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旧広島市域における「亥の子」の変遷について 

―郷土文化の再評価と伝統文化の活用にむけての 

学術的基礎作業として― 
 

中道 豪一*１ 
  

On the transition of the「INOKO」in the old Hiroshima city area 

－ As an academic fundamental work toward reevaluation of the local 

culture and utilization of traditional culture － 
 

Goichi NAKAMICHI 
 

 

本稿は、現在の広島市中心部周辺、いわゆる旧広島市域（以後、広島の用語を用いる際は特段の断りがな

い限り旧広島市域‐現在の中区・南区、それに東区と西区の一部‐を指すものとする）における「亥の子（亥

の子祭）」の変遷について考察を加えるものである。 
亥の子とは旧暦 10 月の亥の日に行われる子供を主体とする年中行事で、西日本地域を中心にその姿を確認

することができる。大きな石を何本もの繩でくくりつけ、その縄を子供たちが持ち、歌を歌いながら石を地

面にうちつける「亥の子突き」、招福除災を願い食される「亥の子餅」等が特徴で、平成 29 年現在の広島に

おいても確認できる年中行事である。 
広島における亥の子を文献上で確認できるのは江戸時代以降だが、それ以降も地元の人々に愛され続け、

幾多の変遷を経て現代に至っている。10 数万人の命と歴史ある町並みを奪った原子爆弾の惨禍にあいながら

も、早い時期に復活したことは、郷土に根付く事実を示す一証左ともいえよう。注１） 
そこで本稿は『知新集』『自慢白島年中行事』をはじめとする諸文献や、市民による証言から亥の子の沿革

を明らかにすることで、「広島の郷土文化の再評価」「伝統文化の活用」等のアクションにアクセスできる基

礎的素養を供することを目的に考察を展開した。 
なおその際、広島が原爆投下後、驚異的な復興を遂げたものの、かつて大切にされた生活文化が忘れ去ら

れたままになっている観が否めない実状を踏まえ、事象の考察に終始するだけでなく、現行の事例との比較

を積極的に加え、伝統文化を比較・評価・活用する座標軸を構築できるよう配慮した。注２） 
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九州 亥の子搗き 
民俗学研究所編『年中行事図説』 

岩崎書店 昭和29 P225 

１ 亥の子について 

 

まず亥の子（亥の子祭）という年中行事だが、一

般的に旧暦 10 月の亥の日、招福除災を願って食す

「亥の子餅」や、子供達が家々の地面を丸石や藁束

などで搗いて回る行為「亥の子突き」といった要素

で構成されている。基本的に西日本を中心に分布し

ているが、南関東にもその姿を確認することができ

るという。注３） 
 

 
なぜ亥の日に行うのか等、不明な点も少なくない

が、この日に供される亥の子餅の歴史は古く、平安

時代にまで遡ることができる。朝廷や武家において

は色餅をはじめとするレシピを確認できるが、民間

では小豆を混ぜた薄赤色の餅や、ぼた餅を亥の子餅

と呼称する例が確認できる。注４） 
行事内容は多岐にわたっているものの、概ね稲の

収穫祭的色彩の濃さを指摘できる。なぜなら、この

行事で祀られる亥の子の神は、田の神としての信仰

をうける地域が多く、春の亥の日に田に降りた神が、

旧暦 10 月の亥の日に仕事を終え家に帰ってくると

いった伝承注５）をはじめ、田に関する様々な信仰が

多数存在しているからである。また「亥の子突き」

で地面を搗く亥の子石に、上記の亥の子の神・田の

神が宿る伝承が伝えられている点も見逃し難い。 
さらに行事としては、はやし歌とそれにまつわる

やり取りに特徴がある。歌詞は時代や地域によって

異なるが、一例を挙げると「亥の子餅をつかんもの

は鬼を生め、蛇を生め、角の生えた子を生め」など

と子供たちが歌い上げ、石を搗きながら家々を回る。

それに訪問された家の者が、子供達に蜜柑や餅など

を与えるというのが、望ましい行事進行の姿である。 

無事に蜜柑などを受け取ると子供たちは「繁盛せ

え繁盛せえ」と次の家に移動するが、もし何も貰え

なかった時は「貧乏せえ貧乏せえ」などとはやし立

てたという。ただし現在はこうした掛け合いの希薄

化された地域が多く、物を貰うか否かは関係なく「亥

の子 亥の子 亥の子餅ついて 繁盛せえ 繁盛せ

え」など、望ましいパターンのみで行事を進行させ

る事例が増加し一般的な姿となっている。 
なお広島における亥の子の嚆矢については、興味

深い伝承が存在する。それが『翁草』に示される、

広島城完成の祭祀に用いられた石を淵源とする説で

ある。注６）『翁草』を紹介した北川素白『老梅園筆記』

によると、それは毛利輝元が広島城を完成させた時、

現在の大手町 1 丁目あたりで地神を祀ったことにま

で遡るという。地神の祭祀は大小の石をたくさん積

み重ね、四方に松・榊・竹を立て、そこに注連縄を

張り巡らせて行われたようだが、肝心なのは大人達

がこの石を家々に持ち帰り門や櫓の柱礎・家の基礎

に用いたという点である。なぜならば、そうした大

人達の姿を見て、子供達が「自分達もやってみよう」

と始めたのが広島における亥の子の起源と伝えられ

ているからである。亥の日に行うというのも、ちょ

うどこれが亥の日の頃だったから…と、説明も整え

られている。『新修広島市史』が指摘するように、幾

ばくかの疑問も否定できないが、一伝承として認識

する必要があろう。注７） 
ここまで一般的に認識される亥の子の姿と、広島

における起源伝承を確認したが、以降、郷土の文献

から広島の亥の子の姿を確認していきたい。 
 
２ 『知新集』に見る広島の亥の子について 

 

現在の広島市中心部、いわゆる旧市内は広島城と

共に発展を遂げた地域である。広島城築城以前は五

箇荘と呼ばれており、人の居住していたことも指摘

されているが、太田川河口に位置する三角州という

立地上、多くの人が安定的な生活をする場所にはな

り得なかった。よって広島の本格的な歩みは、広島

城築城工事とそれに伴う城下町整備事業と共に始ま

ったといっても過言ではなく、年中行事を考えるに

あたっても、その事情を踏まえる必要がある。 
そうした来歴をもつ広島において、近世の生活文

化にアプローチしようとした際『知新集』を欠かす

ことはできない。『知新集』は広島藩の地誌『芸藩通

志』を編集する際にまとめられた下調査書の一つで、

当時の街の様子を詳細に書き残している点が特徴で
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ある。文政 2年(1819)から文政 5 年（1822）にかけ

て整理・編集されたが、その第 1 巻に国名・郡名に

ならび風俗が記録されており、本稿の目的を果たす

に適した資料といえる。早速『知新集』における亥

の子の姿を確認しよう。 
 
亥猪、をさなき男子其町其村かきりのこりなくよ

りあつまり、長さ二尺はかりめくり二尺あまりの

石を繩にてくゝり、其繩へ又あまたの縄のいと長

きをつけひとりひとりもち、かの石にて家毎の門

の土をつきありき、また竹笹の葉なから伐たるを

一本もち其石の上にふりかけ、聲 これのこれの

なにかしに 嫁をとりて祝はぬものハ鬼うめ蛇う

め かくの如くはやし、一町一村にておハる、異

町異村もこれに同し注８） 
 
まず押さえたいのは、亥の子が幼い男子の行事と

認識されている点と、子供達が何本もの繩をくくり

つけた石をもち、各家の門前で、縄を手に石を空中

に上げ地面に打ち付けるという所作である。現在は

男子に限らず女子も参加していること、各家の門前

で行うことが難しくなってきたという差異はあれど

も、所作自体は現代と大差のないことが分かる。 
しかし以下に示す 2 点については、現代と異なる

ため注意を払う必要がある。まず「竹笹の葉なから

伐たるを一本もち其石の上にふりかけ」に見える道

具である。これは葉のついたまま伐採した竹笹を一

本持って石の上で振る…という意味と考えられるが、

その姿は現在一般的とは言えまい。飾り付けられた

棒や別の道具を使用したり、全く用いない地域もあ

るからである。その事実を踏まえると、文政年間、

すなわち今から 200年ほど前の記録として興味深い。 
続く 2 点目が「これのこれのなにかしに 嫁をと

りて祝はぬものハ 鬼うめ蛇うめ」というはやし歌

である。現在でも上記の歌詞、もしくはそれに近い

歌詞を用いる地域もあるようだが、現在の一般的な

はやし歌「亥の子 亥の子 亥の子餅ついて 繁盛

せえ 繁盛せえ」が『知新集』に見えないことを認

識する必要があろう。なお歌詞の意味は「嫁を娶っ

ているにも関わらず、亥の子を祝わないような者は、

鬼や蛇でも生んでしまえ」といった意味で、「これの

これのなにがし」の部分に男性を入れて歌うなら上

記の通り「嫁」、女性が入る際は「婿」と歌詞を変え

て歌われていたと考えられる。 
また細かい点にまで触れるなら、『知新集』の記述

は石で地面をつく行為・笹を振る行為・はやし立て

るタイミングの詳細等が窺い知れず、現代との比較

に課題が残ること、そして他の地域で見られるよう

な、子供が蜜柑や餅などを求め、その可否によって

掛け声を変化するやりとりが記載されていないこと

は、祭祀祭礼研究上注意しておきたい点である。 
さてここまで『知新集』における亥の子突きの様

子を確認してきたが、『知新集』にはそれにとどまら

ない記述がある。その箇所を確認した上で２つのポ

イントを示し内容を理解していきたい。 
 
それより四五日も前、かの石をとヽのへ明家又ハ

新に小屋なとつくりて其奥に餝りおき、幣をさヽ

け神酒なと供へ、さまさまの面をかふりあやしけ

なる装束を着笛をふき太皷をたゝき、夜昼となく

舞うたひたハふれあそふ、當日ハ鏡餅をそなへ、

跡にてその餅をちひさくわかち家家へ配れハ、お

のおのいたヽきくらふ、さてかの石にてつきくほ

めたる土の穴をは家により神酒をこほしもとの如

く埋るあり、しかせさるもあり注９） 
 
 1 つ目のポイントは神祭りを前提とした行事とい

う点である。上掲の「それより四五日も前」の「そ

れ」とは亥の子突きのことであるから、この箇所は

亥の子突きの周辺・亥の子という年中行事全体を、

やや俯瞰した角度から描いていることになる。『知新

集』によると亥の子は、亥の子突きの 4～5日前、亥

の子突きに用いる亥の子石を、明家（空家のことか）

か新たに建てた小屋の奥に飾つけることから始めら

れるという。その際「幣をさヽけ神酒なと供へ」と

あることから、亥の子石が、単なるモニュメントで

はなく崇敬対象として位置づけられていることも分

かる。なぜならば幣とは幣帛のことで、食べ物、即

ち神饌以外の神への捧げものを指す総称であり、神

酒とは名の通り神に捧げる酒を指すからである。つ

まり亥の子とは、田の神・亥の子神など呼称こそ定

まらないものの、石に神・霊・魂といった存在が宿

ることを前提とした行事ということになる。  
よって上掲の「さてかの石にてつきくほめたる土

の穴をは家により神酒をこほしもとの如く埋るあり、

しかせさるもあり」にある、亥の子石で土を突きく

ぼんだ穴に神酒を注ぐという行為も、神といった認

識無くしては語れないといえる。また「當日ハ鏡餅

をそなへ、跡にてその餅をちひさくわかち家家へ配

れハ、おのおのいたヽきくらふ」という所作も、神

社祭祀における、神に供えた食物を人が頂くことで、

その力を受けるといった神人共食の意義なしには理

旧広島市域における「亥の子」の変遷について 
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解できないといえよう。なお『知新集』には亥の子

餅という呼称がないため、この鏡餅と亥の子餅との

関係は不明である。 
 続く 2 つ目のポイントが、現代の亥の子からは想

像し難い喧騒の光景である。「さまさまの面をかふり

あやしけなる装束を着笛をふき太皷をたゝき、夜昼

となく舞うたひたハふれあそふ」すなわち仮装をし

て音楽を流し昼夜を通して遊び通すというのである。

昼夜を通し…という記述から、どうも子供だけでな

く大人も楽しんでいたことが想起されるが、ともか

く『知新集』によると、亥の子突きの「前」、即ち亥

の子という年中行事には、こうした賑わいが含まれ

ることが確認できる。なお仮装という点は後に挙げ

る文献でも問題となるので押さえておきたい。 
 
３ 小鷹狩元凱『自慢白島年中行事』に見る広

島の亥の子について 

 

 『知新集』に続き、江戸期の亥の子を考察できる

文献が小鷹狩元凱の『自慢白島年中行事』である。 
小鷹狩は弘化 3 年 3 月 8 日（1846）、安芸国広島城

下白島九軒町に広島藩士 山下平八郎の五男として

生まれた。一度他家の養子となるも諸般の事情から

山下家に戻り、その後小鷹狩家へ養子に入ったこと

から小鷹狩の姓を名乗る事となったが、その人物は

博覧強記の語を持って人々に記憶された。注 10）一度

聞いたことを決して忘れることがなく、７歳にして

芸備藩士の官名と俸禄を記録した帳面を記憶し、後

に陸軍省に勤務した際も『日備提要』を記憶して職

務に当たったといい、この記憶力が江戸期の広島を

記した著述にもつながったと考えられている。 
小鷹狩には『芸藩三十三年録』『広島蒙求』『広島

蒙求次編』『芸藩学問所記事一片』『芸備協会略志』

『弘洲雨屋虫干集』『弘洲雨屋虫干集外篇』『広島雑

多集』『自慢白島年中行事』『梅月遺影』といった著

作が知られているが、これらは小鷹狩元凱伝記編纂

会編『元凱十著』（弘洲雨屋、昭和５）としてまとめ

られ、現在も目にすることが出来る。中でも『自慢

白島年中行事』（明治４４稿了）『広島雑多集』（大正

９稿了）は民間の生活や文化が記録されており興味

深いものとなっている。その『自慢白島年中行事』

における亥の子の記述が以下の通りである。 
 
十月の第一亥の日に亥

い

の神を祭る、通俗之を亥
い

の

子といひて、廣島市街の大抵は、一町毎に祭場を

設け、神酒供物を擎
ささ

くるの外、種々なる假面を懸

け聯
つら

ね、専
もっぱ

ら児童の祭りといひたりき。祭りの

當日暁 天
ぎょうてん

より、縄もて縛りし大丸石へ、五色の

紙の采配を、其中央に括り付け、又幾十條の手縄

を結び、幾十人の壮者幼者、此縄握り此石引摺
ひきづ

り、

家々の戸前に「富貴せー 富貴せー」の掛け聲を

もて、地面を擣
つ

くこと十数回、只一個のみ擣
つ

くも

あれど、三個擣
つ

くを三つ星といふ。外に一人の壮

者あり、竹の笹葉に五色の紙の短冊附けしを両手

に持ち、石擣
つ

く人の頭上に、間斷なく振り翳
かざ

す。擣
つ

き擣
つ

きて終れば皈
かえ

りの道すがら、大聲
おおごえ

を發
はっ

し一同

に「ヒューヤ（笛）、ドンドン（太皷）蛇體が舞ふ

た」と、威勢を着けて祭場に入る。是より十五六

歳の男児を頭と為し、太鼓を叩き笛を吹き、身に

は種々なる假面を被り假装を為して、鬼となり、

天狗となり、或はお多福。大入道となり数十百人

の團體
だんたい

が終日街頭を舞ひ歩行く、有志の家には高

處より、柿密柑
みかん

柚
ゆず

の實
み

などを打撒
うちま

きて、之を摭
ひろ

は

せ犒
ねぎ

らへり。此は是市中行楽の景況なり。注11） 
 
『自慢白島年中行事』は明治辛亥の年、すなわち

明治 44 年の夏、生まれ故郷である白島（現在の広島

市中区）の年中行事を記録しようと思い著されたも

のだという。凡例に「嘉永慶應年間の實況なり 故

に明治維新以降數多の新設又は變更の事蹟は用ある

ものゝ外一切記載せず」注12）とあることから、『自慢

白島年中行事』には西暦 1848 年から 1868 年、いわ

ゆる幕末の白島における年中行事が記されているこ

とになる。それを念頭に亥の子の様相を伺うと、『知

新集』の編纂された文政 2 年(1819)から文政 5 年

（1822）とそう離れた時期でないこともあり、多く

の共通点を確認することができる。 
例えば祭場を設け神酒や供物を供えること、子供

達の祭りであること、仮面をつける行為が伴うこと、

大石で地面をつくこと等が『知新集』と重ね合わせ

られる。その一方、暁天すなわち朝から開始される

こと、石の中央に五色の紙の采配を括り付けること、

「富貴せー 富貴せー」という掛け声、亥の子突き

の回数、竹の笹葉への飾り付け、笹葉を石ではなく

人に振ること、亥の子突き終了後に行われる仮装を

伴う舞歩き、その際に町で行われた柿・蜜柑・柚子

撒きの様子等、『知新集』にはない記述が確認できる

点は貴重である。 
このように『知新集』と『自慢白島年中行事』を

照らし合わせた際、様々な異同を認めることができ
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るが、ここでは『自慢白島年中行事』にある仮装の

伴う舞歩きに注目したい。『知新集』は、亥の子突き

の「前」に仮装をして音楽を奏し昼夜を通して遊ぶ

行事のあることを記しているが、『自慢白島年中行事』

における仮装の伴う舞歩きは、亥の子突きの「後」

のことである。時代と場所の異なる両者を、単純に

つなぎ合わせ一つの亥の子像を結ぶのは乱暴である

ことは言うまでもない。よってこれらの記述から、

亥の日に行われる亥の子突きの前後には、様々な行

事が行われたこと、そしてその行事の中に仮装を伴

うものがあったとの認識にとどめるのが、順当な理

解かと思われる。 
なお『自慢白島年中行事』は、亥の子突きが終わ

り祭場に戻る際、笛と太皷の音と共に「蛇體が舞ふ

た」と声を挙げること、それと祭場へ戻って後に仮

面を被り鬼・天狗・お多福・大入道に仮装して、数

十百人規模の集団が道路を練り歩くことを記してい

る。この際の「蛇體が舞ふた」とは亥の子石をつな

ぐ縄を蛇に見立て、それが勢いよく動いたことを祝

う言辞かと思われるが、他に見られないものなので

興味深い。 
ところでこの『自慢白島年中行事』には気になる

記述がある。それが以下に挙げた箇所に示される２

つのポイントである。 
 
當時家中と唱へたる、士分の内にも之催しを爲す

家ありて、其行樂は前陳の市中に於けると同一な

れど、多少気荒の所あり、他の團體と行逢へば、

撃つや叩くの騒擾となり、殺風景を現出す。我白

島にては一本木の、亥の子の賑ひ頗る盛況にして、

夜中となれば身が入りて、大人達の遊びとなりし

様に覚ゆ注13） 
 
まず 1 つ目のポイントが、多少気荒な所があると

いう指摘である。文中にある家中とは家臣団のこと

であるから武士の子供も参加をしていたことが分か

るが、その影響もあったのか、他の団体とすれ違っ

た際、喧嘩のような状態になっていたというのは気

になる点である。これについては時代が下り明治に

なっても似た指摘が為されている。明治壬午の年、

即ち明治 15 年に著された三宅正直『廣島歳時記』に

は木製の武具を飾り付け、竹馬に乗り町を闊歩する

だけでなく、町の外では争闘に至るといった記述が

確認できる。 
 

此日市内各町ニ祭壇ヲ設ケ仮面及諸種ノ木製武具

ヲ飾リ神酒餞ヲ供ヘ鼓吹撃柝喧騒ヲ極ム。又石ヲ

縛リ彩紙ヲ施シ地ヲ擣
つ

ク。俗亥ノ子祭ト云。又児

童輩假面
かめん

ヲ被
かぶ

リ竹馬ニ乗リ木製ノ武具ヲ佩用
はいよう

シ

両三伍ヲナシテ町内ヲ闊歩
かっぽ

シ町外ニ出テヽ争闘ヲ

ナスコトアリ注14） 
 
 そして 2 つ目のポイントが、本来、子供の行事で

ある亥の子が大人達の遊びにもなっているという点

である。これは 1 つ目のポイントである多少気荒な

点があったことにも関わってくるのだが、実は既に

江戸時代から問題とされていた。例えば『知新集』

の編纂される約 10 年前の文化 10 年(1813)に出され

た「亥ノ子祭に関する觸書」（『御觸帳(堀川町)』）で

ある。元来子供の祭りであるにも関わらず、大人も

参加し乱暴を働くようになったことから、それを取

り締まり、子供達をもつ親に注意を喚起する趣旨の

内容となっている。以下にその全文を挙げる。 
 
毎年町方子供相集り、亥ノ子祭りいたし候處、其

内ニ者近年大人も相交り町内軒別石つきいたし、

銘々心ニ不叶家々ニ而祝言ハ相唱、都而聞苦敷雑

言等相唱、町境ニ而ハ爭論いたし、幷獅子舞なそ

らへ猥ニ座上へ舞上り、不行儀ノ趣ニ相聞へ候、

殊御家中近邊之町々者、屋敷内舞歩行、座上江上

り不敬不埒之次第茂有之趣相聞候ニ付、此已後ハ

右躰之不行儀も於有之ハ、〇之役方兼而相廻し直

ニ召捕セ候間、子供を持親ニハ別而厚ク申聞せ、

已來ハ全十五才以下之子供斗り相集り、獅子舞等

ハ戸口之外ニ而取扱ひ、決而家之内江這入候事不

仕、往來斗舞歩行可申候、石つき等家々繁盛ヲ祝

い可申、心懸り之雑言少シニ而茂相唱申間敷、若

不埒之子供於有之ハ無用捨可申出候㕝注15） 
 
 この觸書から少々困惑するような状況が見えてく

るのではなかろうか。本来子供の祭りである亥の子

に、大人も参加し亥の子突きをするようになったと

いうのである。それだけなら、まだ大きな問題には

ならなかったのかもしれないが、快く思っていない

家に雑言を浴びせかけ言い争いをしたり、獅子舞に

なぞらえ人の家に勝手に上り込んだりと目に余る行

動が散見されるようになったとあるので事態は深刻

といえよう。 
そこでこの觸書は、今後大人にそのような行為が

あった場合は取り締まることも述べているわけだが、

旧広島市域における「亥の子」の変遷について 
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それに続く指示もまた注目すべき点である。そこに

は子供を持つ親に「今後は 15 歳以下の子供で行うこ

と」・「獅子舞などは戸口の外で行い人の家の中に入

らないこと」・「舞や行進も道で行うこと」・「石突き

などは家々の繁盛を祝い、僅かであっても雑言など

は口にしないこと」等を言い聞かせ、もしそれを守

らない子供がいれば容赦なく申し出るように…と記

されており、当時における状況の一端が窺えよう。 
なお同様の問題は他の年中行事にも存在していた

ようである。例えば寛政 3 年(1791)に出された「子

供綱引に關する觸書」（『御触帳（堀川町）』：自寛政

3 年～至享和 3 年）によると、近年、正月 14・15・
16 日に行われる子供綱引きに大人が参加している

ことが問題視されている。注 16）その後、享和 3 年

(1803)には「不埒之至りニ候」、即ち許し難い様相を

呈してきたので、捕まえるようにとの指示が出され

ており、これもなかなか深刻であったことがわかる。 
因みにこれは町家のみの弊風ではなかったようで、

弘化 3 年(1846)には、武士に向け、年長の者や家来

が子供たちの中に混じり、物まねや見苦しいことを

しないよう注意喚起がなされ、嘉永 2 年(1849)には

厳重な戒告が発せられている。注17） 
 以上、小鷹狩の『自慢白島年中行事』の記述を元

に、三宅正直『廣島歳時記』と触書を補足し、『知新

集』の内容を補足することで江戸期の亥の子を俯瞰

した。 
 
４ 大正時代以降の亥の子 

  
前項まで江戸時代を中心に亥の子の姿を確認して

きたが、ここで対象を大正～昭和に移し、その変遷

を確認していきたい。そこで注目したい文献が、Ｎ

ＨＫ広島放送局『わがなつかしの広島』（広島地域社

会研究センター、昭和 55）である。これはＮＨＫ広

島放送局が展開した、原爆で破壊される前の広島の

姿を残す取り組みに端を発する。その取り組みの一

環として絵が募集され、その絵をまとめたのが上記

の文献であり、貴重な資料となっている。その中に

亥の子を描いた 2 人の人物―玉田吉之助・岡本綾子

―が存在する為、順に絵と説明文を挙げる。 
 
上幟町の亥の子祭 第２次大戦が始まってまだ間

もない昭和１６年頃、町の小学生にとって一年中

で最も楽しい想い出に残る行事は、お正月と亥の

子祭であった。その中でも上幟町、上柳町の亥の

子祭は盛大で、鬼面や衣装や太鼓など競って、自

分の町を自慢し合ったものである。赤鬼、青鬼の

ほかに天狗、きいづき、やまん等色々の衣装をつ

けた中学生が居て、我々低学年のものはろくろく

町も歩けなかった。それでもやっぱり隅の方で小

さくなって太鼓をたたいていたものである。注18） 
 

原爆投下後、少なからぬ町名が地図から姿を消し

たが、上幟町は平成 29年現在も存在する町名で、範

囲としては現在の広島市中区上幟町・幟町・橋本町

を指す。タイトルから描かれた絵画は上幟町のもの

と思われるが、現在の亥の子と比較した際、子供達

が赤鬼・青鬼・天狗等に仮装していることを差異と

して挙げられよう。しかし本稿はこれまで『知新集』

『自慢白島年中行事』において、仮面をかぶり仮装

する亥の子を確認している。つまり昭和 16 年頃は、

いまだ江戸時代の姿が残っていたことを確認できる

のである。続いて岡本綾子の回顧を挙げる。 
 

上幟町の亥の子祭（玉田吉之助） 
ＮＨＫ広島放送局『わがなつかしの広島』 

（広島地域社会研究センター、昭和55）P68～69 

「亥の子さん」の思い出（岡本綾子） 
ＮＨＫ広島放送局『わがなつかしの広島』 

（広島地域社会研究センター、昭和55）P69 
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「亥の子さん」の思い出 昔は赤鬼や青鬼に扮し

て町内の家々の座敷を「ワーリモター ワーリモ

ター」とたけりながら廻ったものでした。小さい

子供達は鬼がこわくてよく泣いたものでした。又、

犬は「ワンワン」ほえるし、とてもにぎやかでし

た。このごろの「亥の子さん」はうわべだけのよ

うに思われます。そうして、そのあとから子供達

が「亥の子、亥の子、亥の子餅ついて 繁盛せえ 

繁盛せえ」と言ってくりかえす。あの幼い声がい

まだ懐かしうて懐かしうて注19） 
 
 「ワーリモター ワーリモター」がいかなる意味

なのか判じかねるが、岡本の回想からは秋田県のな

まはげのような様子が伺えよう。また特徴的なのは

町内の家々の座敷にまで鬼が入っていることである。

これは信頼関係の成り立っている間柄ゆえの行為で

あり、文化 10 年(1813)に出された「亥ノ子祭に関す

る觸書」（『御觸帳(堀川町)』）のような状況が改善さ

れた上でのことと考えられる。なお『広島市の文化

財 第１集 民俗資料 かき・のり・民俗信仰』（広島

市教育委員会、昭和 56）には三篠町の中村忠雄によ

る「赤・青・黄の鬼の面をかぶって、五色の紙を竹

の先につけたもので子供を叩くと、その子供は丈夫

になり、悪い子をしないようになる」注 20）との証言

もあり、鬼=怖い存在・悪い存在に限定されないイメ

ージがあったことも添えて指摘しておきたい。なお

岡本の証言では、はやし歌が現行の「亥の子、亥の

子、亥の子餅ついて 繁盛せえ 繁盛せえ」と同じ

ものであることが確認できる。 
なおこうした仮装は亥の子だけに見られるもので

はなかった。『がんす横丁』をはじめ広島の生活文化

を記録した薄田太郎によると、胡町の話として、乙

九日の秋祭り、明治節・天長節、おいべっさん（胡

子大祭・胡子講のこと）の際、鬼が出る話を紹介し

ている。 
 
 あのころの胡町で忘れられないのは、秋祭りの「オ

ニ」である。筆者がこどものころ遊んだ堀川町勧

商場にも祭りのオニがいたが、せいぜい赤オニ、

青オニ、それにキズキの三匹で、それをこどもた

ちがかわりがわり被って、沢園といわれた勧商場

の広場や女義太夫の定席八千代座横の、竹藪小路

をでたドブ川の流川筋まで近所のこどもを追っか

けたが、一歩ナワ張りの堀川町をでて天満屋小路

を通って胡町筋に顔をだすと、もうイケマセン。

というのは、この胡町には十匹ぐらいのオニがい

たからである。（中略）これらのオニどもは、原爆

前の「乙九日の秋祭り」「明治節または天長節」そ

れに「おいべっさん」にでたもので、その鬼面は

木彫りで裏に寄付者の名前と元治、万延といった

製作年代が書かれていた。（中略）これらそれぞれ

由緒のあった面も、原爆で全滅になったとはかえ

すがえすも惜しまれる。注21） 
 
乙九日の秋祭りとは「おとぐんち・おとくんち」

のことで、現在の広島県で乙九日というと、亀山八

幡神社（広島県山県郡北広島町）の御神幸や松明行

列がメディアで取り上げられるが、そもそも広島で

は旧暦９月の末、白神社（広島市中区）をはじめ各

神社で行われる氏神祭のことを乙九日の秋祭と呼ん

でいた。現在の広島でも、この時期に秋祭りがある

ことは変わらないが、それを乙九日の秋祭りと呼称

する人は少なくなってきている。ともあれ亥の子の

ような神社を舞台としない年中行事だけでなく、神

社で行われる神事・祭礼の折にも鬼が出ていたこと

は、生活文化の推移を窺う上で見逃せないポイント

である。こうした変遷を考えた際、仮装に伴い何を

するかという振れ幅はあるものの、伝統的な流れが

希薄化していることを指摘できるのではなかろうか。 
 そうしたことを考えた際「炬燵

こたつ

のあけぞめ」とい

う観点も見逃し難い。そもそも亥の子は収穫祭的色

彩の強い年中行事であることは先述したとおりだが、

実はこの日は炬燵を出すタイミングでもあった。地

域によっては火鉢・炉のあけぞめと呼称するが、い

わゆる暖房器具の使用をスタートするタイミングが

亥の子だったのだ。現在の広島では圓隆寺のとうか

さん、かつては本覚寺の妙見祭も「浴衣の着初め」

と人口に膾炙されていたが、亥の子が炬燵
こたつ

のあけぞ

めというのは、耳にする機会が少なくなってきてい

るのではなかろうか。 
 なお炬燵

こたつ

のあけぞめに関連して、亥の子の神は火

に関わるとの信仰が報告されている。『広島市の文化

財 第１集 民俗資料 かき・のり・民俗信仰』（広島

市教育委員会、昭和５６）には以下の事例が紹介さ

れている。注22） 
 
袋町  佐伯シマ 中の亥の子に火燵をあける 
中島  高島政治 火を祭る神で火災よけの意が

あり、年寄はこの日（旧１０

月初の亥の日）から火燵を入

れるので火燵びらきとも云う 

旧広島市域における「亥の子」の変遷について 
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平成 29年大イノコ祭りのチラシ 
http://inoko.webcrow.jp/index.html 

愛宕町 今田庫吉 火の神様で厄払いの意がある 
 広瀬  宮司さん 猪は子供を沢山生んで丈夫に

育つということから、子供が

すこやかに育つように、また

亥の子餅を食べると寒に風邪

をひかない。また火の神であ

るから、火災なきように、無

事息災にという意があり、そ

の日に火燵をあけると火災が

ない 
 
 まず佐伯シマの「中の亥の子」とは、1 月に数回

ある亥の日を、上・中・下に分けて呼んだことに基

づく表記と思われる。現在でも用いられているが、

日々の呼称に 12 支を用いた「子の日」「申の日」と

いった表現がある。これは 1 か月の 1 日 1 日を 12
支に配当した呼称だが、月の初めにどの干支が来る

かによって、特定の干支の日が月に最大 3 回廻って

くる状況が発生する。このように複数回存在する亥

の日の、2 回目の亥の日が「中の亥の子」と考えら

れるわけである。 
ただ亥の子は一般的に上・初、すなわち 1 番目の

亥の日に行われることが多い為、佐伯の証言を不審

に思う節もあろうが、地域によっては 2 番目の亥の

日を祭日とすることもあるし、1番目を殿様・武士、

2 番目を百姓の亥の子などと設定することもあるの

で、そうおかしなことではない。ただ広島における

一般的な火燵のあけぞめの日程とは異なっている点

を押さえ、その特質を理解すればよかろう。 
続いて本題となる火の神についてだが、高島・今

田・広瀬神社の宮司の証言に、その認識を確認する

ことができる。火燵を使用し始める時期に亥の子が

重なるから、亥の子の神も火の神ではないのか？と

いう素朴な分析もあろうが、ここには信仰を考える

にあたっての重要な点が存在している。それが亥（猪）

と火の力を持つ摩利支天の関係である。 
摩利支天は仏教の護法神の一柱だが、日本では

様々な武将が信仰した故事をもっても、その名が知

られる存在である。ではこの摩利支天が亥の子とど

うつながるかというと、その姿がしばしば亥の背に

乗った姿として描かれることに起因する。つまり亥

は摩利支天の力に関連する動物…という認識があり、

そこから亥の名前を冠した亥の子の神にも認識が連

想されているのである。 
この摩利支天と火の関連については「常に太陽の

前にいる・陽炎の神格化」という特徴に注目する必

要がある。つまり「摩利支天は火に対して負けるこ

とのない力を持っている」・「太陽の炎そのもの」と

いう認識があり、その摩利支天の側にいる亥も、そ

うした力を持っており、亥の名前を関する亥の子の

神も同様である…という理解が導かれるのである。 
亥の子が火の神という認識を考えるにあたっては、

摩利支天と共に 12 支を 5 行に配当した理解も指摘

する必要がある。現在も様々な現象を 5行（木・火・

土・金・水の 5 要素）で解明する慣習が存在してい

るが、12 支を 5 行に配当した場合、亥は水に配当さ

れる。ここから逆説的ではあるが、火を制する水の

力を持つ亥、その名を冠した亥の子の神は火の神と

いう理解が生じたと考えられる。 
ゆえに亥の子の神が火の神という信仰は、主流と

なる田の神の信仰とは別の系統の信仰であること、

そして亥の子の習俗・信仰は、それらの信仰が合流

して、形成されている点を押さえておく必要があろ

う。 
 以上、本項では大正から昭和の亥の子から、仮装・

火燵のあけぞめ等に焦点を絞り、その変遷を確認し

た。 
 
５ 現代における亥の子の新たな試み 

 

平成 29 年 11 月 4 日（土）から 5 日（日）にかけ

て袋町公園（広島市中区袋町）で「大イノコ祭り」

が開催された。名称となっているイノコとは亥の子

をカタカナ表記にしたものであり、本稿で話題とし

ている亥の子のことである。 

ではこの「大イノコ祭り」はその亥の子と同一の
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ものなのかというと、少々事情が異なっている。主

催者である大イノコ祭りを支える市民の会によると

「大イノコ祭り」は、亥の子祭りの精神を受け継ぎ

ながらも、自然が持っている多様で神秘的な力との

しなやかな交流を、今を生きる私たちにふさわしい

スタイルで甦らせる、古くて新しいお祭りと位置づ

けている。確かに袋町公園にそびえる高さ 13 メート

ルにも及ぶ 88本の孟宗竹、その竹が 20 メートルの

縁を描き、竹の先端から円の中央にある 1.5 トンの

大石にむけて結ばれるロープ。子供達が行う亥の子

とはスケールが異なる。 
しばしば「古くて新しいお祭り」というキーワー

ド・アクションには、伝統的なものへの無配慮な切

り捨て行為の伴うケースがあるが「大イノコ祭り」

は、子供達による「亥の子巡行」をはじめ、初日と

二日目に行われる表祝祭・裏祝祭における巡行・お

練りとの連動など伝統的なものへの敬意を見て取れ

る。また祭りのシンボルとして「イノコインスタレ

ーション 石動」という語で表現される孟宗竹と大

石の装置だが、インスタレーションという新しい用

語こそ用いているものの、その用語で表現しようと

するものに目を向けた際、決して伝統に無配慮な表

現ではないことが分かる。インスタレーションとは

絵画・彫刻・映像・写真などと並ぶ現代美術におけ

る表現手法・ジャンルの一つで、特定の空間にオブ

ジェ・装置を置くだけでなく、その変化を通して場

所・空間全体を作品として表現させるものという。

無論、その分析や評価については今後の発展や運用

を含め注視していく必要はあるが、たいへん注目す

べき試みであると言えよう。 
旧暦 10 月亥の日は新暦でいうと 11月になるわけ

だが、現在の広島においても、色々な地域で亥の子

を見ることができる。近年は道路がアスファルトで

舗装されていることもあり、かつてのように亥の子

石を地面に打ち付けることは出来なくなってきてい

るが、クッションを敷いて石を搗いたり、移動式の

台車のようなものの上で搗いたり、地域を移動せず

公園など土のある場所で亥の子突きをするなど工夫

を加え行われ続けている。また伝統文化教育として

取り組んでいる小学校もあり、地域に根差した生活

文化と評しても過言ではあるまい。上述の「大イノ

コ祭り」も、規模の差こそあれ、時代によって工夫

された年中行事の射程にある催しであるといえよう。 
ただここまで亥の子の状況を確認してきた時、そ

こに従来のものと比較して大きな差異を指摘できる。

それは亥の子を大人が行っているということである。

執筆者自身はこうした試みを肯定的に捉えるし、主

催者もそうした点に留意していると思われるが、年

中行事として亥の子を俯瞰した際、それは意識すべ

き観点であるし注意の必要な点ではないかと思われ

る。 
 
６ おわりに 

 

幕末の広島で町医・藩医を務めた進藤寿伯が著し

た文献がある。藩政時代の歴史的事件をはじめ江戸

や大坂からの風聞、広島の町で起こった事件が書き

記されており、これに金指正三が校註を加え世に送

り出したのが『近世風聞 耳の垢』である。その宝

暦 8 年(1758)の記録に、亥の子で酒を買いに来た子

供と商人の話が記録されているので以下に挙げる。 
 
 去る亥年、引御堂町に子供集り、亥の子を錺り、

天満屋へ酒を買ひに参り候ところ、一升に付き一

匁二分の酒なり、集り銭一匁これ有り候間、なに

とぞ二分はまけにして一匁にて一升詰めくれ候や

う、段々申し候へども、天満屋酒売り合点せず、

左候はば追って払ひ申すべき由申し候へども、こ

れを以って承引致さず、この上は力及ばず、亥の

子突き候節必ず返報致すべしと申し候へども、そ

れは兎も角もとて亥の子の日に相成り、天満屋前

へ大勢集り、戸口の敷居並びに切石門など散々に

突き割り、打ちたたき候由、依って天満屋助右衛

門大年寄勤め居り候事故、早速役所へ申し出で候

ところ、右の吟味これ有り候て、天満屋御叱りこ

れ有り、差控への由注23） 
 
宝暦年間のことなので『知新集』『自慢白島年中行

事』よりも古い時期の事件ということになるが、興

味深いエピソードである。これは、亥の子に用いる

ための酒を買いに行った子供達が、1升に付き 1 匁 2
分の酒を、手持ちがないということで 1 升を 1 匁で

売ってくれないかと頼んだところ、天満屋がそれを

断ったという出来事に端を発する。子供達は、後に

支払うことを提案するも天満屋がそれを認めなかっ

たことから、ついに亥の子突きの時に報復すること

を告げ、事実、亥の子の日、行動に移した。そこで

天満屋が役所に訴えた所、逆に差控えの処分を受け

てしまったというものである。 
これを現代的に読むならば、子供達の器物破損事

件となろうが、最終的な処置から逆算すると、子供

の行事である亥の子に対しての薄情さが問題視され

旧広島市域における「亥の子」の変遷について 
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たということになるのではなかろうか。 
 ここから何が言いたいかというと、亥の子は子供

を主体とする年中行事であると共に、大人達が地域

の子供を育むという観点の備わる文化の一つではな

かったか？ということである。上掲の逸話を現代法

の観点から見た場合、子供達は加害者、天満屋が被

害者である。しかし「御叱りこれ有り、差控への由」

とあるように、役所から注意を受けた上に、軽い懲

戒処分を受けたのは天満屋だった。これを法制史か

ら考察した際、違った見解があるかもしれないが、1
匁 2 分を 1 匁にまける、もしくは 2 分の支払いに猶

予を設けるというのは、まさに地域の子供を育む際、

必要とされる大人の行為と判断されたのではなかろ

うか。 
ここまで本稿は、大人達が亥の子に参加すること

を戒める事例を確認してきた。それが治安対策の一

環であることは言をまたぬとして、そこには子供達

を育てる環境を保護・整備する観点が介在していた

と考えられる。現在は江戸時代と異なり、年中行事

の存続自体が難しい現実もあるため、大人の参加も

積極的に考える必要があるが、その根本に、亥の子

は子供の行事、子供を育てる行事という認識を据え

ることは、「広島の郷土文化の再評価」「伝統文化の

活用」等のアクションにおいても欠くべからざるも

のと考える。 
 本稿は冒頭で「広島の郷土文化の再評価」「伝統文

化の活用」等のアクションにアクセスできる基礎的

素養を供することを展望に含め考察を展開…と主張

したが、その観点からすると、今一つ押さえておき

たい点がある。それが田の神・火の神といった行事

の根本にある敬神の姿勢である。 
亥の子石をはじめ、亥の子突き前後の仮装も、神

の存在を前提とするアクションに他ならない。子供

を育てる観点に立つと「何を子供に伝えていくのか」

という点が重要になるわけだが、そうした際、広島

の大人達は広島の郷土文化を培ってきた人々の声に

耳を傾け、次代に伝えていく努力を惜しんではいけ

ないのではなかろうか。 
 現在の広島には原爆投下前の生活文化が十分に伝

わっていないのではないか？これは執筆者が「小鷹

狩元凱と薄田太郎への注目と再評価―失われた広島

へのアプローチを通した現代広島における郷土教育

への一提言―」（『広島修大論集』58(2)平成 29）に

おいても主張した点でもあるが、その分析の帰結を

注意深く見守りながら、今後とも原爆投下前の郷土

文化を考察し、文化継承に取り組んでいきたい。 

注記 

注 1)   広島市役所『新修広島市史 第 6 巻 文化

風俗編』（広島市役所、昭和33）P611 
注 2)  中道豪一「小鷹狩元凱と薄田太郎への注目と

再評価―失われた広島へのアプローチを通

した現代広島における郷土教育への一提言

―」（『広島修大論集』58(2)平成 29） 
注 3)  桜井徳太郎編『民間信仰事典』（東京堂出版、

昭和 55）P27 
注 4)   鈴木棠三『日本年中行事辞典』（角川書店、

昭和 52）P609～613 
注 5)   民俗学研究所編 柳田国男監修『年中行事図

説』（岩崎書店、昭和 29）P224 
注 6)   前掲注 1 P349 
注 7)   前掲注 1 P349 
注 8)   広島市役所『新修広島市史 第 7 巻 資料

編その一』（広島市役所、昭和 34）P21 
注 9)   前掲注 7 P21 
注 10)「小鷹狩元凱翁略伝」（小鷹狩丙吉『小鷹狩元

凱翁』京屋印刷所、昭和 13）P1～2  
注 11) 小鷹狩元凱『自慢白島年中行事』（小鷹狩元

凱伝記編纂会編『元凱十著』弘洲雨屋、昭和

５）P31～32 文中に句点・ルビ・「 」を

加えた。 
注 12) 前掲注 10 P1 
注 13) 前掲注 10 P32 
注 14) 三宅正直『廣島歳時記』（三宅正直『鶏肋集』

昭和 5）P146 文中に句点・ルビを加えた 
注 15) 広島市役所『新修広島市史 第 7 巻 資料

編その一』（広島市役所、昭和 35）P306～
307 

注 16) 前掲注P307～308 
注 17) 前掲注 1 P349 
注 18) ＮＨＫ広島放送局『わがなつかしの広島』（広

島地域社会研究センター、昭和 55）P68～
69 

注 19) 前掲注 18  P69 
注 20) 広島市教育委員会『広島市の文化財 第１集 

民俗資料 かき・のり・民俗信仰』（広島市教

育委員会、昭和 56）P145 
注 21) 薄田太郎『がんす夜話』（たくみ出版、昭和

48）P177 
注 22) 前掲注 20 P145 
注 23) 金指正一『近世風聞・耳の垢』（青蛙房、昭

和 47）P59 
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