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〔研究ノート〕 

 

都市文明史としての民俗学・再論 
―「七五三」の普及と定着を事例として― 

 
 
 

室井 康成* 

 
１．本稿の目的 
２．七五三の現状 
３．行事生成の史的展開 
４．地方的受容の様相 
５．結論―「民俗」の事大主義的性格 
 

１．本稿の目的 
 

日本において多くの子どもが経験する七五三は、毎年 11 月 15 日前後の時期に行われる「子供の無病息災や成

長を願って社寺に参詣する行事」（佐藤 2009:335）とされ、今や全国的に広く定着した人生儀礼といえる１）。と

くに、当該の子どもが振袖などの晴着を召して神社参拝を行なうという外形的な一面から、それは日本古来の伝

統のように思われがちだが、その実施や形態が一般化・全国化したのは、そう古いことではない。 
七五三の実施年齢および性別は、3 歳が男女、5 歳が男子、7 歳が女子とするのが一般的だと考えられている

（同上，塩月 1970ａ:114，鈴木 1977:637）。ただし、この実施年齢・性別の組み合わせも、本来は地域や家、長

子／次子以下の別によって異なり、そもそも「七五三」という呼称自体が「江戸＝東京」的なもので、関西や西

日本の各地では「かつては一般的ではなかった」とされる（八木 2001:30）。それどころか、東京近郊の埼玉県加

須市騎西地区でさえ「東京人のすることぐらいに考えていた」（騎西町史編さん室編 1985:244）とされ、千葉県

船橋市でも「東京風の祝い」と認識されていたようだ（船橋市史編さん委員会編 2001:198）。また北越地方では

1977 年（昭和 52）の段階で「七五三など名も知らないという地域」があったという（桜井 1977:193）。 
 このように、七五三は「江戸＝東京」という限られた都市空間で行なわれていたものが、比較的近い時代に全

国へと急速に普及したものとみて大過ないが、その過程では、もともと各地にあった多様な人生儀礼が「七五三」

へと統合されていったと推測される。換言すれば、七五三の全国化とは、都市文明の力による在来の「民俗」２）

の駆逐であり、一国レヴェルでみれば文化の平準化・規範化といえる。 
 本稿で問題としたいのは、地方が「江戸＝東京」という都市的基準を受容し、自らを拘束する在来の価値基準

（つまり民俗）を変容させた契機である。そのことを、七五三を事例に問うことで民俗変容の原理の一般化を試

み、その今日的課題を提示したい。 
 

２．七五三の現状 
 
 ２－１ 平成時代中期の事例分析 

 私は 2017 年と 2020 年の 2 度にわたり、出講先の大学において、受講生を対象に「七五三」経験についてのア

ンケートを行なった３）。回答者の生年は 1994 年（平成 6）から 2002 年（平成 14 年）であるため、回答で示され
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た事例は、おおむね 1990 年代後半から 2000 年代後半にかけての「平成時代中期」に行なわれた七五三の状況を

反映している。また、本アンケートの有効回答数は 209 例で、そのうち七五三をまったく経験していないと回答

した例は 11 であった。したがって、本アンケートの結果に限っていえば、その実施率は全体の 94％以上にのぼ

る４）。 

 表１は、七五三を経験したと回答した 198 例についてまとめたものである。本アンケートが首都圏の大学生を

対象としているため、自ずと関東以西の事例数が希薄になるという偏りはあるものの、北海道から九州まで「七

五三」と呼ばれる行事が広く行なわれていることは確認できる。このデータに前述した実施率を重ねると、やは

り七五三は、今日全国に定着した人生儀礼だと捉えて差し支えない。 

 

表１ 現代における「七五三」の男女別実施年齢（〇＝男，●＝女） 

資料：室井康成作成 

 

  
兄弟姉妹の

位置 
3 歳 5 歳 7 歳 七五三以外の名称 

北海道札幌市 長女 ● ● ●   

青森県八戸市 次女 ● ● ●   

秋田県大仙市 長女 ●       

福島県郡山市 

長女 ● ● ●   

長女 ● ● ●   

一人女 ● ● ●   

福島県いわき市 次女 ●   ● 三つ祝い・七つ祝い 

群馬県吾妻郡草津町 次女 ●   ●   

栃木県宇都宮市 

長女 ●   ●   

長女 ● ● ●   

長男   〇     

栃木県鹿沼市 長男 〇 〇 〇   

栃木県小山市 長女 ● ● ●   

茨城県水戸市 長女 ● ● ●   

茨城県北茨城市 長男   〇     

茨城県つくば市 

長女 ●       

次女 ● ● ●   

一人男 〇     三つ祝い 

茨城県下妻市 長男   〇     

茨城県古河市 一人男   〇     

埼玉県さいたま市浦和区 
次女 ●   ●   

長女 ●   ●   

埼玉県さいたま市見沼区 長女 ●   ●   

埼玉県さいたま市緑区 長男   〇     

埼玉県北葛飾郡杉戸町 次男 〇   〇   

埼玉県蓮田市 次女     ●   

埼玉県越谷市 長男   〇     

埼玉県上尾市 一人女 ● ● ●   
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埼玉県ふじみ野市 長女 ●   ●   

埼玉県富士見市 長女 ●   ●   

埼玉県新座市 長女 ●   ●   

埼玉県朝霞市 長女 ●   ●   

埼玉県川口市 一人男   〇   五つ祝い 

埼玉県戸田市 長男 〇 〇 〇   

埼玉県狭山市 一人男   〇     

千葉県千葉市稲毛区 一人女 ●       

千葉県千葉市花見川区 長男   〇     

千葉県千葉市緑区 長女 ●   ●   

千葉県柏市 長女 ●   ●   

千葉県松戸市 
次女 ●   ●   

長男   〇     

千葉県市川市 一人男   〇   袴着 

千葉県浦安市 
長女 ●   ●   

長女 ●   ●   

千葉県鎌ケ谷市 次女 ● ● ●   

千葉県船橋市 
次女 ●   ●   

三女 ● ● ●   

千葉県習志野市 長女 ●   ●   

千葉県香取郡多古町 長女 ● ● ●   

千葉県旭市 次女 ●   ●   

千葉県安房郡鋸南町 長男   〇     

東京都練馬区 

長女 ● ●     

長女 ●       

長女 ●   ●   

長女   ● ●   

一人男   〇     

長男   〇     

東京都板橋区 

一人女     ●   

次女 ●   ●   

長男 〇 〇 〇 三つ祝い・五つ祝い・七つ祝い 

次男 〇 〇     

東京都北区 一人女 ●   ●   

東京都豊島区 一人女 ●   ●   

東京都文京区 長女 ●   ●   

東京都台東区 一人女     ●   

東京都足立区 長女 ●   ●   

東京都葛飾区 長女 ●   ●   

東京都江戸川区 次女 ●   ●   

東京都墨田区 長女 ●   ●   

東京都千代田区 長男 〇 〇     
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東京都新宿区 一人女 ●   ● 三つ祝い・七つ祝い 

東京都中野区 長男   〇     

東京都渋谷区 
一人女 ●   ●   

次女 ●   ●   

東京都杉並区 
長男   〇   袴着 

長男   〇     

東京都目黒区 

長女 ●   ●   

一人男 〇 〇     

長男 〇 〇     

東京都世田谷区 

長女 ● ● ● 三つ祝い・五つ祝い・七つ祝い 

次女 ●       

次女     ●   

一人女 ●   ●   

次女 ●       

一人男   〇     

東京都品川区 長男   〇     

東京都大田区 

長女 ● ● ●   

長女     ●   

一人女 ● ● ●   

東京都武蔵野市 

長女 ●   ●   

次男 〇       

次男   〇     

東京都調布市 

次女 ●   ●   

長男   〇   袴着 

一人女 ● ● ●   

東京都府中市 一人女 ●   ●   

東京都稲城市 長男   〇     

東京都多摩市 長男   〇     

東京都八王子市 

長女 ●     三つ祝い 

次女 ●   ● お稚児さん（7 歳時） 

長女 ●   ●   

東京都小平市 長女 ●   ●   

東京都あきる野市 次女 ●   ●   

神奈川県横浜市 一人女 ●   ●   

神奈川県横浜市南区 次女 ●   ●   

神奈川県横浜市鶴見区 
長女 ●   ●   

長女 ●   ●   

神奈川県横浜市神奈川区 長女 ●   ●   

神奈川県横浜市港北区 
長女 ●       

長女 ● ● ●   

神奈川県横浜市都筑区 次女 ●   ●   

神奈川県横浜市青葉区 一人女 ●   ●   
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次男   〇   五つ祝い 

長女 ●       

一人女     ●   

長女 ● ● ●   

神奈川県横浜市緑区 次女     ●   

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 

長女     ●   

長女     ● 七つ祝い 

次女 ● ● ●   

神奈川県横浜市港南区 次男   〇   袴着 

神奈川県横浜市戸塚区 
長女 ●   ●   

一人男 〇 〇     

神奈川県横浜市旭区 一人男 〇 〇 〇 三つ祝い・五つ祝い・七つ祝い 

神奈川県横浜市泉区 
長男   〇     

一人男   〇     

神奈川県川崎市 長女 ●   ●   

神奈川県川崎市川崎区 長女 ● ● ● 七つ祝い 

神奈川県川崎市多摩区 一人女     ●   

神奈川県川崎市麻生区 
長女 ●     三つ祝い 

次女 ●   ●   

神奈川県川崎市高津区 長男 〇       

神奈川県川崎市宮前区 長女 ●   ●   

神奈川県川崎市中原区 
一人女 ●   ● 三つ祝い・七つ祝い 

次女     ●   

神奈川県川崎市幸区 一人女     ● 七つ祝い 

神奈川県相模原市 一人女 ●   ●   

神奈川県相模原市中央区 
一人女 ●   ●   

長女 ● ● ● 三つ祝い・袴着・七つ祝い 

神奈川県逗子市 長女 ●   ●   

神奈川県三浦郡葉山町 次女 ● ● ●   

神奈川県横須賀市 長女     ●   

神奈川県三浦市 次女     ●   

神奈川県藤沢市 

次女 ●   ●   

長女 ●   ●   

長女     ●   

長女 ●   ●   

神奈川県茅ケ崎市 
長女 ●       

次男 〇       

神奈川県綾瀬市 長女 ● ● ●   

神奈川県厚木市 
長女     ●   

長女 ●   ●   

神奈川県伊勢原市 
一人女 ●   ●   

次女 ●   ●   
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神奈川県秦野市 長女 ●   ●   

神奈川県中郡大磯町 一人女 ●   ●   

山梨県富士吉田市 長女 ●   ●   

長野県長野市 
長女 ●   ●   

長男   〇     

長野県上田市 長男 〇       

長野県安曇野市 長女 ●   ●   

新潟県新潟市中央区 長女 ● ● ●   

新潟県長岡市 
長女   ●     

一人女 ●   ●   

新潟県柏崎市 次女 ● ● ●   

富山県富山市 次女 ●   ●   

石川県白山市 長男 〇 〇   髪置き・袴着 

福井県福井市 長女 ● ● ●   

静岡県静岡市葵区 四男   〇     

静岡県御殿場市 

次女 ● ●     

次女     ●   

次女 ●       

静岡県裾野市 三女     ●   

静岡県三島市 次女 ●   ●   

静岡県磐田市 次女 ●   ●   

静岡県浜松市 次女 ●   ●   

静岡県浜松市東区 長女   ● ●   

愛知県名古屋市中川区 長男 〇       

愛知県豊橋市 長男   〇   袴着 

愛知県みよし市 長女 ●   ●   

愛知県江南市 長女 ● ● ●   

三重県津市 長男   〇   袴着 

三重県伊勢市 長女 ● ● ●   

京都府向日市 一人女 ● ● ●   

京都府綴喜郡宇治田原町 次女 ●   ●   

大阪府堺市 長女 ● ● ●   

兵庫県神戸市灘区 次女 ●   ●   

兵庫県尼崎市 一人女 ●   ●   

山口県周南市 次男   〇     

鳥取県鳥取市 長女 ●       

島根県松江市 一人女 ●     ひもおとし 

香川県高松市 長女 ● ● ●   

愛媛県松山市 一人女 ● ● ●   

熊本県 一人女 ● ● ●   

宮崎県児湯郡木城町 長女 ●   ●   

宮崎県児湯郡高鍋町 次男   〇     
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鹿児島県鹿児島市 
長男 〇 〇 〇   

長女 ● ● ●   

 

さて、この表１をさらに分析すると、かつての七五三に相当する人生儀礼でみられたとされる長子にのみ実施

したという例は、今日では明確には伺えない。さらに性別による実施年齢も、通説では「3 歳が男女、5 歳が男

子、7 歳が女子」だが、このモデル通りに行われたとする割合は、女子の場合 147 例中 76 例で約半数、男子に

いたっては 51 例中わずか 6 例に過ぎなかった。つまり、性別と実施年齢の組み合わせの通説は、女子の約半数

によって固守されているのであり、その他は男女を問わず、子どもが 3 歳・5 歳・7 歳のいずれかの年齢に達し

た段階で、その都度実施が検討されているのだと推測できる。したがって、現在の七五三では「実施すべき年

齢」は深く考慮されていないといえる。 

 また、七五三という行事自体が「江戸＝東京」風であったのに対し、それに類するローカルな人生儀礼には多

様な呼称があった。現在、当該の行事で「七五三」以外の名称があるかどうか尋ねた設問では、あると答えたの

は 209 例中 24 例である。このうち「三つ祝い」「五つ祝い」「七つ祝い」は七五三の普及とともに広がった新し

い呼称とみられることから５）、それらを差し引くと、今日なお古い呼称が活きているのはわずか 10 例となる。 

 とくに七五三普及以前の関東以北のエリアでは、3 歳もしくは 7 歳で「オビトキ（帯解き）」「ヒモトキ（紐解

き）」「ヒモオトシ（紐落とし）」と称する祝い事が行われたケースが多いが、同様の行事で「七五三」以外の呼

び名があると回答したのは東京都八王子市で 7 歳女子が経験した「お稚児さん」、神奈川県相模原市中央区で 5

歳女子が経験した「袴着」、石川県白山市で 3 歳男子が経験した「髪置き」、島根県松江市で 3 歳女子が経験した

「ひもおとし」の 4 例のみである。なお、「袴着」は通常男子 5 歳時の祝い事とされ、これがなぜ女子の祝い事

の呼称として記憶されているのかは不明である。 

 以上をまとめると、実施年齢や性別に明確な決まりはないものの、3 歳・5 歳・7 歳時のいずれかのタイミン

グで行なわれている点は共通している。そして呼称の面からも、「袴着」が男子 5 歳時の祝い事として平成時代

中期でも 7 例確認できるものの、総じて「七五三」に統一されているのが現状といえる。 

 

２－２ 七五三普及以前の類例 

 前述したように、現行の七五三は、「江戸＝東京」という限られた地域で行なわれていたものが、比較的近い

時代に全国へと急速に普及したものとみられる。では、それ以前に各地で行なわれていた同類の人生儀礼は、い

かなる様相を呈していたのだろうか、 

 もちろん、その様相は地域や家格、家の財力、長子／次子以下の別などの諸条件により異なるため、一概には

いえないものの、民俗学では「「七五三」以前の、庶民にとっての年齢の祝いは何かといえば、それは七歳祝い

だった」（小川 2017:281-282）、「もっとも重要な歳祝いは七歳であったようだ」（八木 2001:31）という理解が

一般的だといえる。また民俗学者の松崎憲三は、茨城県・千葉県の県境エリアにおける「七つ祝い」を分析する

ことで、7 歳時の行事が重視されてきたという従前の説は有効であると指摘している（松崎 2018:25-40）。要す

るに、7 歳時の祝い事を半ば普遍的な「民俗」だと捉えることは、民俗学ではほぼ共通理解だとみてよい。これ

を本稿では、便宜上「7 歳重視説」と呼ぶことにする。 

 表２は、各地の自治体が刊行する自治体史（市町村史）の記述をもとに、七五三が普及する以前に実施されて

いた同類の人生儀礼の実施年齢と性別を示したものである。このうち、北海道や北部東北エリアの事例がないの

は、単に自治体史に記述がなかったからで、新潟県や沖縄県の事例が少ないのも同様の理由からである。これら

のデータは「第一、行事の存在しないところが相当にある。北陸地方もその一つ」とした民俗学者・桜井徳太郎

の指摘を傍証するものといえよう（桜井 1977:193）。 

 まず、現在の七五三の実施年齢である 3 歳・5 歳・7 歳以外の年齢でも同類の行事が行なわれていたケースが

過去にはあった。とくに静岡県では 9 歳の男女に対して祝い事が行なわれたとする事例が広範にわたってみられ

るほか、愛知県西部と岐阜県東部では 8 歳時、和歌山県以西の本州山間部、とくに島根・鳥取の両県では 4 歳時

で実施したとする例が目を引く。 
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表 2 成人以前の人生儀礼実施年齢 

資料：室井康成作成。括弧内は家によっては実施するか、他の兄弟姉妹が実施する場合に同時実施 

 
地区 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳 7 歳 8 歳 9 歳 

岩手県西磐井郡平泉町長島     男         

宮城県刈田郡蔵王町         男女     

山形県東根市 男   男   男女   女 

福島県伊達市梁川町 男女   男   女     

福島県岩瀬郡天栄村 男女             

福島県白河市田島・旗宿         男女     

福島県喜多方市旧市域 女       男女     

福島県喜多方市高郷町 男女       男女     

福島県喜多方市熱塩加納町加納大平         男女     

福島県耶麻郡猪苗代町 男女       男女     

福島県耶麻郡西会津町睦合縄沢         男女     

福島県河沼郡会津坂下町 男女       男女     

福島県河沼郡湯川村 男女       男女     

福島県大沼郡会津美里町高田         男女     

福島県南会津郡南会津町田島 男女             

福島県南会津郡南会津郡舘岩地区 男女       男     

福島県双葉郡富岡町         男女     

福島県双葉郡広野町夕筋     男   男女     

福島県双葉郡広野町上北迫上田郷二本

椚 

        男女     

福島県いわき市遠野町入遠野 男女       男女     

群馬県沼田市         男女     

群馬県渋川市小野上地区 女       女     

群馬県北群馬郡榛東村         男女     

群馬県高崎市旧市域     男   女     

群馬県高崎市倉渕町川浦     男         

群馬県高崎市富岡町 女   男   女     

群馬県藤岡市鬼石 女   男   女     

群馬県桐生市黒保根町     男   女     

群馬県伊勢崎市国定町         男女     

群馬県太田市         男女     

栃木県さくら市氏家 男女   男   男女     

栃木県真岡市 男女   男   女     

栃木県鹿沼市 男女   男   女     

栃木県下野市南河内地区         男女     

栃木県栃木市都賀町         女     

栃木県栃木市藤岡町         女     

栃木県下都賀郡壬生町         女     
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栃木県佐野市旧市域     男   男女     

栃木県佐野市田沼     男   女     

茨城県水戸市内原町 女   男   女     

茨城県常陸太田市 男女   男   女     

茨城県那珂郡東海村         男女     

茨城県ひたちなか市勝田地区     男   男女     

茨城県小美玉市美野里地区     男   女     

茨城県石岡市八郷地区 女   男   女     

茨城県土浦市         男女     

茨城県土浦市東崎町 （女）   男   女     

茨城県稲敷市東町地区         男女     

茨城県稲敷郡阿見町 （男女）       男女     

茨城県桜川市大和地区         男女     

茨城県下妻市     男   女     

茨城県古河市総和地区         男女     

茨城県坂東市岩井         男女     

茨城県坂東市猿島町地区 男女       男女     

埼玉県さいたま市中央区八王子 男女       男女     

埼玉県さいたま市中央区大戸     男   女     

埼玉県さいたま市浦和区北浦和 男女   （男女）   男女     

埼玉県さいたま市桜区五関         男女     

埼玉県秩父郡長瀞町         男女     

埼玉県本庄市児玉町 男女       男女     

埼玉県児玉郡上郷町 女   男   男女     

埼玉県熊谷市旧市域 男女       男女     

埼玉県熊谷市野原         男女     

埼玉県行田市         男女     

埼玉県鴻巣市 男女       男女     

埼玉県北本市 男女   男   女     

埼玉県上尾市 男女       男女     

埼玉県北足立郡伊奈町 男女   男   男女     

埼玉県北足立郡伊奈町小室下郷 女   男   女     

埼玉県北足立郡伊奈町小室小貝戸 女   男   男女     

埼玉県比企郡小川町 男女       男女     

埼玉県比企郡鳩山町         男女     

埼玉県比企郡ときがわ町都幾川地区 男女       男女     

埼玉県日高市 男女   （男）   男女     

埼玉県狭山市 男女   （男女）   男女     

埼玉県入間市 男女       男女     

埼玉県入間郡三芳町 男女       男女     

埼玉県東松山市 男女   男   男女     

埼玉県鶴ヶ島市上広谷 男女       男女     
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埼玉県ふじみ野市苗間         男女     

埼玉県富士見市 男女       男女     

埼玉県新座市         男女     

埼玉県朝霞市 女       男女     

埼玉県和光市 女   男   男女     

埼玉県蕨市北町（法華田） 男女       男女     

埼玉県蕨市錦町・北町（中町） 男女       男女     

埼玉県蕨市塚越 男女       男女     

埼玉県川口市鳩ケ谷地区 男女   男   男女     

埼玉県戸田市笹目 男女   （男女）   男女     

埼玉県加須市北平野 女   男   女     

埼玉県久喜市旧市域 女   男   女     

埼玉県幸手市神明内     男   女     

埼玉県幸手市惣新田         男女     

埼玉県北葛飾郡杉戸町         男女     

南埼玉郡宮代町         男女     

埼玉県春日部市旧市域         男女     

埼玉県春日部市庄和地区         男女     

埼玉県吉川市 男女   男   女     

埼玉県草加市 男女（女）   男   男女     

埼玉県八潮市 女   （男女）   男女     

埼玉県三郷市 男女       男女     

千葉県流山市 男女       男女     

千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 男女   男女   男女     

千葉県鎌ヶ谷市佐津間 男女       男女     

千葉県鎌ヶ谷市粟野 男女   男女   男女     

千葉県鎌ヶ谷市初富 男女       男女     

千葉県鎌ヶ谷市中沢 男女   男   男女     

千葉県船橋市 男女   男女   男女     

千葉県習志野市 男女   男女   男女     

千葉県印西市 （男女）   （男女）   男女     

千葉県印旛郡印旛村 （男女）   （男女）   男女     

千葉県八千代市 男女       男女     

千葉県佐倉市         男女     

千葉県富里市         男女     

千葉県成田市旧市域         男女     

千葉県成田市大栄地区 （男女）   （男女）   男女     

千葉県香取市山田地区 （男女）   （男女）   男女     

千葉県香取郡東庄町 男女       男女     

千葉県山武郡九十九里町 男女       男女     

千葉県山武郡芝山町 （男女）   （男女）   男女     

千葉県東金市田中下田中         男女     
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千葉県市原市         男女     

千葉県袖ヶ浦市 女       男女     

千葉県木更津市         男女     

千葉県君津市 不詳   不詳   不詳     

千葉県富津市 男女       男女     

千葉県いすみ市夷隅地区         男女     

千葉県南房総市千倉町 男女   男   女     

東京都足立区 男女       男女     

東京都北区浮間         男女     

東京都北区赤羽北 男女   男   女     

東京都北区志茂     男   女     

東京都北区田端 女（男女）   男   男女     

東京都荒川区日暮里         男女     

東京都荒川区南千住 男   男   女     

東京都荒川区三河島地区     男   女     

東京都江戸川区 男女   男   男女（女）     

東京都板橋区 （男女）   （男女）   男女     

東京都板橋区         男女     

東京都世田谷区下北沢 不詳   不詳   不詳     

東京都世田谷区上馬・下馬 男女   男   女     

東京都世田谷区喜多見 不詳   不詳   不詳     

東京都世田谷区宇奈根     男   女     

東京都世田谷区大蔵 男女   男   男     

東京都世田谷区用賀     男   女     

東京都世田谷区深沢 男女   男   女     

東京都世田谷区等々力 男女   男   女     

東京都世田谷区奥沢 男女   男   女     

東京都大田区 男女   男   女     

東京都狛江市駒井     男   女     

東京都狛江市猪方     男   女     

東京都調布市深大寺地区・上石原         男女     

東京都府中市         男女     

東京都西東京都保谷町         男女     

東京都西東京市田無町         男女     

東京都東久留米市 男女       男女     

東京都清瀬市中清戸         女     

東京都東村山市久米川町         男女     

東京都国分寺市戸倉 （男女）       男女     

東京都国分寺市並木町 男女       男女     

東京都国分寺市本多・恋ヶ窪地区         男女     

東京都立川市砂川町         男女     

東京都多摩市 男女       男女     
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東京都町田市 男女       男女     

東京都八王子市旧市域 男女   男女   男女     

東京都八王子市加住町 （男女）   （男女）   男女     

東京都八王子市浅川地区         男女     

東京都八王子市大塚         男女     

東京都八王子市堀之内     男   女     

東京都八王子市恩方地区         男女     

東京都福生市         男女     

東京都西多摩郡瑞穂町         男女     

東京都西多摩郡奥多摩町         男女     

東京都西多摩郡檜原村本宿         男女     

東京都大島支庁大島町         男女     

東京都大島支庁御蔵島村 不詳   不詳   不詳     

神奈川県横浜市都筑区中川 女   男   女     

神奈川県横浜市都筑区北山田 女   男   女     

神奈川県横浜市都筑区東山田・西山田         男女     

神奈川県横浜市都筑区大棚町 不詳   不詳   不詳     

神奈川県横浜市都筑区勝田地区 男女       男女     

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎地区 （男女）   （男女）   （男女）     

神奈川県横浜市緑区 男女   男   女     

神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 女   男   女     

神奈川県川崎市川崎区大師地区 女   男   女     

神奈川県川崎市幸区小倉 女   男   女     

神奈川県川崎市中原区二子・溝口 男女   男   女     

神奈川県川崎市麻生区岡上 男女       男女     

神奈川県川崎市麻生区黒川 （男女）   （男女）   （男女）     

神奈川県相模原市緑区川尻 男女   男   女     

神奈川県相模原市緑区中沢 男女       男女     

神奈川県相模原市緑区旧相模湖町         男女     

神奈川県逗子市 男女       男女     

神奈川県大和市 不詳   不詳   不詳     

神奈川県藤沢市 女   （男）   女     

神奈川県高座郡寒川町 不詳   不詳   不詳     

神奈川県座間市 男女   （男女）   男女     

神奈川県海老名市 男女   男   女     

神奈川県綾瀬市 男女   （男女）   男女     

神奈川県茅ヶ崎市荻園 男女       男女     

神奈川県平塚市豊田地区 （男女）   （男女）   （男女）     

神奈川県伊勢原市 （男女）   （男女）   男女     

神奈川県秦野市下大槻 男女       男女     

神奈川県足柄上郡山北町 男女       男女     

神奈川県足柄上郡開成町 女   男   女     
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山梨県甲府市中道地区         男女     

山梨県笛吹市芦川町 女       女     

山梨県南巨摩郡南部町富沢地区 （女）   男   （女）     

山梨県南巨摩郡早川町奈良田         男     

山梨県南都留郡忍野村 女   男   女     

山梨県富士吉田市         男女     

長野県長野市栗田 男女             

長野県長野市南長池 男女             

長野県松本市安曇 男女             

長野県岡谷市 （男女）   （男女）   （男女）     

長野県諏訪市 男女       男女     

長野県茅野市 男女       男女     

長野県諏訪郡原村 男女       男女     

長野県諏訪郡富士見町 （男女）   （男）   （女）     

長野県諏訪郡富士見町乙事・立沢 （男女）   （男女）         

長野県塩尻市         男女     

長野県安曇野市穂高 （男女）   （男女）         

長野県安曇野市明科 男女             

長野県伊那市旧市域 男女             

長野県伊那市西町 男女   （男）   （女）     

長野県上伊那郡南箕輪村 男女             

長野県上伊那郡宮田村 男女             

長野県上伊那郡飯島町 （男女）   （男女）   （男女）     

長野県飯田市鼎 男女             

長野県下伊那郡阿智村清内路 男女             

長野県下伊那郡喬木村 男             

長野県下伊那郡泰阜村 男女             

長野県木曽郡上松町 男女             

長野県木曽郡木祖村小木曽 （男女）   （男女）   （男女）     

新潟県佐渡市相川 男女             

新潟県十日町市松之山         男     

新潟県妙高市妙高高原地区 男女   男女         

富山県富山市旧市域 男女       女     

富山県富山市山田地区 男女   （男）         

富山県射水市新湊地区 男女             

富山県射水市加茂     男         

富山県氷見市 女   男         

富山県南砺市城端 女   男         

富山県南砺市井口地区 男女             

富山県南砺市井波 男女   男         

石川県鳳珠郡能登町北河内         男     

石川県七尾市     男         
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福井県福井市旧市域     男         

福井県坂井市坂井町     男         

福井県鯖江市桜町     男         

福井県大飯郡おおい町大飯地区     男女         

福井県大飯郡おおい町名田庄     男女         

福井県大飯郡高浜町     男女         

静岡県静岡市清水区         男女     

静岡県裾野市 女   男女   女     

静岡県沼津市 男女       男女     

静岡県下田市         男女     

静岡県御殿場市 男女       男女     

静岡県焼津市大井川地区 男女   （男）   （女）   男女 

静岡県袋井市広岡             男女 

静岡県袋井市下山梨 男女           男女 

静岡県袋井市浅羽 男女   （男）       男女 

静岡県磐田市豊岡地区 男女       （男女）   （男女） 

静岡県磐田市豊田             女 

静岡県磐田市福田 男女           男女 

静岡県浜松市北区細江町 男女       男女   男女 

静岡県浜松市北区引佐町             男女 

静岡県湖西市新居町 男女           男女 

愛知県名古屋市西区那古野 男女   男   女     

愛知県名古屋市熱田区伝馬 男女   男女   男女     

愛知県新城市作手地区 男女             

愛知県豊田市坂上町 男女             

愛知県豊田市幸海町         男女     

愛知県豊田市花園町 男女       （男女）     

愛知県蒲郡市塩津地区 （男女）   （男）   （女）     

愛知県岡崎市滝町 男女   男         

愛知県岡崎市奥殿町 男女             

愛知県岡崎市秦梨町     男   女     

愛知県春日井市 男女             

愛知県西春日井郡豊山町 男女             

愛知県小牧市 男女         男女   

愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色     男女   男女     

愛知県北名古屋市徳重米野・西之保犬

井 

男         男女   

愛知県北名古屋市九之坪東辰巳 男         男女   

愛知県清須市春日 男女             

愛知県愛西市佐織地区           男女   

愛知県知多郡武豊町 男女   男   （男女）     

愛知県知多郡南知多町 （男女）   （男女）   （男女）     
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岐阜県岐阜市     男         

岐阜県賀茂郡東白川村 男女   男   女     

岐阜県賀茂郡七宗町 男女   男   女     

岐阜県恵那市旧市域 男女         男女   

岐阜県可児市 男女         男女   

岐阜県各務原市 男女       男女     

岐阜県海津市海津町 男女             

岐阜県海津市南濃町 男女             

岐阜県揖斐郡揖斐川町旧町域 男女             

岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲 男女             

三重県四日市市 （女）   （男）   （女）     

三重県伊勢市旧市域     男         

三重県伊勢市小俣町 男女             

三重県度会郡度会町 男女             

三重県志摩市磯部町 （男女）   （男女）   （男女）     

三重県熊野市 男女             

三重県上野市 男女             

京都府長岡京市 男女             

奈良県奈良市旧市域 男女   男女   男女     

奈良県奈良市月ヶ瀬 男女             

奈良県天理市 男女             

奈良県高市郡明日香村 男女             

奈良県生駒郡平群町 男女       男女     

奈良県生駒郡安堵町 男女             

奈良県宇陀郡曽爾村 男女             

奈良県吉野郡下市町 男女             

奈良県吉野郡大淀町 男女             

奈良県吉野郡大淀町大岩 男             

大阪府交野市私部・森 男女             

大阪府交野市倉治     男女         

大阪府交野市星田 男女             

大阪府豊能郡豊能町 男女             

大阪府池田市細河地区   男女           

大阪府豊中市   男女           

大阪府羽曳野市島泉 男女             

大阪府羽曳野市大黒 （女）   （女）   男     

大阪府柏原市 男女             

大阪府河内長野市 男女             

大阪府泉南郡田尻町 女             

和歌山県橋本市         男女     

和歌山県伊都郡九度山町         男女     

和歌山県紀の川市中津川・野上 女             
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和歌山県紀の川市北長田     女         

和歌山県紀の川市北志野     男女         

和歌山県紀の川市打田 男女             

和歌山県有田郡有田川町吉備地区 男女             

和歌山県有田郡有田川町粟生・中原字

五郷 

男女             

和歌山県日高郡日高川町小熊 男女             

和歌山県西牟婁郡白浜町   男女           

兵庫県宝塚市佐曽利地区   男女           

兵庫県加古川市   男女           

兵庫県たつの市誉田町下沖 男女       男女     

兵庫県相生市   男女           

兵庫県相生市赤坂         男女     

兵庫県養父市広谷 （男女）   （女）         

兵庫県養父市畑   男女           

岡山県岡山市北区建部町 男女             

岡山県岡山市東区瀬戸町 男女             

岡山県備前市吉永町 男女             

岡山県英田郡西粟倉村 男女             

岡山県勝田郡勝央町 男女             

岡山県苫田郡鏡野町上齋原 （男女） （男女） （男女）         

岡山県真庭市落合地区 男女             

岡山県真庭市勝山 男女             

岡山県瀬戸内市牛窓 男女             

岡山県瀬戸内市長船町 男女             

岡山県赤磐市吉井地区 男女             

岡山県総社市 男女             

岡山県倉敷市真備町 男女             

岡山県浅口市鴨方町 男女             

岡山県浅口市金光町 男女             

岡山県井原市 男女             

岡山県新見市 男女             

岡山県高梁市成羽町 男女             

岡山県高梁市備中町 男女             

広島県広島市安芸区瀬野   男女           

広島県庄原市東城町         （男女）     

広島県庄原市高野町 男女             

広島県廿日市市旧市域         男女     

広島県廿日市市大野   男女           

山口県山口市 男女             

山口県長門市 男女             

山口県岩国市由宇町 男女 （男）           
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山口県柳井市 （男女）       （男女）     

山口県周南市熊毛地区 男女             

山口県周南市勝間地区 男女             

山口県防府市 （男女）   （女）         

山口県美祢市         男女     

山口県下関市旧市域 男女             

山口県下関市豊浦町 男女             

鳥取県鳥取市青谷町   男女           

鳥取県八頭郡若桜町   男女           

鳥取県倉吉市   男女           

鳥取県東伯郡湯梨浜町羽合地区   男女           

鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津     男         

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕   男女           

鳥取県境港市   男女     男女     

鳥取県米子市   男女           

鳥取県西伯郡伯耆町岸本   男女           

鳥取県西伯郡南部町西伯地区   男女     男女     

鳥取県西伯郡日南町         男女     

島根県松江市旧市域   男女           

島根県松江市東出雲町   男女           

島根県安来市   男女           

島根県雲南市掛合町   男女           

島根県出雲市大社町   男女 （男）         

島根県江津市旧市域   男女           

島根県鹿足郡津和野町日原 男女             

島根県鹿足郡吉賀町六日市 （男女）   （男女）         

徳島県美馬市穴吹町 男女             

徳島県小松島市 男女   男         

徳島県阿南市旧市域 男女   （男女）         

徳島県海部郡美波町日和佐地区 男女             

香川県高松市香川町 男女   （男女）         

香川県さぬき市志度 男女             

香川県さぬき市寒川町 男女       男女     

香川県香川郡直島町 男女             

香川県綾歌郡綾川町綾南地区 男女             

香川県丸亀市綾歌町 男女             

香川県三豊市詫間町       男女       

香川県三豊市財田町       男女       

香川県三豊市高瀬町 男女             

愛媛県松山市北条 男女   男女         

愛媛県伊予郡松前町 男女             

愛媛県東温市川内地区 男女             
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愛媛県西予市宇和町 男女             

高知県高知市土佐山 男女             

高知県安芸郡北川村 男女             

高知県安芸市         （男）     

高知県香南市野市町 男女             

高知県南国市     男   女     

高知県土佐市 男女   男女         

高知県高岡郡日高村     男   女     

高知県高岡郡津野町葉山地区 男女             

福岡県福岡市博多区 男女   男   男     

福岡県北九州市戸畑区天籟寺 男女           男女 

福岡県北九州市八幡西区木屋瀬     男   男     

福岡県京都郡みやこ町豊津 （男女）   （男女）   （男女）     

福岡県築上郡上毛町大平地区 男女       男女     

福岡県豊前市               

福岡県遠賀郡岡垣町 （男女）   （男女）   （男女）   （男女） 

福岡県遠賀郡芦屋町 男女           男女 

福岡県中間市 男女       男女     

福岡県鞍手郡鞍手町上木月             男女 

福岡県鞍手郡鞍手町古門 女       男     

福岡県鞍手郡鞍手町中山     男   女     

福岡県鞍手郡鞍手町八尋 男女   男女         

福岡県直方市 男女       男女     

福岡県宗像市旧市域 男女       男女     

福岡県宗像市玄海地区 （男女）   （男女）   男女     

福岡県宮若市宮田 男女           男女 

福岡県宮若市若宮地区 男女   （男女）   （男女）     

福岡県田川市 男女           男女 

福岡県田川郡香春町 男女       （男女）   （男女） 

福岡県田川郡添田町 男女   （男女）   男女     

福岡県飯塚市旧市域 男女       男女     

福岡県飯塚市頴田地区 男女         男女   

福岡県飯塚市筑穂地区 男女             

福岡県春日市 男女       男女     

福岡県糸島市志摩地区 男女             

福岡県糸島市二丈地区       （男女） （男女）     

福岡県大野城市 男女             

福岡県太宰府市観世音寺 男女       男女     

福岡県筑紫野市 男女       男女     

福岡県朝倉市甘木 男女       男女     

福岡県朝倉市朝倉地区         男女     

福岡県朝倉市杷木地区 男女             
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福岡県朝倉郡筑前町 男女       男女     

福岡県うきは市浮羽町 （男女）   （男女）         

福岡県小郡市 男女       男女     

福岡県八女市 男女             

福岡県筑後市 男女       （男女）     

福岡県久留米市 男女       男女     

佐賀県佐賀市諸富町 男女       男女   女 

佐賀県佐賀市東与賀町 男女       女   男 

佐賀県三養基郡基山町 男女           男女 

佐賀県三養基郡上峰町 男女           男女 

佐賀県神崎郡吉野ヶ里町三田川地区   男女       男女   

佐賀県小城市三日月町 男女             

佐賀県小城市牛津町 男女       男女     

小城市芦刈町 男女             

佐賀県多久市 男女           男女 

佐賀県武雄市 男女             

佐賀県西松浦郡西有田町             男 

長崎県雲仙市吾妻町 男女             

長崎県南松浦郡新上五島町上五島地区   男女         女 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷     男         

長崎県南松浦郡新上五島町新魚目地区   男女           

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷   男女           

長崎県対馬市美津島町 男女             

長崎県壱岐市芦辺町   男女           

熊本県熊本市南区元三町 男女 男女           

熊本県熊本市南区富合町 男女 男女           

熊本県熊本市西区河内町 男女 男女           

熊本県山鹿市旧市域     男女         

熊本県山鹿市鹿央町     男女         

熊本県荒尾市上井出・上平山 男女 男女           

熊本県玉名市旧市域 男女 男女           

熊本県玉名郡和水町三加和地区     男女         

熊本県阿蘇市波野   男女           

熊本県阿蘇郡産山村 （男女） （男女） （男女）         

熊本県阿蘇郡高森町 男女 男女           

熊本県阿蘇郡南阿蘇村長陽地区 男 男女           

熊本県菊池郡大津町 男女   男女         

熊本県合志市西合志地区   男女           

熊本県上益城郡益城町 男女 男女           

熊本県上益城郡甲佐町 男女 男女           

熊本県宇城市松橋 男女 男女           

熊本県宇城市豊野町 男女 男女           
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熊本県八代市坂本町   男女           

熊本県葦北郡芦北町   男女           

熊本県葦北郡津奈木町   男           

熊本県天草市栖本町 男女             

大分県中津市三光地区 （男女） （男女）     （男女）   （男女） 

大分県宇佐市旧市域 男女             

大分県宇佐市安心院町 男女           男女 

大分県宇佐市院内町 男女           男女 

大分県豊後高田市旧市域 （男女）             

大分県豊後高田市真玉地区 男女             

大分県日田市天瀬町 男女             

大分県日田市上津江町 男女 男女           

大分県日田市中津江村合瀬  男女             

大分県国東市国東町 男女   男         

大分県杵築市山香町 女   男         

大分県速見郡日出町 男女             

大分県玖珠郡九重町 男女             

大分県由布市庄内町 女   男         

大分県由布市挾間町 男女   男         

大分県臼杵市旧市域 男女   男         

大分県臼杵市東神野     男女         

大分県臼杵市野津町戸上地区     男女         

大分県豊後大野市大野町 男女             

大分県豊後大野市朝地町 男女             

大分県竹田市久住町   男女           

大分県竹田市荻町 男女             

大分県佐伯市宇目地区   男女     女   男 

大分県佐伯市蒲江楠本浦             男 

宮崎県宮崎市   男女     男女     

宮崎県延岡市北浦町 男女       男女     

宮崎県都城市旧市域 （男女） （男女）     男女     

宮崎県都城市高城町         男女     

鹿児島県鹿児島市松元地区         男女     

鹿児島県鹿児島市谷山地区         男女     

鹿児島県鹿児島市喜入町         男女     

鹿児島県鹿児島市桜島地区         男女     

鹿児島県姶良市蒲生町         男女     

鹿児島県南さつま市笠沙町         男女     

鹿児島県南さつま市笠沙町片浦小浦         女     

鹿児島県指宿市旧市域         男女     

鹿児島県指宿市山川地区         男女     

鹿児島県指宿市開聞地区         男女     
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鹿児島県志布志市有明町     （男）         

鹿児島県鹿屋市     （男）   男女     

鹿児島県鹿児島郡十島村口之島・中之

島・悪石島・臥蛇島 

        男女     

鹿児島県鹿児島郡十島村平島         男女     

鹿児島県奄美市名瀬地区         男女     

鹿児島県大島郡龍郷町         男女     

沖縄県島尻郡伊是名村         男女     

沖縄県宮古島市平良 男女             

 
では、件の「7 歳重視説」はどうだろうか。それは関東以北と九州の福岡・宮崎の両県ではその蓋然性を指摘

できるものの、岐阜県以西の本州・四国エリアではまばらであり、明らかに地域的な偏りが認められる。そのた

め私は、件の「7 歳重視説」は現状では首肯できるが、前代では日本全体に共通する「民俗」として一括りにす

ることは困難であるとみている。また、以前から現行の七五三と同じ年齢で祝い事を実施していたとする事例も

関東エリアでは濃厚にみられる。このことは、七五三という行事自体が「そもそも関東や東日本中心の習俗」

（八木 2001:30）であったとする従来の説を裏付けるものといえる。 

以上をまとめると、七五三は現在でこそ 3 歳・5 歳・7 歳の各時点での行事の実施というスタイルが全国的に

定着しているが、それ以前は実施年齢や性別に統一性はなかったということになる。問題は、いかなる史的プロ

セスを経て現状に至ったのかだが、次節以降では、その背景にある心意に迫りたい。 

 
３．行事生成の史的展開 

 
３－１ 起源に関する定説の再検討 

七五三の起源に関しては、徳川時代に普及した「男女三歳を髪置き、男児五歳を袴着、女児七歳を帯ときとし

て祝う習俗」（石井 1999:773）とする見方が広く共有されている。さらに、これらを構成する個別の行事につい

ては中世以前にまで遡れるとする見解もある。 

たとえば民俗学者の小川直之は、「平安時代後期以降の十一月あるいは十二月に行ったのをもとにして、今か

ら三百年ほど前に江戸市中などの都市部で固定化されたといえる」（小川 2013:278）とし、また八木透も「もと

もと中世に武士や貴族の間で行なわれていた」、「江戸時代になって民間にも普及し、若干形式を変えながら民俗

として定着していったものと考えられている」（八木 2001:29）と述べている。そして、中世後期に公家の山科

家とその家司・家人の間で行なわれていた人生儀礼を分析し、「この三歳・五歳・七歳を祝う行事は、元来は子

供の髪置・袴着・深曾木・帯直（帯解）を祝う儀式であり、古代・中世から存在した」（菅原 2000:47）とした

歴史学者・菅原正子の論文「七五三の源流―中世後期の髪置・帯直・元服等」を、七五三の先行研究として位置

付けるケースも散見される（小池 2017:470，松崎 2018:29-30）。 

ただし、こうした起源論的解釈には民俗学内部からも批判がある。古くは大藤ゆきが「七五三の習俗は、昔か

ら行なわれた日本の風習のように思われているけれども、決して古風を伝えたものではない」（大藤 1968:242）

と指摘しているほか、近年では岩本通弥が「紐直しや帯解きといった個別の習俗の中から、類似要素を探し出

し、その類似要素を飛び石的に結び付けていけば、古代の宮中儀礼まで、さらには太古にまで遡ることも可能で

あろうが、そうしたロマン主義的な本質主義解釈に基づいた通俗民俗学は、ドイツではバウジンガーによってと

うの昔に論理的に一掃されている」と述べ、その立論上の恣意性に注意を喚起している（岩本 2008:298-299）。 

岩本のいうように、相互に離れた時代で同じような要素をもつ行事が確認できるからといって、そこに歴史的

連続性を見出すのは非論理的であり、文字通り「ロマン主義」的思考といってよい。本稿は岩本の所説に首肯す

る立場から、現行の 3 歳・5 歳・7 歳の各段階で祝い事を実施し、神社参拝を行なうというスタイルが、いった



室井 康成 

94 東海大学教養学部紀要 

いいつごろ確立したのかを探った。この点に関し、先行研究で提示された諸史料を時系列的に並べたのが下記の

表３である。 

 
表３ 七五三関連年表 

資料：室井康成作成 

 
年 事項 出典参考文献 

1735 年（享保 20） 

『江府年中行事』（『続江戸砂子』所収）の 11 月 15 日条に「十五日髪置、三歳の小児今日より髪を置初る也」「五

歳は袴着、七歳は帯解此としより、ひこ帯を取る」と記述される。ただし「七五三」の名称なし 

小川（2013:277）   

松崎（2018:26） 

1751 年（寛延 4） 

『増補江戸惣鹿子名所大全』に「髪置袴着帯解の祝。面々産土神の社へ、参詣の童子・幼女いとをはつたるごと

く賑はえり」と記述される 

田口（2011:127） 

1784 年（天明 4） 『柳筥』に「霜の中車でまゐる七五三」の句が収載される。「七五三」の文言あり 小川（2013:277） 

1803 年（享和 3） 

『増補江戸年中行事』の 11 月 15 日条に「子供髪置、はかま着、帯解の祝ひ、諸所氏神へ参詣あり、とりわき赤

坂山王社、神田明神、芝明神、深川八幡等は参詣多し」と記述される。ただし「七五三」の名称なし 

鈴木（1977:638） 

1879 年（明治 12） 

11 月 11 日 『読売新聞』、七五三を報道。新聞報道での「七五三」の初出。「世俗この十五日を以て祝ひ日とし盛

服を着け氏神へ参詣する事とせしハ既に久矣」 

田口（2015:77，85） 

1885 年（明治 18） 

11 月 18 日 『読売新聞』、「祝ひ子の社参」と題した記事掲載。「晴と着飾りて各氏神へ参詣したれバいづれの神

社も夥多しく賑ひ」。以後、「七五三」に関する記事がほぼ毎年掲載される 

田口（2015:77，85） 

1890 年（明治 23） 11 月 16 日 『東京朝日新聞』、「七五三の祝ひ」と題した記事掲載。タイトルに「七五三」を冠した記事初出 田口（2015:85） 

1899 年（明治 32） 11 月 16 日 『東京朝日新聞』、七五三の記念写真撮影のため写真店が活況と報道 田口（2015:80） 

1900 年（明治 33） 

11 月 7 日 『東京朝日新聞』、「七五三の祝衣（上）」と題した記事を絵入りで掲載。同年から 1903 年に掛けて呉

服屋に取材した祝着情報を詳報。以後、同紙では七五三の記事が毎年 2 段扱いとなる 

田口（2015:78，85） 

1901 年（明治 34） 11 月 14 日 『東京朝日新聞』、七五三の豪勢さにつき「近年ハ殊におごりを極むる」と記述 田口（2015:83） 

1902 年（明治 35） 

11 月 16 日 『東京朝日新聞』、「七五三の宮詣では古来よりの儀式なるべきも浮華に奔り虚栄に陥りて清き児等

の心をさへ汚さんとするに至り」と記述 

田口（2015:83） 

1903 年（明治 36） 

11 月 14 日 『東京朝日新聞』、七五三隆盛の原因を「日清戦争後本邦の勝勢大に人心を引立て従つて故例の

復興するに至り此七五三の宮参りも極めて華美に赴き」と報道 

田口（2015:81） 

1904 年（明治 37） 

11 月 16 日 『読売新聞』、「七五三の祝」と題した記事を掲載。以後、同紙では七五三の記事が毎年 2 段扱いと

なる 

田口（2015:78，85） 

12 月 三越のＰＲ紙『時好』、七五三に関してはじめて「七五三の祝着の概況」と題した記事掲載 田口（2016ａ:100） 

1905 年（明治 38） 

11 月 16 日 『東京朝日新聞』、「髪置、袴着などの祝ひは時勢の変遷に伴れて減少したが年毎に益重んぜらる

るのは七五三の祝儀」と報道 

田口（2015:81） 

12 月 10 日『風俗画報』330 号、「戦捷後の七五三祝」と題した記事掲載 岩本（2008:319） 

1906 年（明治 39） 12 月 10 日『風俗画報』354 号、「七五三の祝着と髪飾」と題した記事を掲載し、大手呉服店の営業戦略を報道 岩本（2008:319） 

1909 年（明治 42） 11 月 16 日 『東京朝日新聞』、「七五三親の虚栄を子に飾り」「成上り餓鬼を飾つて見せ歩き」という句を掲載 田口（2015:83） 

1913 年（大正 2） 11 月 『婦人世界』、「子供を毒する七五三の祝ひ」と題した記事掲載 田口（2016ａ:99） 

1921 年（大正 10） 11 月 16 日 『読売新聞』、2 年前に創建された明治神宮に七五三の多数の参詣者があったと報道 田口（2015:82） 

1925 年（大正 15） この頃から婦人雑誌で七五三の華美批判の記事が減少し、実用的な祝い方を紹介する記事が増加 田口（2016ａ:100） 

1926 年（大正 15） 

11 月 16 日、『東京朝日新聞』、「さすが場所柄だけあつて、明治神宮は山の手のお子さんの洋服姿が多く見ら

れ、神田明神は下町の振袖姿の嬢ちゃんや、紋付はかまの坊ちゃん達の多いのが目立ちました」と報道 

田口（2015:82） 

1935 年（昭和 10） 関西地方の都市部で「七五三」が盛大に行われるようになる 田中・宮田（1999:386） 

1936 年（昭和 11） 

三越が大阪で発行するＰＲ紙『大阪の三越』で、七五三に関する記事をはじめて掲載。この中で、江馬務が「最近

東京に倣つて七五三をする機運が一年ごとに濃厚となり」と述べる 

田口（2016ａ:101） 
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1955 年（昭和 30） 茨城県総和町で町主催の「合同帯解き祝い」が実施され 562 名の該当児童が参加 田口（2017:48） 

1965（昭和 40） 

この頃から、茨城県総和町で「帯解き」に代わり「七五三」という呼称が普及しはじめる 

田口（2017:47） 11 月 15 日 『茨城新聞』の読者欄で、筑波郡の主婦が年々華美になる「七五三」のため、他の生活が犠牲にな

る旨を投稿 

1970 年（昭和 45） 

1 月 塩月弥栄子『冠婚葬祭入門』刊行。七五三の起源を髪置（3 歳男女）・袴着（5 歳男）・帯祝い（7 歳女）とし、

男子 3・5 歳、女子 3・7 歳時に「氏神へお参りして祝うのがもっとも一般的」と説明。 

塩月（1970ａ:114） 

10 月 塩月弥栄子『続冠婚葬祭入門』刊行。「近ごろは七五三に付き添うお母さんの衣装が年々派手になって、

七五三祝いの主役は子どもやらお母さんやらわからぬほどです」 

塩月（1970ｂ:220） 

1972 年（昭和 47） 12 月 8 日 『朝日新聞』、七五三で 2 人に 1 人は父親が付き添うと報道 田口（2014:11） 

1975 年（昭和 50） 

この頃から、家族や地域住民の負担を軽減するため、「七五三」の祝いを料理屋やホテルで行なうケースが見ら

れはじめる 

田口（2017:47） 

1977 年（昭和 52） 6 月 千葉県成田市のホテル、「七五三パック」を発売 田口（2017:49） 

1980 年（昭和 55） 

関西地方で七五三が広がり始める 松崎（2018:26） 

この頃から、「晴れ着の丸昌」が「七五三晴着予約会」を開始し、着物のレンタルが身近になる 田口（2014:15） 

1985 年（昭和 60） この頃から、鈴乃屋が「七五三晴着予約会」を開始 田口（2014:15） 

1990 年（平成 2） 

4 月 『月刊ホテル旅館』、「房総半島では七五三祝いが派出だ」と記述 田口（2017:50） 

11 月 15 日 『茨城新聞』、「一流のホテルを会場に結婚披露宴も負けそうな七五三披露もあるそうだ」と記述 田口（2017:50） 

1992 年（平成 4） 子ども写真館大手「スタジオアリス」が事業開始 田口（2014:15） 

1994 年（平成 6） 『大阪毎日新聞』、はじめて七五三に関する記事掲載 田口（2016ａ:102） 

1999 年（平成 11） 『大阪朝日新聞』、はじめて七五三に関する記事掲載 田口（2016ａ:102） 

 
これを見る限り、11 月 15 日に髪置（3 歳）・袴着（5 歳）・帯解（7 歳）を行なうという現在の七五三と同様の

行事が、徳川時代中期の 1735 年（享保 20）には実施されていたことがわかる。さらに 16 年後の 1765 年（寛延

4）には、これらの行事では「産土神」への参拝がともなっていたらしい。さらに幕末に近づいてくると、江戸

市中では赤坂山王社（現、日枝神社）・神田明神・芝明神（現、芝大神宮）・深川八幡（現、富岡八幡宮）などの

有名寺社への参詣が殷賑を極めていたことが窺える。民俗学者の鈴木棠三は、徳川時代後期の天保年間（1831～

1845）に、これらの行事にともなう氏神参りが「華奢に過ぎるため、お上から華美を厳禁された」とする『江戸

府内絵本風俗往来』（1905 年刊行）の記述を紹介している（鈴木 1977:638）。 

ただし留意すべきは、種々の史料が語る当該行事は江戸市中に限定されていた点と、「七五三」という名称が

「ほとんど目にふれない」（同上 638）という点である６）。そう指摘した前述の鈴木棠三によると、上述した髪

置・袴着・帯解といった行事は「農村にはそれらをひとまとめに祝う風習はほとんどなく、また三歳・五歳・七

歳それぞれの祝はあっても、その全部を祝う風習はないのが普通である」（同上 638）と述べており、この点は

表２からも窺える。 

以上を勘案すると、前近代には「七五三」という行事名は普及しておらず、今日の七五三に類するスタイルの

行事は確立していたものの、それは江戸という大都市で発生した一種の流行であったとみるのが妥当であろう。

この点も、のちの七五三が「江戸＝東京」風の行事と見なされた理由の一つとして記憶したい。 

 

３－２ 「七五三」への代替説 

そうなると、一連の行事を「七五三」と称し、ひとまとめに捉える見方は、やはり近代以降に普及したと考え

ざるをえない。この点に関し次に検討していくが、以降の議論は、主に近代の七五三行事について数多くの研究

業績をもつ田口祐子の所説に導かれつつ行なうことを付言しておく。 

田口によると、新聞紙上での「七五三」の文言の初見は、1879 年（明治 12）11 月 12 日の『読売新聞』の記

事である（表３参照）。この段階で、当該年齢の子どもが「盛装」で「氏神」に参詣することが「既に久」しい
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ことだと認識されていた。6 年後の同紙の記事では、どこの神社も参詣者で溢れていたことが報じられ、以来、

新聞には毎年「七五三」に関する記事が掲載されるようになったという（田口 2015:77）。 

ただし、それまで七五三について事実関係だけが報じられていたのが、日清戦争後の 1900 年（明治 33）から

は二段扱いとなり、とりわけ呉服店に取材した晴着情報が詳しく報じられていく（同上 78）。それと相前後し

て、新聞紙上には七五三での華美な服装を競い合う風潮を批判的にみる記事が数多く掲載され、この傾向は大正

後期まで続いていく。その後は『婦人世界』などの女性雑誌を中心に、七五三の実用的な祝い方を紹介する記事

が増えるという。この変化について田口は、当初は「華美な七五三の背後にある「家」を重視した感覚、子ども

の祝いながら「家」の実力を見せる機会として七五三を位置づける風」があったものが、大正期になり「子ども

本位の、親と子の関係を中心とした七五三への変化があった」と述べ、子への母親の関与が強まったことが理由

の一つだと推測する（田口 2016:100）。 

このように、七五三という呼称をもつ行事は、すでに明治期には現行のものとさほど変わらないスタイルが確

立していたと思われる。だが、それは東京の都市部に限られた新流行の趣が強く、子どもの衣装の豪華さを競う

風潮は睥睨の対象でもあった。そこでは「子どもの成長を祝う行事」と捉える見方は後退し、むしろ親の財力競

争だとする見立てが世に浸潤していたことが窺える。実はこの認識の変化こそが、前近代の髪置・袴着・帯解と

近代以降に生成した七五三との非連続性を示す根拠の一つとなっているのだ。 

たとえば、前述の田口祐子は、日露戦争直後の 1905 年（明治 38）11 月 16 日の『東京朝日新聞』の記事にあ

る「髪置、袴着などの祝ひは時勢の変化に伴れて減少したが年毎に益重んぜらるるのは七五三の祝儀である」と

の一文に注目し、これを「他に多くみかける髪置・袴着・帯解＝七五三とする解釈とは別の意識や理解がみられ

る点で興味深い」（田口 2015:81）と述べている。 

すでに前近代の江戸市中では、髪置・袴着・帯解は 11 月 15 日前後の時期に行なわれ、子どもが親に伴われて

有名寺社に参詣するというスタイルは確立しており、これが明治初期には「既に久」しい行事だと考えられてい

た。だが、それは風物詩の一つでこそあれ、親の見栄と財力に物を言わせた華美な装いは「お上」の規制を受け

ていたこともあり、世人が眉をひそめるような代物ではなかったであろう。 

要するに、近代に東京という大都市で新たに流行した七五三とは、親も周囲の目も、子どもたちが身にまとう

豪奢な晴着に最大の関心が払われ、それを外部に向けて「見せる」ことに力点が置かれていた。そして同時代に

は、前近代以来の「歳祝い」である髪置・袴着・帯解の行事が、この新流行によって代替されたと感じていた

人々も存在したということである。 

純然たる「歳祝い」から「見せる」ためのイベントへ―。つまり、前近代と近代の間で共通しているのは、あ

くまでも外形的な諸要素に過ぎず、両者の社会的な位置づけは自ずと異なっていたとみるのが妥当である。した

がって、七五三の起源を、それよりも古い時代の武家や宮中の儀礼に求めることもまた、牽強付会な議論だと言

わざるをえない。 

 

３－３ 商業的フォークロリズムの可能性 

では、なぜ七五三は、近代に入り東京の都市部で流行したのだろうか。初期の要因として指摘できるのは、東

京の都市人口の増加である。この点については、鈴木棠三による次の説明が至当であろう。 

 

江戸のように諸国から寄り集まりの土地がらでは、各人それぞれのお国ぶりを実行することは不便であるとこ

ろから、七五三という総括的な祝い方が便法として生まれたものと考えられる（鈴木 1977:638） 

 

 表２でみたように、現在の七五三に類する行事は、かつては実施すべき年齢や性別には地域によってかなりの

偏差があった。また長子／次子以下の別、家の財力によってもその様式や規模は異なっていたと考えられる。い

わば相互に異なる民俗を付帯した人々が、明治維新後の東京に集中したため、それら多種多様な民俗を整除する

ための「定型」が求められた。そこで七五三が新たな歳祝いの「定型」として求心力を発揮していくのである。 

 この「定型」を示したのが、ほかならぬ呉服業者であった。前述の田口祐子によると、1900 年（明治 33）ご
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ろから、大手呉服店の情報にもとづく七五三用の着物に関する記事が増加し（田口 2015:83）、とくに『東京朝

日新聞』が記事を通じて詳細な情報提供を行なったという（同上 78）。田口は、その前年の 1899 年（明治 32）

に三越が創刊した自社のＰＲ誌『花ごろも』を新聞広告として掲載する際、衣服の流行に関する記事を「実験的

に掲載する試み」が行なわれたことが、翌年からの新聞紙上における七五三関連の記事の増加につながったと推

測する（田口 2016:96-97）。また 1905 年（明治 38）の段階では、『風俗画報』などの他の雑誌も、七五三関連

では「三越呉服店・白木屋呉服店・松屋呉服店の販売戦略が、記事の中心を占めている」（岩本 2008:299）こと

から、これら大手呉服店による七五三商戦は、世の耳目を集めていたことが窺える。 

こうした動きと相前後して、七五三の華美を批判する記事が増加していくことを勘案すると、大手呉服店の営

業戦略が奏功し、子どもに豪華な晴着を着せることに主眼を置くという「定型」が、まず東京の都市住民を中心

に受容され、各家の財力にまかせた豪華さの競い合いが生じたものと考えてよい。 

 以上は、新聞や雑誌といったマスメディアを介した営業戦略であるが、たとえば三越は、顧客に対するダイレ

クトメールでの販促も行なっていた。以下の写真①は、発行年は不詳であるものの、東京の百貨店「銀座三越」

から顧客に送付された「七五三御祝着陳列会」の案内状で、次の文言が記されている７）。 

 

 そろそろ七五三御祝着の時季が近づきました。当店にても例年の通り。和服・洋服・リボン・筥迫・履物等そ

れぞれ今年流行の品々を豊富に取揃へて御用命をお待ち申し上げて居ります 

 

 

写真➀銀座三越から送られたダイレクトメール 

資料：室井康成所蔵 

 

 これを見ると、七五三に先立ち、晴着と参詣グッズ一式を一堂に集めた展覧会が、百貨店の一角で行なわれて

いたことがわかる。連日にわたるマスメディアの報道に加え、こうした機会に接した人々は、否が応でも購買意



室井 康成 

98 東海大学教養学部紀要 

欲を掻き立てられたと思われる。そうした風潮は同時に、人々に対して一種の同調圧力として作用していたのか

もしれない。 

 前述の鈴木棠三は、「七五三の祝が盛大になったのは大正以後のようで、特に昭和に入ってからは百貨店など

の販売政策にあおられ、華美を競う傾向が起こり」（鈴木 1977:638-639）と述べているが、上述のように、その

傾向はすでに明治後期の日露戦争前後の時期には顕著に現われていた。だが、それが「百貨店などの販売政策」

によって後押しされたと推測したのは鈴木の慧眼であり、以降、「定型」として発達しつつ今日にいたった七五

三は、まさしく近代起源の「商業的フォークロリズム」（岩本 2008:299）であったといえる。 

 ただし留意しておきたいのは、この段階では、七五三の流行は東京の都市部に限られていたとみられる点であ

る。 

 
４．地方的受容の様相 

 

４－１ 地方富裕層における「江戸＝東京」風の模倣 

 各地の自治体史を繰っていくと、この七五三という東京の都市部で起こった新流行が日本各地で受容されはじ

めた時期は第二次世界大戦後、それも高度経済成長期に入った 1960 年代以降とする記述が大半である。だが、

それ以前に受容されていた地域もわずかながら確認できる８）。それは東京の都市部を除くと、北から群馬県高崎

市・栃木県さくら市・栃木県鹿沼市・茨城県水戸市内・茨城県那珂郡東海村・埼玉県鴻巣市・埼玉県北本市・埼

玉県戸田市・埼玉県蕨市・埼玉県吉川市・東京都大島支庁御蔵島村・神奈川県平塚市・長野県岡谷市・愛知県名

古屋市西区・同市熱田区・同市中川区・愛知県岡崎市・三重県伊勢市・兵庫県姫路市・岡山県倉敷市・徳島県名

西郡石井町である。 

上記以外の地域ではほぼ例外なく、七五三は戦後の新流行だと理解されている。わけても関東エリアに多くの

事例が確認できるのは、東京との地理的な近さから、東京発の新流行の影響を受けやすかったものと推認され

る。また島嶼部の御蔵島が入っているのは一種の謎だが、それ以外の地域で多く認められるのは、これらの行事

を実施できたのは、おおむね財力のある町場の商家であったとする伝承である。 

たとえば、群馬県高崎市倉賀野町では「戦前には、よほどのお大尽でなければしなかったという。はじめは商

家でするようになり、徐々に一般の家にも広まっていった」（高崎市史編さん委員会編 2004:372）、栃木県鹿沼

市では「農山村部に比べて、町場では早い時期から行なわれるようになったが、一部の商家などに限られたよう

で、儀礼が一般的に行われるようになったのは、町場でも戦後のことと考えられる」（鹿沼市史編さん委員編 

2001:381）、茨城県水戸市内原町では「町方や一部の富裕な家のみで、一般的には行なわれていなかったようで

ある」（内原町史編さん委員会編 1997:92）とされる。戦前まで都市と農漁村の中間的な様相を呈していた東京

都大田区では、そのころ「七五三の祝いをするのは、いい家の子供」（大田区史編さん委員会編 1983:224）であ

ったと伝えられるが、要するに、七五三は金持ちの家の行事だったということであろう。 

また、東京の世田谷区でも、昭和初年に新宿や渋谷といった都心部と鉄道で直結し、宅地化が進んでいた下北

沢エリアでは、戦時中から七五三が行なわれていたとする証言があるが（世田谷区民俗調査団編 1988:49）、一

方、高度経済成長期まで農村然とした風景が広がっていた深沢エリアでは「七五三は戦後になってから行なわれ

るようになった」（世田谷区民俗調査団 1994:56）と伝えられ、同じ区内でも受容の時期は異なっていたとみら

れる。 

以上の諸点を勘案すると、七五三は大正期（1920 年前後とみられる）に、まず町場の裕福な家が「江戸＝東

京」風の新流行を模倣するかたちで取り入れ、それが町場内の各家での競い合いによって当該地域にある程度定

着し、やがて周辺のエリアへと拡大していったというプロセスが想定できる。 

 

 ４－２ 農村部への伝播と高度経済成長期の全国化 

 前述したとおり、七五三の新流行は、大手百貨店の営業戦略と新聞やＰＲ誌などのマスメディアによって促進

されたと考えられるが、それらの情報は、同時代には地方の農村部へも到達していた。この点に関し、民俗学者
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の柳田国男は、東京の都市部で七五三が隆盛を極めていた 1918 年（大正 7）の段階で、当時の農村部では年中

行事から雑煮の汁加減にいたるまで、葬儀以外のあらゆる民俗が都会風に改まりつつあることを指摘している。

換言すれば、これは農村部の人々には都市起源の流行を選好する向都志向が顕著であったということであり、こ

の感覚を柳田は「三越趣味」と呼んだ（柳田 1918:147 頁）。当然のことながら、三越などの大手呉服店が主導

した七五三の流行も、地方の歳祝いの改編に大きく作用したであろう。 

やはり近代に入ると、都市の新流行は時を置かず農村部へも伝播したとみて間違いないが、だからといって、

農村部ではこれをそのまま受容したわけではなかったようだ。七五三についても、農村部では情報としては把握

されていたものの、11 月 15 日前後の時期が刈り入れを行なう農繁期に当たるため、親が子どもの行事とその準

備のために時間を作ることは、そもそも困難であったと思われる。各地の自治体史を繰っても、同様の記述は枚

挙に暇がない。 

たとえば岐阜県大垣市では、「七五三をする一一月は農繁期の最中であった。夫が勤め人であるような農家の

嫁は重要な働き手であり、嫁自身が七五三のお参りをする余裕がなかった」といい、「農家で夫婦が揃って宮参

りできるようになったのは機械化が進んだ昭和五〇年ぐらいからである」（大垣市編 2008:332）とされる。前述

したように、日本各地で七五三が行われるようになるのは戦後の高度経済成長期以降とする例が大半だが、その

背景には、農業の機械化による労働時間の縮減と余暇の創出があったとみられる。 

戦後の高度経済成長がはじまったとされる 1955 年（昭和 30）は、東京・名古屋・大阪の 3 大都市圏の人口比

率が農林業就業者の比率を上回った年であった。以降、各地で都市住民が増加し、これに反比例するかたちで農

業人口が減少していった。3 大都市圏への流入人口は 1961 年（昭和 36 年）がピークである（中村 2005:92）。

ここに、七五三が急速に全国化した理由をみることができる。 

まず都市部では、地方から出郷してきた若年人口が増加したため、明治期と同様、子どもの祝い事の実施に際

して「定型」が求められたと思われる。これに応えたのが、さまざまなメディアや大手百貨店・呉服店・写真

店・菓子店などの関連業者だと推測されるが、わけても 1970 年（昭和 45）に刊行されベストセラーとなった塩

月弥栄子の著書『冠婚葬祭入門―いざというとき恥をかかないために』などのマニュアル本の影響を、やはり指

摘せざるをえないだろう。この種の手引書は、若いうちから故郷を離れたため、年長者から諸行事の知識を十分

に継承できなかった新たな都市生活者にとって、種々の行事を履行するうえでの参照軸となったはずだ。 

同書では「七五三は、男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳に祝う」という項目が立てられている。ここ

で著者の塩月は、例の髪置・袴着・帯祝いが「七五三のはじまりです」と述べた後、読者に対し「子どもたちの

晴着が親の虚栄から衣装競べにならないようにしたいものです。気取らない小ざっぱりとした外出着でお宮参り

をし、夜は家族そろって楽しい祝い膳につくのが、いちばん健康な七五三だと思います」（塩月 1970ａ:114）と

訴える。その後、子どもの「衣装競べ」が抑制されたかどうかはわからないが、結果的に、この記述にあるスタ

イルが、のちに全国で一般化する。 

 他方、同時期の農村では、農業の機械化が進んだことにより、親が子どもの祝い事に関与する時間的余裕がで

きたと思われる。さらに兼業の実践により可処分所得が増え、それまで金持ちの商家のものであった七五三を導

入できる金銭的余裕が農家でも生じた。その結果、もともと七五三に類する行事がなかった地域でも、これが行

なわれるようになったと考えられる。 

このことを傍証する伝承は、各地で確認することができる。たとえば新潟県十日町市松之山地区では「この地

方では特に七五三として晴着を着飾った行事はなかったが、戦後次第に広まり、呉服屋と写真屋、菓子店などが

宣伝するようになった」（松之山町史編さん委員会編 1991:1008）、石川県鹿島郡中能登町鹿西では「氏神への初

参りや七五三の祝は、戦前にはなかった模様で、戦後、マスコミの影響から、行なわれるようになった」（鹿島

町史編纂専門委員会編 1985:1040）、愛媛県西条市小松町では「男三歳と五歳・女三歳と七歳の子供が一一月一

五日、晴着を着て氏神参りをする行事で、昭和の中ごろから都会の風習が地方に及んできたものである」（小松

町誌編さん委員会 1992:1535）、愛媛県東温市川内地区では「七・五・三の行事は戦後生活が豊かになってから

取り入れられるようになってきた」（川内町新誌編纂委員会編 1992:1367）とされる。 

以上のように、戦後に七五三が全国化していく背景には、都市住民の増加と農村部での所得の向上という経済
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的要因があった。さらに非都市部の人々に元来あった向都志向と関連業者による商業主義的戦略が相乗すること

により、定型化された行事の仕様が一気に拡大した。この過程では、たとえば茨城県で「帯解き」という旧来型

の行事名が廃れ「七五三」という名称に取って代わられたように（田口 2017:47）、各地で在来の歳祝いが「江

戸＝東京」風へと平準化されていったのである。 

  

 ４－３ 関西エリアでの受容 

 ところで、私は 1976 年（昭和 51）生まれだが、大阪や京都など関西エリアで育った同年代の知己の中に「七

五三」を経験した者はおらず、逆に関東では衰退しつつある「十三参り」を行なったとする人が多い９）。このこ

とは、少なくとも私の世代までは、七五三を東日本型の行事だとした通説が一部の地域では有効であったことを

物語っている。 

 だが、戦前の 1935 年（昭和 10）ごろには、すでに関西の都市部で七五三が盛大に行われはじめたとする指摘

もある（田中・宮田編 1999:386）。前述の田口祐子によると、三越の大阪でのＰＲ誌『大阪の三越』ではじめて

七五三に関する記事が登場するのは翌 1936 年（昭和 11）であるが、この記事の中に、当時関西でも東京に倣っ

て七五三を行なう機運が高まってきている旨の記述があるものの、新聞記事ベースでは「七五三」の文言が登場

するのは『大阪毎日新聞』が 1994 年（平成 6）、『大阪朝日新聞』が 1999 年（平成 11）であることから、戦前に

関西で起こった七五三の兆しは「その後の戦局の激化で自粛せざるをえなくなり、当初の流れにのって一般に広

がり根付くことは難しかったことが推測できる」としている（田口 2016:101-102）。 

 そこで、関西エリアの自治体史を確認したい。京都と大阪のほぼ中間に位置する京都府乙訓郡大山崎町では

1983 年（昭和 58）の時点で「七五三はこのところかえって盛んになっている」（大山崎町史編纂委員会編 

1983:805）とし、大阪府の首都圏エリアに属する交野市では 1981 年（昭和 56）で「七五三の祝いというのは比

較的新しいものである」（交野市史編纂委員会編 1981:165）、同じく寝屋川市では 1991 年（平成 3）の段階で

「七・五・三参りは、昔は余り行われなかった」が「近年とくに派手になってきている」と報告されている（寝

屋川市史編纂委員会編 1991:29,47）。また、大阪府池田市の天神・細河の両地区にいたっては 1998 年（平成

10）の段階でも「七五三のお祝いはしない」とされる（池田市史編纂委員会編 1998:315,500）。 

 もちろん関西エリアには、他の地域と同様、高度経済成長期から七五三がはじまったとする場所もあるが、概

して 1980 年代以降にはじめられたか、もしくは特筆するほど盛大になったとするケースが目立ち、全体として

は他地域よりも遅れて受容されたという印象を受ける。このことは、関西の新聞紙上ではじめて七五三が話題と

なるのは 1994 年（平成 6）だとした田口祐子の所説を傍証するものといえよう。なお、これらの地域の自治体

史では、代表的な人生儀礼として「十三参りに」に多くの紙幅を充てている点が共通する。 

 つまり、関西の中でも大阪と京都を結ぶライン沿いに位置する都市部では、昭和初年には「江戸＝東京」風の

七五三が行なわれはじめたが、その動向は第二次世界大戦がもたらした混乱によって一時的に頓挫し、昭和後期

から平成初期にかけての時期にふたたび隆盛をみたと考えてよいのではなかろうか。 

 
５．結論―「民俗」の事大主義的性格 

 
以上の議論をまとめると、現行の七五三は、近代に入り急増した東京の新住民によって行事の定型が求められ

た結果、江戸以来の髪置・袴着・帯祝いの各行事が「七五三」として再定義され、それが同時期に発達した大手

呉服店の営業戦略やマスメディアの影響で次第に華美が競われることで、ほどなく定式化した新流行であったと

いうことになる。華美さはそのまま当事者の帰属する家の財力を示すものであるから、その競合現象自体がすで

に事大主義的だとさえいえるが、これを地方の富裕層がさらに事大主義的に模倣することで各地に伝播していっ

た。やがて戦後の都市住民の増加と農村部の所得向上という経済的要因により、元来人々にあった定型と都市に

対する事大主義的な心意が発動することで、七五三は日本全体へとあまねく普及したのである。 

要するに、七五三という一行事は、事大主義によって発達・拡散・定着が促されたのである。言を換えれば、

各地の民俗は、都市の新流行を直接・間接に受容することで、都鄙の間に横たわる格差を少なくとも文化面では
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平準化させたいと念じる人々の心意によって担われてきたともいえる。この意味で、主として地方の民俗とその

変遷に着目してきた民俗学の本質を「都市文明史」と見立てた岩本通弥の指摘は正しく（岩本 1998:43-44）、本

稿で述べてきたように、それは七五三については適用可能だといえる。 

 ところで、前述の桜井徳太郎は 1977 年（昭和 52）の時点で、七五三での参詣先として「近来は地域神社を捨

てて明治神宮とか鶴岡八幡宮・住吉大社・出雲大社など高名な中央神社を選ぶ傾向がみえる。ウブスナの地域神

社を避けるのはいたずらな事大主義の現れで、氏子による本来の神拝みの意義を忘れ去ったために起こった現象

である」（桜井 1977:196）とやや批判的な評価を下している。民俗学者によるこうした違和感の表明は、現行の

七五三と、その普及以前に各地で行なわれていた歳祝いの行事との間に連続性を想定するからこそなされるので

あろう。両者を構成する諸要素に部分的な類似点があったとしても、直接的な連続性はない。そもそも七五三と

いう行事自体が事大主義的なものであり、髪置・袴着・帯解きが流行した徳川時代でさえ、すでに江戸市中の

人々が参詣先として選好したのは「地域神社」ではなく「中央神社」であった。 

 結論を言おう。現行の七五三の内実は 3 歳・5 歳・7 歳の各年齢で行なわれる記念イベントであり、その「民

俗」化が全国でほぼ完了したのは 1990 年代半ばとみられる。つまり約 100 年の年月をかけて東京起源の新流行

が、ローカルな民俗を駆逐して全国統一を果たしたというわけだ。この歴史過程から私たちが学べることは、七

五三という都市＝中央の価値基準が全国化する以前は、各地で多様な歳祝いが行なわれており、さらに微細にみ

てゆけば、家によって行事自体を行なわないという選択肢もあった点である。 

 七五三は全国統一を達成しているため、行事自体はもはや流行とはいえないが、同じような軌跡を辿るかもし

れない新流行が、今日各地で発生しつつある。それは近年、主に小学生の女児の間で広がっている卒業式での袴

着用問題で、その華美さ加減は、七五三の流行期と同様、保護者の財力競争の様相を呈しているという。中には

兵庫県神戸市のように、教育委員会が保護者に対し、子どもの袴着用の自粛を求める文書を配布したことで、に

わかに波紋を呼び起こすケースもあった（黒川 2019）10）。 

 問題は、親の財力によって、卒業式での豪華な晴着の着用ができない子どもが一定数存在することである。如

上の行政による自粛方針も、善意と受け取れば、そうした格差の存在を希釈したいとする意図だということにな

るが、私見では、事大主義は際限がないため、当該者が節度をもって自主的に抑制すべきだと思う反面、厳然と

してある格差を、行政の権限で隠蔽し、個人の嗜好や選択に介入することもまた、教育的観点からしても本当に

よいことなのか、自問せざるをえない。 

 かかる事態に対し、本稿での議論を踏まえて私にできることは、さしあたり次のような知見を提供することで

ある。 

もし、さまざまな事情から子どもの七五三を祝うことができない、あるいは子どもの卒業式で晴着を準備でき

ないという父母がいたら、そのことに負い目を感じたり、肩身の狭い思いをする必要はまったくないということ

である。眼前に新流行が立ち現われる以前は、それに類する事物はすべて個人の分限と裁量に任されていた。七

五三にしても、現行の「定型」が全国化したのは 1990 年代であり、それ以前は、家や地域ごとにさまざまな祝

い方があった。事大主義的性向は誰にでもあるとはいえ、それに身を委ねてしまうことが、はたして最善の選択

なのか。この種の行事に際会した個々人が深く考えるべきであろう。 
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注 

１）「人生儀礼」とは、民俗学者の新谷尚紀による規定に従うと「人間の誕生の前後から、成人、結婚、年祝い、葬送、そし

て先祖にまつられるまでの一連の儀礼のこと」であり、民俗学の学術用語である（新谷 1999:887）。中でも本稿で取り上

げる七五三は、具体的な年齢に達した際に行なわれる「歳祝い」の行事だと通常見なされている。 
２）ここでいう「民俗」の概念は、私が日本民俗学の創始者・柳田国男の「民俗」観として析出した「伝承事象とそれを発
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現させる俗信（禁忌）をトータルに把握できる現在的状況」（室井 2010:103）という規定に依拠する。 
３）2017 年は明治学院大学・専修大学・日本女子大学、2020 年は専修大学・日本女子大学・立教大学・法政大学・東京理科

大学において、それぞれ実施した。 
４）田口祐子が 2011 年に東京都足立区で子育て中の母親 172 人に対して行なったアンケートによると、94.8％が子どもの

七五三を実施したと回答している（田口 2017:43）。調査対象は異なるものの、七五三の実施率は、ここ 10 年はほぼ不変

とみてよい。 
５）全国の自治体史（市町村史）において、そのような呼称はほとんど確認できなかった。ただし、例外である埼玉県本庄

市の旧児玉町では「子供が数え七歳になるとオビトキ（帯解き）と称して、男女ともお祝いをした。近年はナナツノイワ

イ（七つの祝い）といって女児を中心にお祝いが行われる」（児玉町史編さん委員会編 1995:596）とされることから、や

はり「七つ祝い」などの呼称は新しいものと推測される。 
６）ただし、1784 年（天明 4）に成立した句集『柳筥』には「霧の中 車でまゐる 七五三」という句が収載されている。こ

れについて小川直之は、「霜で晴着の裾が汚れないように子どもが肩車をされて神詣でをする姿を詠んでいる」（小川 

2013:277）と解釈する。これに従えば、当該行事を指すものとして「七五三」という語が、すでに前近代にはあったこと

になるが、問題は、それがどの程度普及していたかである。 
７）七五三を報じた新聞記事で、洋服姿での参詣者が出てくるのが大正時代後期であるため、本資料もその時代のものと推

測される。 
８）自治体史の民俗編では、人々の日常史を主に口承資料にもとづき再現していくため、当該住民の生活上に起きた細かな

出来事の絶対年代を確定するのは困難を極める。私は自治体史の編者・調査者・執筆者の良心を信じるという立場から、

その内容が正確ではないにせよ「だいたい合っている」という前提で、これを資料として活用する方針を取っている。こ

の点に関する詳しい私見は拙稿（室井 2018:70-71）を参照されたい。 
９）「十三参り」とは、民俗学者の佐野賢治によると「十三歳になった男女児が厄落とし、開運・知恵授け・福貰のために虚

空蔵に参る行事」とされ、「主に近畿や東北地方南部の虚空蔵寺堂にみられる」という（佐野 1999:816）。とくに関西では

同行事の実施率は高いとみられ、参詣先としては「嵯峨の虚空蔵さん」と呼ばれる法輪寺（京都府京都市右京区嵐山）が

選ばれることが多い。大阪府交野市では「虚空蔵さんにお参りしての帰り、渡月橋（桂川にかかる橋）を渡り終わるまで

は後ろを振り返ってはいけない。振り返るとせっかく頂いた知恵が虚空蔵さんに戻ってしまう」（交野市史編纂委員会編 

1981:165）と伝えられるが、同種の伝承は、関西で当該行事が行われているエリアでは広く聞かれる。 
10）行政が個人の服装にまで介入するのは不適切であるが、着慣れない袴は当の小学生たちの間でも不評であったとする報

告もあり（木ノ下 2019）、これを無理に着用させようとする親心たるや、事大主義以外の何物でもなかろう。こうした事

態を尻目に、件の袴問題を商業主義的に後押ししている着物レンタル会社の社長は「日本の伝統である着物に子供たちが

触れるいい機会なのに、学校側がその機会を奪おうとしている」（木ノ下 同上）と述べ批判的な見解を示しているようだ

が、この問題が「ここ 2～3 年」の流行だという指摘を踏まえると（園田 2017）、そうした批判は詭弁というほかない。子

どもが着物を召す機会は、それこそ七五三もあるわけで、如上の流行は、関連事業者にとっては単に商機が生まれたとい

うことに過ぎないといえる。 
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Abstract 
 

Rethinking folklore-studies as the history of urban civilization 
Taking the spread and establishment of “Shichigosan” as an example 

 
Kosei Muroi 

 
In Japan today, an event called Shichigosan is held all over the country. It is that a 3-year-old man and 

woman, a 5-year-old man, and a 7-year-old woman visit a shrine in mid-November. Many of the children who 
participate in this event, wear the Japanese traditional costume “KIMONO” on the day. Therefore, many 
Japanese consider this event to be a traditional event with a long history. But, these events are epidemics 
that occurred in modern Tokyo, and spread throughout the country over 100 years, and their history is only 
about 150 years.  
Therefore, Shichigosan is a new event that began in modern times in Tokyo, where the population has 

increased rapidly. Behind this was the commercial strategy of major kimono dealers and the development of 
media such as newspapers, and urban residents who wanted to compete for glitz. After that, the wealthy 
people in the region spread to cities all over the country by imitating the popular Shichigosan in Tokyo, and 
after World War II, the income of the general public improved, and finally the majority of Japanese people 
were able to participate in this event. 
The local culture is thought to reflect the individuality of the region, but it seems to have developed by 

accepting the new epidemics that have occurred in the urban. In this paper, I analyzed the mechanism of 
such culture by taking Shichigosan as an example. 


