶代）

石造物の研究など如何ですか

ポイント
１．武蔵野の歴史は遺跡時代を除けば全て「近世」である
（延慶板碑は新川谷頭の近世遺跡的 － 鈴木遺跡は遺跡時代の湧水谷頭）
２．小平は「開拓村落の小川中心に七つの村や新田を合わせた平らな地」…第６回資料
３．田無用水が鈴木用水より先であったこと 田無継場村（石灰伝馬）の意義…第４回資料
４．鈴木用水 田んぼ用 破格な取水量 …

別掲

５．民衆信仰は、水→集落→諸事安寧；様々な宗教や風習や伝統の習合
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歴史を残す寺社と路傍の石像

樋口私的資料

武蔵野台地概観
１．武蔵野の地形は基本的には旧多摩川の、青梅を扇頂とする扇状地である

享保の吉宗代（享保元年 1716～延享２年 1745）に漸く小平の東の地域は動き出します

２．武蔵野台地は地表から 5～7ｍの関東ローム層、数ｍの武蔵野礫層、基盤層である

貫井村の鈴木利左エ門の度々の幕府への願書の末 1724 にＯＫ、1656 の小川に 70 年遅れ

３．関東ローム層は１枚でなく火山灰の層序で地形面区分がされる
４．同心円状直交段丘崖で地形面区分（台地面の新旧）はあるが、小平、西東京市域は全体が

実現すると菩提寺、鎮守神社を招聘する

「武蔵野面」上である

鈴木新田 → 宝寿院（1726）、稲荷神社（1724）
小川新田 →

小川（しょうせん）寺（1657）、日枝神社（1658）神明宮（1661）

村落ができると民衆の様々な生活実態が表現されてくる
石仏、石塔、道祖神、・・・・・
１．鈴木町交差点の庚申塔
鈴木街道と小金井街道の交差点にあったものをここに移設 元文２年（1737）

（スマホケースはおまけ）
２．鈴木街道と新小金井街道付近の石像
新小金井街道は後世新しく作られた道路である …
右が庚申塔

５・６ページの地図参照

５．万年ベースの地殻変動で武蔵野面のうちでも北部は沈降するも南部は緩やか

左は後世、裏をみると安政丁巳となっ

６．万年ベースでは海進・海退考慮が必要、約 2 万年前 100ｍの海退あり

ている。安政４（1857）である

７．等高線が最も東に張出している（ほぼ玉川用水上）ところは変形していない

なんとか観世音にみえるが読めない
氷期海退による多摩川
の河床低下は海進があ
っても埋まって再び河
床が元に戻ることはな
い（樋口コメント）

８．黒目川、柳瀬川等は古多摩川が刻んだ樋（とい）状浸食谷の中の川で「名残川」である
９．武蔵野台地に地表水乏しいのは水透し易いローム層、礫層で湧水谷頭はかなり東
10．通常武蔵野の川の谷頭は北から、三宝字池・石神井池・善福寺池・井の頭池など
（参考）近隣庚申塔
ここも別の塔とセット

10
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鈴木・八小・下野谷遺跡の位置づけ
―

古多摩川時代の樋（とい）状浸食谷の谷頭湧水地にのぞむ段丘上 ―
鈴木・八小

下野谷

（北が上・左が西、が常識的に図は読みやすいので、敢えて図を逆転させておきます）

『歴史のなかの田無』に下記記事があります
『上水記』の「所々村々分水」から田無村近在の村々の分水口寸法を比較してみると、
小川村

一尺四方 一百坪 、

大沼田新田 巾一尺・高八寸 八十坪 、
田無村

四寸四方 十六坪

、

鈴木新田 巾一尺五寸・高一尺 百五十坪
野中新田 巾一尺・高六寸 六十坪
鈴木新田 巾一尺・高九寸 九十坪

関野新田 ハ寸四方 六十四坪
田無村用水は他村に比べ、まことに少量の呑水しか許可されていなかった。田無村と対照的な村
が鈴木新田である。破格な取水量をもつ鈴木新田の百五十坪は、１７３４（享保１９）年の増徴策

・

図上、遺跡は小谷にのぞむ段丘上に多いことに注意

によるもので、鈴木新田長久保の田んぼ用として分水された。（中略）田無村はこの用水の残水を

・

常時湧水の量が多ければ下に池、さらに川ができる

もって、石神井川庚申橋の東一帯の畑を田んぼに作り替えるほどの水量があった。

・

海進による海面低下で相対的に標高があがり、ますます湧水は東へ移動
１． 鈴木新田が２回出てくるのが何故か不明です、原典『上水記』で確認要でしょう

鈴木遺跡資料館で石器時代を学びましょう

明治地図での違和②とも関係があるかもしれません

八小遺跡（時代はかなり下ります）のことも聞いてみましょう

２． 著者は、上記鈴木用水残水や「悪水路」・「下水堀」（豪雨や長雨の際地下に浸透する量を

鈴木小の校地内には湧水地があるそうです、見学可否は不明です（説明板内容後掲）

上回る降水量で地表面にシート状水流を生じ、野水の流れる堀）を「歴史時代の」（樋口注）石

現地が樋（とい）状地の上の高台であることを歩いて実感しましょう（地図は後掲）

神井川の源流とみているようです。

田無用水 →

青梅への石灰馬継馬の飲水 時代は江戸初期 玉川用水の江戸包含不明期

鈴木用水 →

江戸の水確保安定、分水してコメを作らせ増徴
（なぜ明治地図で「水田」、大正地図で「桑畑」なのか？）

呑み用水としての鈴木用水とは別にコメ増徴のための鈴木用水が別にあったのか？
そしてそれは撤去され大正期以後にはみられないのか？⇔[水車がある当麻家絵図]
鈴木分水用水については（樋口にとっては）もっともっと調べてみる余地があります

4
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玉川上水・鈴木上水・田無上水
地図で見る鈴木・八小遺跡周辺の谷頭；明治・大正・現代

１．玉川上水概要（Wikipedia）
玉川上水（たまがわじょうすい）は、かつて江戸市中へ飲料水を供給していた上水（上水
道として利用される溝渠）であり、江戸の六上水の一つである。多摩の羽村から四谷までの

（３つの図は必ずしも位置を正確に一致させてありません。宝寿院と稲荷位置でご判断ください）

皆さんがチャレンジしてください

全長 43km が 1653 年に築かれた。また、一部区間は、現在でも東京都水道局の現役の水道施

１．７５、７０、６５メートル等高線で地形を頭に描いてみましょう

設として活用されている。

２．鈴木遺跡、八小遺跡位置を描いてみましょう

羽村取水堰で多摩川から取水し、武蔵野台地を東流し、四谷大木戸（現在の四谷四丁目交差
点付近）に付設された「水番所」（水番屋）を経て市中へと分配されていた。水番所以下は
木樋や石樋を用いた地下水道であったが、羽村から大木戸までの約 43 キロメートルはすべて

３．土地利用の変化を確認してみましょう（水田→畑→住宅地）
４．川表現部分は青色で塗ってみました
違和：①
②

露天掘りであった。羽村から四谷大木戸までの本線は武蔵野台地の尾根筋を選んで引かれて

現地で水流がみえる川（鈴木街道両側）、水流がない川（田無用水）
明治なって大正から消えている凹地に水を供給する水流はなにか

いるほか、大規模な分水路もおおむね武蔵野台地内の河川の分水嶺を選んで引かれている。
明治１３年

1722 年（享保 7 年）以降の新田開発によって多くの分水（用水路）が開削されて武蔵野の農
地へも水を供給し、農業生産にも大いに貢献した（代表例、野火止用水、千川上水）。

尾根筋、分水嶺を通す、昔の人も凄いと思う。
２．鈴木用水、田無用水

大正１２と１３
年（張り合わせ）

川の交差（田無用水と鈴木用水）はどうなっていたのでしょうね
地図で小川・鈴木・田無各用水が街道両側に分流していることを確認しましょう
8
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現在

確かに明治以前の資料
には「悪水路」や「下水
堀」はあっても「石神井
川」の表現はありません

石神井川源流についての見解
石神井川源流に関する見解について資料を示します
１．上記の遺跡下の湧水を谷頭とする考え
「石神井川の源流を探して」サイト http://www.highfinesse.jp/topics/syakujii_1.html
ここには鈴木小内の湧水の写真があり「鈴木小のわき水」という児童への説明看板がある
（前略）この水は小金井カントリーや小金井公園の流れと同じように、石神井川となって隅田川を
通り、東京湾まで流れていたと考えられています。ここが石神井川の源流ということです。
（後略）

２．『歴史のなかの田無』（増渕和利）
「石神井川の水源」という節がある、前節で練馬区史から三宝字池、石神井池畔から多くの板碑が
みつかりかなりの村落があったと推察できる、としてこの節にはいる。
しかし石神井川上流の保谷、田無、小平の流域には全く古代、中世を通じて村落のあった様子はな
く、遺跡の影すらない。（中略）石神井川は、三宝字池の湧水と富士見池の溜井より発する川であ

歴史時代でものをみるか万年のレベルでみるかの違い、
西東京市民としてみるか、小平市民としてみるかの違い、
も見解の差になってくるのでしょう

って、これより上流に川といわれるほどの水が流れていたのだろうか。また保谷、田無、小平の文
献史料のなかに「石神井川」の名を見い出すことも出来ない。
こういう表現をしてしまうと元も子もない、出版年から考えて鈴木・八小・下野谷等の遺跡は発
見後であり、一言も触れてないのはどういうものか、別のところでは新川や下保谷の流れの谷頭に

追注：八小遺跡は時代が下り、奈良時代くらいで、飛鳥・奈良などの文明地に比べ、この地
がいかに未開地であったか、を逆に示すものともいえるかもしれない。

は触れていることとの兼ね合いで疑問だ。ただ次のような記述に救いはある。
（前略）多摩川は石神井川上流の谷底面より高位にあって、地下水面より高かったと考えられる。
したがって当時すでに湧泉していた可能性は十分にある。しかし、凡そ一万年前多摩川は十数メー
トル下を流れるようになって、石神井川上流の谷頭から湧泉は耐えたということである。
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