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17世 紀か ら 18世 紀初頭にか けて制作 された、六道絵・ 地獄絵 の集大成 といわ
れ る熊野
観 心十界曼茶羅 とい う絵画史 料がある。 この絵画史料の部分に、黒 田 日出男
(1980が 、考
証命名 した 「子は三界 の首枷」 とい う推定名 称で議論 されている
部分がある。黒 田は、 こ
の熊野観心十界曼茶羅の制作年代 を室町後期 とし
、当該部分 の解釈 を世 阿弥作の謡 曲 「天
鼓」に当該 のフ レーズが あえるので 「子は三界 の首枷」 とい う が室
諺
町時代に成立 し、時
代背景 とイメージが合致するとい うことでこの よ うな解釈 の根拠 とした
。 ところが、まず
現存 の熊野観 心十界曼泰羅 30数 点 の制作年代 を推定す る限 り、定型本 の
中でもっ とも古い
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三界 の首枷」部分 も当初から描 かれたわけではな く、甲
系統 Ⅳ 形式か ら登場 した とい う
小栗栖健治 (2004)の 主張が あ り、 この小栗栖説 の方が現時点で
は研修者 の間では強 く支
持 され てい る。
そ こで、まず文献的史料 。画像的資料で 「子は三界 の首枷 の
」 定着時期 を検証す る作業
を行 った。 この諺 の出典は、謡 由では もう少 し制作年代が古 い
観阿弥原作 「百万」に もあ
り、幸若 の 「鎌 田」、御伽草子 「わか くさ」にも当該箇所がみ られ
るので、諺 の成立年代は
定説通 り室 町時代 として差 し支 えないよ うに思われ る。 しか し
、絵画史の上で見 るこの部
分 が「子は三界の首枷」とす るには、無理があ る。絵画史的にいえば
、来元画の十王 図 (た
とえば称名 寺本 十三図 「変成大 王図」
)に 原型 が見 られ 、これは堕胎 された胎児が訴状をも
つてその母親 の罪状を十王に訴 えてい る構図 として
解釈 されてい る。 これは、院政期に制
作 された最古 の六道絵聖衆来迎 寺本六道絵 の 「閣魔 王庁幅」に来元画の
意想 が忠実に写 し
取 られ て制作 されてい る。しか し、この聖衆来迎 寺本 (後 世 のその忠実な
模写本を除い て)、
鎌倉時代以降に 日本で制作 された十 王図・ 六道絵 の 当該部分が含 まれ ている
絵画史料の画
像 を調 べ てみ ると、訴状 を持 つ 堕胎児 (水 子霊)の テーマは変容 し
、訴状 を持たな くなっ
てい る。鎌倉時代制作 の絵画、永観堂禅林寺本十界図 「地蔵幅
(左 幅 )」 、出光美術館 本十

王地獄図右幅、
室町時代制作の絵画で二尊院本十三図・浄福寺本十王図 (と もに朱帝王備)、
崇福寺本十三図 。大国寺本十三図 (と もに変成王幅)、 安土桃山時代制作の長岳寺本六道十
王図 (第 六幅)が あるが、日本では堕胎された胎児の意味合いが失われていった。
iち なみ
に、日本で堕胎法が知られるようになったのぃ、中條加の堕胎薬 「子くさり率」が広まつ
たのは江戸時代になったからのことである。一方、熊野観心十界曼茶羅では、甲系統 I〜
Ⅲ形式までのものにはこの当該部分の画像は間魔大王と同様描かれていなぃ。閻魔大王が
初めて描かれる甲系統Ⅳ形式のものに至って、初めて間魔大王の脇に、当該画像が登場す
る。ただし、裸の赤子 (胎 児)の 姿ではなく、着物を着た幼児として描かれおり、箪胎 さ
れた胎児の意味が失われている。また、フィール ド研究として、数年前に可児市龍滴寺で
発見されたものを小栗栖・埴岡両先生と現物調査したところ、この甲系統Ⅳ形式に分類で

きるものであることが判断できた。 また、甲系統Ⅳ形式の もの に限つて、その幼児がつ き
ま と う母親 は首勅Fで はな く手枷 となってい るので、「子は三界 の首枷」とい うよ うな解釈 は
「子は三界の首枷」
無理がある。間魔大 王 とは独立 した位置 に結 かれ始めた乙系統 V形 式で、
とい うよ うな解釈が可能 となる首初口
を した母親になる。つま り、絵解 きされた絵画 とい う
では
Ⅳでは
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間魔大王に付 帯 した 「子返 し (子 殺 し)の 罪」 として描かれ、乙系
統にな り間魔大王 とは切 り離 されて 「子返 しの罪 (子 殺 し地獄 )」 の語 りのオチ として 「子
は三界 の首枷」 とい う諺 が使 われた可能性があるだろ う。

