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日本「桃太郎」傳說故事的原像  
─雉雞．雞的民俗信仰論─  

葉漢鰲  
大葉大學應用日語系助理教授  

 
摘要  

 
據世間流傳的「桃太郎」傳說故事所說，從河上游漂流而來的大

桃子，迸出了一小孩，取名為「桃太郎」，其漸長，孔武有力，就在那

時，住在「鬼島」的眾鬼時而渡過海，來到桃太郎所住的村莊，殺人、

掠奪財物，桃太郎因此下定決心，赴鬼島，征服兇惡的眾鬼。故事中

說，桃太郎向其老邁的爺爺、奶奶要了黃米做的飯團（黍團子）後，

在途中，首先遇到了一斑犬，次為猴子與雉雞，桃太郎一一給了一個

黃米飯團，納為家將，共赴「鬼島」，征服眾鬼，凱旋歸來。問題是故

事中的主人翁桃太郎征討「鬼島」，為何獨選斑犬、猴子與雉雞為隨從

合力打鬼？犬、猴子與雉雞的背後又有何特別意義？本論文特以雉

雞、雞為主題，從古來民間傳承、及信仰的角度探討其真諦。又其內

容大致有如下：  
1、  緒言  
2、  日本古文獻中之雉雞  
3、  雞的古傳承與信仰  
4、  中國古來民間信仰之雞  
5、  日本民俗．信仰中之雞  
6、  結論  

 
關鍵詞：桃太郎 鬼島  
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The Truth of Japanese Legend Momotarou: 
Pheasant and Chicken‘s Folk Custom 

Yeh, Han-Ao 
Assistant Professor, Da-Yeh University 

 
Abstract 

 
  According to the Japanese Legend of Momotarou, a big baby came out 
of a big peach which was floating down the river. His name was 
Momotarou, he grew and grew quickly to be a strong boy. At that time, 
the orgres that lived on Orgre's Island frequently came across the sea to 
the village where Momotarou lived. The orgres slain and seized the 
village. So he has made up his mind to go to the Orgre's Island and 
conquer the evil orgres. In the story, Momotarou asked his parents to 
make some millet dumplings. On his way, first he met a dog and then he 
met a pheasant and a monkey. Momotarou gave them a millet dumpling 
individually and then they became Momotarou’s followers. They went to 
the Orgre’s Island together and came home honorably after conquered the 
orgres. The problem is why the leading role, Momotarou, alone choose 
dog, monkey and pheasant to conquer the Orgre’s Island? What is the 
hidden meaning of dog, monkey and pheasant? This paper only takes 
pheasant and chicken as the theme to treat about the truth from the angle 
of folk custom and religion. The contents are as follows: 

1.Foreword  2.The pheasant in the Japanese papyrus  3. The chicken’ 
legend and brief  4. The chicken in Chinese folk custom and brief  5. 
The chicken in Japanese folk custom and brief  6. Conclusion   。  
 
Keywords: Momotarou, the Orger’s Island  
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昔話「桃太郎」の原像  
―雉‧鶏の民俗信仰論―  

葉漢鰲  
大葉大学応用日本語学科助理教授  

 
要旨  

 
周知の通り、流布本の昔話「桃太郎」では、川上から流れてきた

大きな桃から生れた桃太郎が成長後、たいへんな力持ちになり、ち

ょうどその時、鬼が島から鬼どもが偶々海を渡って村にやって来て

物を取ったり、人を殺したりしたことを聞き、ついにその鬼が島の

鬼を征伐することに決心した。それで兵糧としての黍団子を爺さん

と婆さんにこしらえて貰って出掛けた。途中、ぶち犬、猿、雉など

に出会い、それぞれに一つの黍団子をやって家来としてその三者を

つれて鬼征伐に鬼が島へ赴いたという。ところが、なぜ桃太郎話で

は鬼が島を征伐するに、犬、猿、雉などの動物を家来として取り入

れるのか、その背後にいかなる意味が潜んでいるのか、本論ではま

ず「雉」を取り上げて考えてみたい。内容は概ね次のようである。  
1、  はじめに  
2、  古文献に現れる雉について  
3、  鶏の古伝承について  
4、  中国民俗における鶏の辟邪信仰  
5、  日本民俗と鶏  
6、  むすび  
 

キーワード：桃太郎 鬼が島  
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昔話「桃太郎」の原像  
―雉‧鶏の民俗信仰論―  

葉漢鰲  
大葉大学応用日本語学科助理教授  

 
1．はじめに  

周知の通り、流布本の昔話「桃太郎」では、大きな桃から生れた

桃太郎が成長後、たいへんな力持ちになり、ちょうどその時、鬼が

島から鬼どもが偶々海を渡って村にやって来て物を取ったり、人を

殺したりしたことを聞き、ついにその鬼が島の鬼を征伐することを

決心した。それで兵糧としての黍団子を爺さんと婆さんにこしらえ

て貰って出掛けた。途中、ぶち犬、猿、雉などに出会い、家来とし

てその三者をつれて鬼が島へ赴いたという。この話にはぶち犬、猿、

雉などを登場させ、主人公の桃太郎に助力して恐るべき鬼を退治す

るのである。ところが、鬼がイメージ的には大変強くて、恐ろしい

のは言うまでもないが、なぜ桃太郎が鬼が島の鬼たちを征伐するの

に、わざわざ一見して話にならない犬、猿、雉などの動物を家来と

して取り入れるのか、その背後にいかなる意味が潜んでいるのか、

本論ではまず「雉」を取り上げて考えてみたい。  
 
2．古文献に現れる雉について  

日本の文献史料の中で、雉が 初に姿を現すのは『古事記』（七

一二年成立）や『日本書紀』（七二〇年成立）の神代の葦原中国の平

定の神話である。『古事記』には、次のようなことが記してある。  
 大国主神が国作りをして、その統治者になった葦原中国を、高天

原側が黙っているはずはなく、高天原いわゆる天界の主宰者天照大

御神がその国、いわゆる地界の統治を子の天之忍穂耳命に命ずるが、

その神は天降りの途中、葦原中国のひどく騒がしい様子を見て引き

返してきた。高天原ではふたたび相談したすえ、こんどは天菩比神

を交渉特使として遣わしたが、大国主神に媚びて三年になっても復
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命しなかった。  
 次に使者として遣わしたのは天若日子である。この神は葦原中国

に降り着くと、すぐに大国主神の娘を娶り、八年がたっても復命し

てこないので、高天原では彼を問責するために雉を遣わしたが、逆

に射殺された。それ故に今日でも諺で「 雉
きぎし

の頓
ひた

使
つかい

」というが、そ

の語源はこれである。  
 『日本書紀』と『古事記』は日本古代の第一級文献史料とされた

が、編纂の目的は異なっている。前者は対外的に威を示そうとする

のに対し、後者は皇室を中心とする国家統一を目指すのである。両

書では、神代の神話・伝説の部分では重複した内容が多いが、上述

の雉についての記事はやや異なっている。『日本書紀』では次のよう

になっている。  

…「 昔
いむさき

、天
あめ

稚
わか

彦
ひこ

を葦原中国に遣
や

りき。至
い

今
ま

に久しく来ざる所
ゆ

以
え

は、蓋
けだ

し是
これ

国
くに

神
つかみ

、強
い

禦
むか

之
ふ

者
もの

有
あ

りてか」とのたまふ，乃
すなは

ち無
なな

名
し

雄
をの

雉
きぎし

を 遣
つかは

して、往
ゆ

きて候
み

しめたまふ。此
こ

の 雉
きぎし

降
とび

来
くだり

りて、因
よ

り

て粟
あは

田
ふ

・豆
まめ

田
ふ

を見て、 即
すなは

ち 留
とどま

りて返
かへ

らず。此
これ

、世
よ

の所
いは

謂
ゆ

る、

雉の頓
ひた

使
つかひ

の 縁
ことのもと

なり。故
かれ

、復
また

無
なな

名
し

雌
めの

雉
きぎし

を遣す。此
こ

の 鳥
きぎし

下
とび

来
きた

り

て、天稚彦が為
ため

に射
い

られて、其の矢
や

に中
あた

りて上
のぼ

りて 報
かへりことまう

す、

云
しかし

云
かいふ

。 

『日本書紀』の記事では雄雉と雌雉となっているが、『古事記』では

雄雉の話は見られない。即ちは天界から地界に降りてきた雄雉は大

好物の粟の田と豆の田を見つけたため、それに引き留められ、遂に
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天上の天照大御神に復命しなかった。二回目は雌雉を遣わしたが、

かえって天若日子に射殺されて失敗に終わったという。この話より

雉の役柄は使者という属性を挙げることが出来る。  
 また『古事記』では、この話の続きに、雉を射殺した矢は天上の

高天原にまで射上げられ、高
たか

御
み

産
む

巣
す

日
ひの

神
かみ

がそれを地上に投げ返すと、

その返し矢は寝ていた天若日子に当たって、彼は死んでしまう。そ

れで天若日子のために遺族が喪屋を造って、葬式を行い、鳥類が葬

送に奉仕する役目をそれぞれ分担して努める。即ち  

河
かは

雁
かり

をきさり持
もち

と為
し

、鷺
さぎ

を 掃
ははき

持
もち

と為、翠
そに

鳥
どり

を御
み

食
け

人
びと

と為、雀
すずめ

を碓
うす

女
め

と為、雉を哭
なき

女
め

と為、如此行ひ定めて、日八日夜八夜を

遊びき。 （傍線引用者）  
 ここでは雉を哭女とする。「哭女」とは葬送のときに儀礼的に泣い

たり、死者をしのぶことを唱えながら泣く女であり、死者への哀悼

表現と死霊を鎮めるためのもので、死者を蘇らせる呪術ともいわれ

る 1。因みにこういう儀礼は今日台湾民間の葬送儀礼にも見られ、「孝

女哭墓」に当たるのである。  
 また『万葉集』巻十一・二八〇二・或本歌「足引きの 山鳥の尾

の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」という一首が

あり、即ち、山鳥の尾のしだり尾のように長い長い夜を、今宵はひ

とりで寝ることであろうかという意味である。句中の山鳥は山の鳥

ではなく雉科に属するヤマドリであり、古くの俗信ではこの鳥を婚

礼の祝いに送ってはならないという 2。  
 さらに『源氏物語』「行幸」の巻、帝源氏と贈答、玉鬘の感想と宮

仕勧誘の段に  

                                                 
1 福田アジオ等編（2000）『日本民俗大辞典』「なき女」条参照、吉川弘文館  
2 久保田正文（1979）『百人一首の世界』ｐ24、文春文庫  
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  【冷泉は】蔵
くら

人
うど

（の）、左
さ

衛門の 尉
じょう

を御使
つか

ひにて、【源に】きじ

一
ひと

枝
えだ

たてまつらせ給ふ。（冷泉天皇は蔵人の左衛門の尉を遣わし

て雌雄二羽の一双の雉を柴につけて、源氏に贈る。）  
とある。『日本古典文学大系』の注ではこの雉について、鷹野からで

なくて、雉子を贈る場合には、長さ二メートルあまり（七尺五寸）

程の柴につける。春は、雌を左に雄をその下につけ、冬は、その逆

につける 3と説明している。また『古今和歌集』巻十九、一〇三三首

に、  
  春の野のしげき草葉の つまごひにとび立つ雉の ほろゝとぞ

なく（春ののどかな野原の草むらに一羽の雉がほろほろと鳴き

ながら妻を求めて飛び立っている姿をみると、人の方では涙を

こぼすさまになる。）  
とある。このように見てくると、和歌の世界では雉子は妻恋のイメ

ージがつよいと言える。ところで、この雉はいかなる意味を持つの

か、また、贈り物に雌雄二羽を一対として送るのはどういう意味な

のだろうか。『岩波古語辞典』（大野晋等編）を引いてみると、次の

ような解釈がある。  
冬の鷹狩の獲物として、引出物にされた。贈物にするときには

枝に一双（雌雄二羽）つける。  
 要するに雉子はよく恋の喩えに用いられ、雌雄二羽を一対として

送るのは相手や恋人を求め、誘い出すという意味になるのである。

ほかに、雉についての諺に「雉の草隠る」というのがあり、雉が草

むらに隠れたつもりで尾を出していて捕えられるという意で浅慮に

よる失敗のたとえである。その例として『大平記』巻十「亀寿殿令

落信濃事
付 

  左近大夫偽落奥州事」の段に「トテモ隠レアルマジキ物

故ニ、狩場ノ雉ノ草隠タル有様ニテ、敵ニサガシ出サレテ」とある。  

                                                 
3 山岸徳平注（1959）日本古典文学大系『源氏物語』三、ｐ427、岩波書店、  
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また「雉も鳴かずば打たれまい」という諺もあり、これは無用の

発言をしなければ、禍を招かずにすむことのたとえである。  
このように見てくると、古典文学の世界で現れた雉について、そ

の性格やイメージを、大きく次のように纏めることが出来る。  
イ、諺の「雉の頓使い」のように、行ったきり帰ってこない使い

の意。  
ロ、贈り物にするときに誠意を示し、相手を求め誘い出すの意。 
ハ、諺の「雉の草隠る」というように浅慮による失敗のたとえ。 
ニ、諺の「雉も鳴かずば打たれまい」というように無用の発言を

しなければ、禍を招かずにすむことのたとえ。  
という。ところで桃太郎話に登場した雉のイメージは勇気があり、

強くて逞しい。これは、雉自身の性格に合わないような気がする。

思うに、桃太郎話は元々は単なる子供に聞かせるお伽話ではなく、

魔除けやこどもの健やかな成長への祈りが本来の目的であることを

考えれば、その雉は鶏のことを指すと思われる。  
 
3．鶏の古伝承について  

『集韻』には「雉、或作
  

二 鴙‧鶨 。  

一  」 鴙とある。 について、『廣

雅、釈鳥 鴙』には「 、野鶏也。」と解釈する。日本 初の分類体の和

漢辞書十巻本『倭名類聚鈔』（九三一～九三八成立）にも「雉 広雅

云雉、野鶏也」となっている。このように見てくると、雉は即ち野

鶏であり、鶏である。 

3﹒ 1 烏と鶏と太陽信仰 

 中国古代の神話では、烏と鶏がともに太陽のシンボルで、太陽そ

のものと信仰したのはかなり古くからあった。烏について『山海経

第九』「海外東経」には 

  下有湯谷。湯谷上有扶桑、十日所浴、在黒歯北。居水中、有大

木、九日居下枝、一日居上枝（下に湯谷がある。湯谷の上に扶

桑があり、十個の太陽の浴する所であり、位置は黒歯国の北に

ある。水中に一本の大木があって、九つの太陽は下の枝におり、
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一つだけは上の枝にある）。 

とある。文中の「十日所浴」の「浴」とはあびるの意ではなく、“飛

ぶさまであり、鳥が忽ち高く忽ち低く飛ぶこと”である（『大漢和辞

典、諸橋徹次著』参照）。『大戴禮記・夏小正』に「黒鳥浴。黒鳥者

何也？烏也。浴也者、飛乍高乍下也。（黒鳥浴、黒鳥とは何か、烏な

り。浴とは忽ち高く忽ち低く飛ぶことである。）」とある。孔廣森補

注には「浴者、言烏乗暄飛、上下若浴然。（浴とは烏が風に乗って高

くなったり低くなったりして水を浴びるようである。）」と解釈して

いる。こう見てくると、十個の太陽の浴する所とは、いわば十個の

太陽の所在、拠点である。ところで、神話の世界では太陽はいかに

して大木の上にのぼるか。これについて『山海経第十四』「大荒東経」

には次のようなことが記してある。 

 湯谷上有扶木、一日方至、一日方出、皆載于烏。 

即ち、湯谷の上に一本の大きな扶桑木があり、十個の太陽がこ

れより出入りして、一つの太陽が帰って来たところで、別の一個が

出始める。皆烏に載っているという。この内容によると、太陽の昇

降は烏によることが分かる。言い換えれば、烏は太陽の依代とも考

えられる。因みに、『山海経』「大荒東経」の郭璞の注では、この「烏」

については「日中有三足烏」とあり、即ち太陽の中の烏は三足の鳥

である。ほかに『初学記』巻三十所引の『春秋元命苞』に「日中有

三足烏者、陽精（日中にある三足烏というのは、陽の精なり。）」と

あるように三本足の烏が太陽を象徴するのは普遍的な信仰のよう

である。 

そのほかに、『楚辞・天問』に「羿焉弾日？烏焉解羽？（羿
げい

は焉
いづ

くに日を弾
い

たる。烏は焉くに羽を解
おと

せる）」という文があり、これ

に対し後漢の王逸の注では『淮南子』を引用しつつ 

尭時十日並出、草木焦枯。尭命羿仰射十日、中其九日、日中

九烏皆死、堕其羽翼、故留其一日也（尭の時、十個の太陽が一
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斉に出てきたので、草木は立ち枯れた。尭は羿に命じてその十

個の太陽を仰ぎ射させた。そのうちの九つに中り、太陽の中の

九羽の烏は皆死に、その羽翼を堕した、故にその一つの太陽が

取り残された）。 

と説明している。明らかに烏は太陽のシンボルで、太陽そのものと

考えた。一方、鶏はもともとは野鶏であり、鳥であった。古くは烏

と同じく太陽のシンボルとされた。その性格は主に次のようなこと

をあげることが出来る。 

3．2 鶏と四時の運行 

鶏の信仰はかなり古く、甲骨文にすでに鶏の象形文字が見られ、

しかも太陽信仰と結びつき、太陽のシンボルとされた。一方、前述

の太陽を象徴する烏は、程無く「天鶏」や「金鶏」に変わっていく

ようになった。中国南朝の梁任昉の『述異記』巻下には、 

東南有
  

 二桃都山
、 

 一上有
  

 ニ大樹
、 

 一名曰
  

 ニ桃都
、 

 一枝相去三千里、

上有
  

 ニ天鶏
、 

 一日初出炤
  

 二此樹
  

 一則鳴、天下鶏皆随
  

 レ之鳴。（東

南の方に桃都という山があり、その上に一本の大樹があって枝

は三千里にも渡り、その木の上には天鶏がすみ、毎朝、この木

に日の光が照ると、即ち天鶏が鳴く。天鶏の鳴き声をきくと、

天下の鶏がそれに随い鳴く。） 

とある。また『玄中記』にも次のような記事が記してある。 

巔蓬萊之東、岱輿之山、上有扶桑之樹、樹高萬丈。樹 常有天

巢 每雞為 于上、 夜至子時、則天雞鳴、而日中陽鳥應之。陽鳥鳴、

則天下之雞皆鳴。」4（蓬莱の東に岱輿という山があり、その上

に扶桑の樹がある。樹の高さは萬丈あり、その頂上には常に天

鶏が巣を作ってある。毎夜、子時になれば、即ち天鶏が鳴き、

太陽中の陽鳥がこれに応じる。陽鳥が鳴けば、直に天下の鶏が

皆鳴く。） 

さらに『玉函山房輯佚書』輯『河図括地図』に「桃都山有大桃樹、

                                                 
4 袁珂編著（1985）『中国神話伝説辞典』天鶏条、上海辞書出版社  
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盤屈三千里。上有金鶏、日照則鳴。」とあって、『神異経・東荒経』

にも「扶桑山有玉鶏。玉鶏鳴則金鶏鳴、金鶏鳴則石鶏鳴、石鶏鳴則

天下之鶏悉鳴，潮水應之矣（扶桑山には玉鶏がある。玉鶏が鳴けば

即ち金鶏も鳴き、金鶏が鳴けば則ち石鶏も鳴く。石鶏が鳴けば則ち

天下の鶏は悉く鳴き立てる。潮水もそれに応じる）。」とあるように

扶桑の大樹にある烏はやがて「天鶏」や「金鶏」に変わっていった。

これについて王秀文氏は、太陽のシンボルとした烏が鶏に移り変わ

ったことは単なる神話の異変によったものに過ぎないと考えた5。こ

の説に対し、私は中国の民間信仰では古くから、暁を告げる雄鶏を

暁曙を象徴し、旭日昇登を誘導する陽性を象徴する鳥として扱った

こと6に深く関係があると思われる。 

『周易緯・通卦験』には 

鶏、陽鳥也、以為人候四時、使人得以翹首結帯正衣裳也。          

とあり、その大意は、鶏は陽鳥である。人間のために四時の運行を

測候し、人を起こして帯を結び衣裳を正して生活を営むという。さ

らに後漢の応劭の『風俗通』巻八「雄鶏」の条に次のようなことが

記されている。 

   俗説：鶏鳴将旦、為人起居。門亦昏閉晨開、扜難守固。禮貴

報功、故門戸用鶏也（俗説に鶏鳴き将に旦ならんとするや、人

の起居を為す。門もまた昏に閉じ、朝に開く。難を防ぎ、固く

守る。禮、報功を貴ぶ。故に門戸に鶏を用いるなり）。 

また同条に『青史子書』を引用して「鶏は東方の牲である。歳が終

わり、更に始まる。弁秩、東に作り、萬物戸に触れて出る。故に鶏

を以て祭祀するのである。」と説いている。さらに同条の続きには、 

「臘とは刑を迎え徳を送る所以なり。大寒至らば常に陰の勝つを恐

る。故に戌日を以て臘と為す。戌とは土気なり。その日を以て鶏を

                                                 
5 王秀文（2000）「桃をめぐる蓬莱山・崑崙山・桃源郷の比較民俗的研究」ｐ78、

国際日本文化研究センター紀要第 22 集  
6 白鳥清（1936）『古代支那人の民間信仰』ｐ、60、岩波講座『東洋思潮』、岩波

書店  
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殺し、以て刑徳を謝す。雄は門に著き、雌は戸に著き、以て陰陽を

和し、寒を調え、水を配し、風雨を節すなり」とある。 

 上述の記事を纏めてみれば、鶏は次のような特性を挙げることが

できる。 

イ、鶏が夜明けと結びつき、要するに鶏が鳴ければ、夜は明ける。

言い換えれば、夜明けは鶏の鳴きに従い行われる。ひいては古代農

業社会の人々の「日出而作、日入而息（夜が明けると起出て働き、

日が暮れると家に帰って休む）」という生活規律にもつながっている。 

ロ、漢・班固の『白虎通・五行』には「木在東方、東方者、陰陽

気始動、万物始生。木之為言触也、陽気動躍」とある。東方は陰陽

二気が動き出してからこそ万物が始めて生じる。鶏は万物の秩序の

源なる東方の動物であり、そういう意味で鶏は四時の運行とふかく

関係がある。さらにこれは星の信仰にも深く係わりがあり、『晋書・

天文志』には「狗国北二星曰
  

 ニ天鶏
、 

 一主
  

 ニ候時
。 

 一」（狗国の北に二

つの星があり、天鶏と曰く、時の運行を司る）とあるのが傍証でき

ると思われる。 

 鶏と四時の運行、及びその報晨性は日本にも見られる。民間では

丑の刻（午前二時）に鳴くのを一番鶏、寅の刻（午前四時）に鳴く

のを二番鶏とし、時間を知る目安として利用された。さらにその報

晨性は太陽の再生信仰にも結びついた7。『古事記』の「天の石屋戸

こもり」の段に、次のような話がある。 

天照大御神が弟神の速須佐之男命の乱暴な行為を恐れて、天の石

屋戸に入りこもりになった。すると天界の高天原はすっかり暗くな

り、地界の葦原中国も全く暗くなった。このように日の光のない夜

ばかりがいつまでも続いた。そのため悪い神々の騒ぐ声は五月の蠅

が湧き騒ぐように世界に満ち、あらゆる禍という禍が至るところで

起こった。その有様を見て八百万の神々は天の安河の河原に集まっ

て会議を開いた。高御産巣日神の子の思金神は謀を凝らした。まず

                                                 
7 福田アジオ等編（2000）『日本民俗大辞典』「鶏」の条参照、吉川弘文館  
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「常世の長鳴鳥を集めて鳴かしめて」、即ち闇夜に長く長く鳴く長鳴

鳥の鶏を数多く集めて来ていっせいに鳴かしめたのである。 

 文中の「長鳴鳥を集めて鳴かしめる」について、『日本古典文学大

系』本の注には、太陽（日神）の出現を促す呪術である8と解釈して

いる。 

ハ、『禮記』巻二十五「郊特牲」には「陰陽和而萬物得」とある。

即ち陰陽調和して万物を生じ、すべてのことが順調に行われるとい

う理である。前掲の『風俗通』の「大寒至らば常に陰の勝つを恐る。

故に戌日を以て臘と為す。戌とは土気なり。その日を以て鶏を殺し、

以て刑徳を謝す。雄は門に著き、雌は戸に著き、以て陰陽を和し、

寒を調え、水を配し、風雨を節すなり」とは、鶏は陽に属し、大寒

は冬の 中で陰に属する9ので陽の鶏を以て陰陽の調和を求めるの

である。 

3．3 中国の古文献に現れる鶏の辟邪信仰 

古代信仰では鶏は報晨という属性があるほか、辟邪の霊力をも有

すると信じられてきた。鶏の辟邪信仰について、まず、梁の宗懍の

荆『 楚歳時記』に記された例をあげることができる。その正月の「門

の飾りと門神」の条に次のような記事がある。   

画鶏を貼り、或は斲
き

りて五采を 鏤
ちりば

め、及び土鶏を戸上におき、

桃板を造りて戸に著
お

く。…荘周を按ずるに云う。鶏を戸に掛く

る有り。葦索をその上に懸け、桃符を旁に挿するあらば百鬼、

之を畏ると。又魏の時、議郎の董勛に問いて云う。今、正臘の旦
あさ

、

門前に煙火‧桃神‧絞索‧松柏を作し、鶏を殺し門戸に著くは

疫を逐うの礼なるかと。…  

文中の画鶏とは門戸に鶏を画いたものを貼る風習であるが、その
                                                 
8 倉野憲司等校注（1958）日本古典文学大系『古事記祝詞』ｐ81、岩波書店  
9 『神農本草』には「春・夏は陽とし、秋・冬は陰とす」と記してある。  
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初めは絵を貼るのではなく、鶏を殺してそれを門戸にぶら下げたの

であろうという説もある
10
。さらに後漢の應劭の『風俗通』巻八「雄

鶏の条」に  

今人、卒かに鬼刺痱
ひ

悟
ご

を得らば、雄鶏を殺し以って其の心の上

に伝う。賊風を病む者は鶏散を作る。東門の鶏頭、以て蠱を治

むべし、此に由って之を言えば、鶏は主として以て死を禦ぎ、

悪を辟くるなり。 

とあり、即ち鶏には魔除け、疫病を払い、死を防ぎ、悪を避ける力

があるという信仰である。  
 また、正月の元旦に門戸に鶏を画いたものを貼る風習の縁起につ

いて、宋の高承撰の『事物紀原』に次のようなことが記してある。 

      董勛問禮曰、正月一日為雞、二日狗、三日羊、四日豬、五日

牛、六日馬、七日人、正旦畫雞於門、七日貼人於帳、為此也。

狀 歲拾遺記曰、堯在位七年、祇及國獻重明鳥、 如雞、或一 數來、

戶 狀或數歳一來、國人莫不掃酒門 、以望其來、或刻金寶為其 、

戶 每 戶置 牖間、則鬼類自伏云、今人 歳元日刻畫為雞於 上、蓋其

遺像也。 

即ち、その大意は董勛の『問礼俗十巻』には正月一日を鶏となし、

二日を狗となし、三日を羊となし、四日を豬となし、五日を牛とな

し、六日を馬となし、七日を人と為す。元旦に鶏の絵を、七日に紙

の人形を門に貼り付けるのは、そういうことであると説明している。

さらに『拾遺記』には、昔堯の時、祇及國から一羽の「重明鳥」を

献上した。その鳥の姿は鶏に似ているし、しかも年に数回、或は数

年に一回飛んで来たので、国の人は皆門戸を綺麗にしてその訪れを

待ち、或は金宝をその形にして門口に置き、鬼や悪い物は自然に去

っていく。世の人が毎年の元日に鶏を画いたものを門に貼り付ける

習俗はその遺風であるという。 

                                                 
10 守屋美都雄訳注（1978）『荆 楚歳時記』ｐ11、平凡社  
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 鶏の魔除け信仰についてもう一つの文献を挙げてみよう。 

 晋の干宝の『捜神記』巻二に次のような話がある。 

 ある日、夏侯弘という人が江陵で一大鬼に出くわした。その鬼は

手に矛を持ち、後に数小鬼が付いている。夏侯弘は恐れをなして道

の脇に隠れて、その大鬼が通り過ぎた後、一匹の小鬼を捉え、「これ

は、なにものだ」と聞いたところ、「人間を殺す矛だ、心腹を突き刺

されたら、即死せぬ人はいない」と小鬼が返事した。それでは「こ

の病を治す方法があるか」と、夏侯弘が小鬼に聞けば、「烏鶏を以て

心腹に塗りつければ結構だ」と小鬼が教えた。再び夏侯弘が「今、

どこへ行くのだ？」と尋ねると、「荆 州、揚州へ行くのだ」と小鬼が

答えた。ちょうどその頃、あの地方では心腹の病が流行って、その

病に罹った人は死なぬものがない。すると夏侯弘はこの治療方法を

人々に教え、十中八九の患者が治ったという。 

 この話中の心腹病の治療方法は原文では「以烏鶏薄之」となって

いる。「薄」とは『漢語大辞典』（漢語大辞典出版社）では「塗敷、

塗抺」と解釈している。即ち塗りつける、塗りつぶすという意味で

ある。そうであれば、恐らく烏鶏の潰した鶏血をさすのだろう。 

 
4．中国民俗における鶏の辟邪信仰 

 一九九三年八月の末から九月の五日にかけて、中国四川省の綿陽

という所で「四川目連戯国際学術研討会」が開催され、その時筆者

も参加して四川の目連戯を見ることが出来た。中国の目連戯と言っ

ても地方によって内容や演出に多少相違があるが、四川の目連戯は

もっとも伝統的で古い歴史を持っているとよく言われている。その

際、演じられた目連戯の構成は次のようである。  
 一、霊官鎮台 二、劉氏出嫁 三、劉氏四娘開五暈 四、目連救

母 五、扯謊過殿 六、賊打鬼 七、王婆罵鶏 八、丑回煞  
演出場所は富楽山の麓にある富楽堂という廟中の舞台である。  

 ここで特に取り上げたいのはその一の霊官鎮台である。霊官鎮台

とは、祀りが行われる前、行事が順調に行われることや無事などを
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祈るため、霊官という神様を招き下ろし、村中の悪神や疫鬼を追い

払い、祭り場の清めや舞台を鎮護するという儀礼である。  
 儀式の始めに「道士」が「開壇詞」を唱えながら神下ろしの儀式

を行う。まず一人の、道士帽をかぶって道士袍を身につけた道士が

手に一羽の雄鶏を提げ、賑やかな鼓と銅鑼声のなかで登場して口々

に歌を唱えながら激しい身振りをした末、口で鶏の首を噛み潰し、

そして人差指を以てその鶏の首から流れ出した血をつけて符呪を画

く。次にその画いた符呪を舞台の四面に貼り付けるのだが、俗説に

よれば神々はもう祭りの場に降臨したという意味なのである。  
 このような儀式はほかにも色々な所で報告されている。例えば江

蘇省南通県興仁鎮で行われる「僮子戯」ではその一日目の儀式は次

の通りである。  
 一、開場鑼鼓 二、開門 三、唱鶏歌 四、祭壇 11 
 上述の第三項の「唱鶏歌」という儀式は前掲の目連戯の「霊官鎮

台」と基本的には同一性質のものであり、鶏の首を噛み潰してその

血を以て祭壇上に飾った神像に塗りつけるのである。  
 また貴州省の黔東南清水江辺りの苗族居住地では五月二十五日に

「龍舟節」を行うことがある。その「龍舟」の進水式に鬼師（シャ

ーマン）が白鶏をつぶし、その鶏血を酒に混ぜて舳先および脇に積

んでいる茅に撒き散らしたり、船子たちに飲ませたりする 12。  
前述の「霊官鎮台」や「唱鶏歌」、「龍舟節」の進水式などは明ら

かに清め、厄払い儀礼の一つである。鶏の血を以て清めや魔除けの

ために用いる例はほかに枚挙に遑がないが、かなり古い伝承である。

『禮記・雑記下』には  
成廟則釁之…雍人舉羊升屋、自中、中屋南面掛羊、血流於前、

乃降。門、夾室皆用雞。  
とあり、文中の「釁」とは、血祭りとも言う。犠牲の血を器に塗っ

                                                 
11 諏訪春雄（1997）民俗曲芸叢書『中日韓民間祭祀儀礼的比較研究』ｐ147、財

団法人施合鄭民俗文化基金会  
12 同上、ｐ148 
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て神を祭るという意である（『大漢和辞典』大修館書店刊行、参照）。

即ち新宗廟が竣工したとき、正殿には羊を用い、門及び両側の部屋

は鶏を用いるという。また晋の葛洪の『抱朴子』巻十六、黄白の務

成子法の条にも次のようなことが記してある。    
   青羊の血、丹鶏の血を以て一丸に塗って都門の上に懸ければ

一里疫に罹らず、更にそれを以て牛羊等の六畜の額上に塗れば

皆疫病せず、虎豹にしても犯すことも出来ない。  
 このように見てくると、古来の鶏の辟邪信仰は鶏自体のみに限ら

ず、その血にも十分な霊力があることが分かる。  
 ほかに、民間における鶏の俗信について、幾つかの例を挙げてみ

よう。  
 事例一、中国の東南沿海地域および西南少数民族の間では、子供

が昼間遊んだりする中、人やものに嚇かされ、夜には夜泣きしたり

悪寒や発熱したりしている場合はその魂が体より抜け出たと信じら

れる。その時「収驚」という呪術を行わなければならない。収驚と

は子供の魂魄を呼び戻す呪いである。その方法は地方によって異な

っているが、一般的には親が神様に線香をあげて祈り、それから母

親は一羽の大雄鶏を抱えて太陽の沈まない内に、玄関の前または子

供がよく遊んでいる所で霊呼びをする。その唱え言葉は大体次のよ

うである。  
  某の魂よ、某の所に某のお化けがいるよ、おまえはあそこへは

行けない、早く家に戻って来い、親の所に戻って来い。それで

その子供の名前を叫びながら鶏を叩いて「ゴ、ゴ、ゴ」という

声を鳴かせる 13。  
 この話の本質は前掲の『古事記』の「天の石屋戸こもり」の段の

話とかなりの共通点が見られる。その両話の特徴をまとめて比較す

ると、  
イ、『古事記』の話は太陽神の天照大御神が弟神の速須佐之男命

                                                 
13 陳勤建（1996）『中国鳥文化』ｐ117 参照、学林出版社  
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の乱暴な行為を恐れて天の石屋戸に入りこもったので世界はすっか

り暗くなったのに対し、後者の話は子供が人やものに嚇かされ、そ

の魂が体より抜け出たので調子が狂った。  
､ロ 対策として『古事記』の話は鶏を数多く集めて来ていっせい

に鳴かしめるのに対し、後者の話は一羽の大雄鶏を抱えて「ゴ、ゴ、

ゴ」という鳴き声をさせる。  
ハ、『古事記』中の鶏の役割はその鳴き声を以て天照大御神の魂

（陽光）を招き邪気を祓う 14のに対し、後者の話は大雄鶏の鳴き声

によって子供の魂を呼び戻し、邪気を祓うのである。  
事例二、古代中国の婚儀においては「催妝」という儀礼がある。「催」

とは催促の意で、「妝」とは花嫁の準備、化粧という意味である。即

ち嫁入りの支度を催促することである。これは旧婚儀においてはも

っとも肝要な儀式の一つである。その様相について明の沈榜の『宛

署雑記』に窺うことができる。  
娶前一日、婿家以席一、雄鶏二、並雑物往女家、号曰 “催妝”。 

とある。要するに嫁取りの前日、婿側は一卓の宴席、及び二羽の雄

鶏を嫁側に贈らなければならない。さらに今日の台湾では婚儀を執

り行う際、“帯路鶏”という風習が各地に伝えられている。帯路鶏は

主婆鶏ともいう。それは花嫁側から用意して一羽の雄鶏と一羽の雌

鶏からなり、鶏の足に九尺の赤い紐をつけ、籠に入れて花嫁の付き

添いがそれを持って行くという。また帯路鶏とは、文字通り嫁が婿

の家へ行く道を導く鶏である。しかも新郎新婦の二人は鶏のように

子孫繁栄して、九尺の赤い紐の「九」（九と久が同音、）のように夫

婦そろって長生きして、ともに白髪になるという意味である。  
 この例の本質をあげてみれば、  

イ、雄鶏は縁起物とされる。  
ロ、雄鶏は道の清めや厄払いに用いる。  
ハ、台湾の“帯路鶏”という風習は古くの“催妝”という婚儀よ

                                                 
14 日本古典文学全集『古事記』（1972）ｐ81 の注 27 参照、小学館  
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り移り変わったものと思われる。 

 事例三、中国少数民族の侗族の風習  
 侗族の風習では建物の梁に雄鶏の血を塗りつけていなければ入居

しない。反ってきちんとすれば、悪霊が遠ざかり、家族の平穏や家

の福をもたらすことが出来ると信じる15。  
 この話は明らかに前で触れた雄鶏の血による辟邪信仰である。  
 
5．日本民俗と鶏  

日本の神社には必ず参道入口や社殿の周囲の玉垣に鳥居という

建物が立っている。その起源については色々の説があるが、その中

に圧倒的なのは鶏栖説である。例えば、根岸栄隆氏の整理を上げて

見れば、  
曰く、鶏栖、孝声切韻楣

毛 

反

報 

 今之門鶏栖也（和名抄） 

曰く、とりゐ、和名抄に鶏栖をよめり。鳥居の義なり。神社に

必ず鳥居あるは神代記の長鳴鳥の故より起れり。衡門に近し。

（倭訓栞） 

曰く、鳥居は鶏栖とも云ひて鳥を宿すべき木なり。古へは神前

へ鶏をも供し、幣帛の一種なり。（嬉遊漫筆） 

曰く、或は曰く日の神天の岩窟にこもり給ひし時、八百萬の神

謀りて出御あらん事を祈り玉ひ、遂に木を岩戸の前に立て鶏を

其木の上に居らしめて鳴かしむ。所謂此の木即ち鳥居の初め也。
16 

という。しかしなぜ「神前へ鶏をも供し」、なぜ「鶏を其木の上に居

らしめて鳴かしむ」かについては何も説明していない。考えれば、

前でも触れたように鶏は東方の牲であり、陽に属する。死と悪とを

避けることが出来、いわば強い辟邪の霊力を有するという信仰が背

景にあると思われる。  
また、日本の神社では病気が快癒したときに、鶏の絵馬を納める

                                                 
15 同 14、ｐ、129 参照  
16 根岸栄隆（1986）『鳥居の研究』ｐ370、第一書房  
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風習がある。さらに咳の出ぬ呪いに門口に鶏の絵馬を逆に貼る地方

もある。これらの風習について山口健児氏は、これは鶏が頸をのば

して啼く様子から咳に苦しむ小児の姿を連想したものであろうと説

明している17。が、この説を私はとらない。後漢の應劭の『風俗通』

巻八「雄鶏の条」に  

今人、卒かに鬼刺痱
ひ

悟
ご

を得らば、雄鶏を殺し以って其の心の上

に伝う。賊風を病む者は鶏散を作る。東門の鶏頭、以て蠱を治

むべし、此に由って之を言えば、鶏は主として以て死を禦ぎ、

悪を辟くるなり。 

と記してあるように明らかに鶏は魔除け、疫病を払い、死を防ぎ、

悪を避ける霊力を有するという信仰に基づいたと思われる。  
 また日本では古くから水底に沈んだ溺死体を探すとき、鶏を舟に

乗せて水面に出ると直ぐに見つかるという伝承があった。この風習

は何時ごろ始まったか、詳らかでないが、江戸時代にはすでに広く

世間に信じられていたらしい。日本の名高い古典演劇には人形浄瑠

璃と歌舞伎があり、しかも共に江戸時代の庶民向けの代表演劇であ

る。その中に菅原伝授手習鑑という曲がよく知られ、「義経千本桜」

と「仮名手本忠臣蔵」とともに三大傑作の一つと言われている。全

曲は五段からなる。その第二段目の「道行詞の甘替」（歌舞伎では道

明寺）には鶏の出る場面がみられる。その粗筋は、  
 菅原道真が藤原時平の讒言により筑前太宰府に配流せられる途次、

河内の国で出船を待つ間、警護役の判官代輝国の情で土師の里に住

む伯母を訪れることを許され、そこに一泊した。ところで時平方の

さしがねの宿弥太郎とその父土師の兵衛は菅原道真を連れ出し殺そ

うと企み、一番鶏を合図に迎えが来ることを利用し、早く鳴かせよ

うとする。それで悪人が自分の妻を殺して池に沈め、水中の死骸の

ありかを知るのに鶏を使う方法を逆に利用して、挾箱の上に鶏をの

                                                 
17 山口健児（1983）ものと人間の文化史 49『鶏』ｐ214、法政大学出版局  
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せて池に浮かべ、計画通りに宵鳴きをさせた。しかし、この時連れ

出した菅原道真は、形見として作った木像が身代わりとなったもの

であったから、菅原道真は結局無事に難を逃れたという。  
 この曲は実在した歴史人物の菅原道真に関する史譚、および伝説、

民間信仰などに取材したものである。この鶏について山口健児氏は、 
   江戸期には、水死人探索に鶏を利用することが一般的であっ

たので、水死人を利用した鶏鳴の詐術も観客に十分納得できた

のであろうと思われる。しかし、水死人の上で鶏が鳴くと信ず

るようになった根拠については全く解らない。  
と述べている 18。ところで、思うに水死人探索に鶏を利用すること

は、本来は死者の霊呼びの呪いの一つだと思う。中国の民間習俗で

は葬式を行なう際、基本的にはまず「招魂」即ち魂呼びという儀式

をしなければならない。例えば浙江省沿海一帯の風習では、漁民が

海難に遭い、死体も見つからない場合、鶏招という魂呼びの儀式を

行う報告がある 19。鶏招とは鶏をもって水死人の七魂六魄を呼び戻

して葬式を行うのである。また、この鶏は水死人の魂を呼び戻す一

方、よその悪霊を追い払うことも出来ると信じられている。  
次に日本の年中行事の節分に関する例を挙げてみたい。  

 節分の夜には炒った豆でもって玄関の外に向かい「鬼は外」、それ

から戸を閉めて家の中に「福は内」と言いながら撒く風習がよく知

られている。なぜ炒った豆を撒くか、それについて次のような伝説

がある。  
 昔、佐渡ヶ島に村民に害を与える鬼が住んでいた。ある日一人の

神様が鬼退治にやって来て鬼と賭けをした。  
 「今夜のうちに金北山に百段の石段を作ることができれば鬼の勝

ちにしよう」  
鬼は夜更けのうちに九十九段まで石段を築いてしまったので、神

様は一計を案じて鶏の鳴き声を真似した。すると村中の鶏たちは一

                                                 
18 同上、ｐ、204 
19 同 14、ｐ、122 
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斉に「東天紅」と声を振り立てた。鬼は朝になったと思い神様に降

参したが、百段にもう一段というところで負けたことを悔しがって

「豆の芽のころにまた来るぞ」と言って退散した。神様は豆の芽が

出ないように、村人に豆を炒ることを命じたという 20。  
 この話は単なる伝説に過ぎないが、鶏に対する信仰は端的に物語

っている。『玄中記』には次のような記事がある。 

蓬莱の東に岱輿という山があり、その上に扶桑の樹がある。

樹の高さは萬丈あり、その頂上には常に天鶏が巣を作ってある。

毎夜、子時になれば、即ち天鶏が鳴き、太陽中の陽鳥がこれに

応じる。陽鳥が鳴けば、直ちに天下の鶏が皆鳴く。木の下に二

神があり、左の名は隆、右の名は突と言い、共に葦の縄を持っ

て不祥の鬼を待ち伏せ、捉えれば殺める。  
 この記事によれば、鬼は鶏の鳴き声を恐れることが分かる。問題

はなぜ鬼が鶏の鳴き声に怯えるのか。『老子』には「日者陽精（日は

陽の精であり）」 21、「衆陽之宗（日は衆陽の本源である）」 22と記し

てある。鬼は陰に属すし、陽は陰に剋する。陰陽五行思想によれば

黄昏どきから明け方ごろの鶏鳴きまでの間は陰の世界に属し、鬼な

どの陰のものの活動時間帯である。言い換えれば鬼は陽の世界に属

する昼間に現れれば、身が滅びるおそれがある。鶏は太陽のシンボ

ルであり、明け方に鶏鳴すれば、そろそろ太陽の昇る合図で陽の世

界の始まりである。上述の記事の「天下の鶏が皆鳴き、木の下に二

神があり、共に葦の縄を持って不祥の鬼を待ち伏せ、捉えれば殺め

る」、および前述の佐渡ヶ島の鬼が鶏の鳴き声を耳に入ると一目散に

逃げたのはそのわけであろう。他の昔話では、例えば「地蔵浄土」

「灰坊太郎」「継子の椎拾い」「鶏報恩」「馬と犬と猫と鶏の旅」など、

鶏鳴により鬼や化け物を退散させたり、危機から脱出する型の話も

                                                 
20 永田久『年中行事を科学する』「節分」章参照、日本経済新聞社、１９８９年  
21 『老子・二十五章』  
22 『老子・四十二章』  
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多く伝えられている23。  
 最後に、野本寛一氏の報告によると、静岡県の遠州地方にはかつ

て鶏の巣箱を家の出入口の鴨居の上、入口の軒下に据え付ける風習

があって、氏の説によると、玄関の上に鶏の巣箱を置くことは、鶏

に家の内と外の境界を守らせ、外から家に侵入せんとする邪悪なも

のを防ごうという意味である24など、枚挙に遑がない。  
 

6．むすび  
桃太郎話では主人公の桃太郎が鬼が島征伐に犬、猿、雉の三者を

随従としたことになったが、なぜこの犬、猿、雉の三者を登場させ

るかについて、ただ子供の好きそうな動物を選んだのだとか、『西遊

記』の孫悟空、猪八戒、沙悟浄の三人から脱化してきたものだとか、

あるいは犬、猿、雉が仁・智・勇という三徳の擬人だとか色々な説

はある25が、その中でもっとも注目されるのは陰陽五行思想に結び

つき考えた馬琴の説である。彼は『燕石雑誌』で「鬼島は鬼門を表

せり。之れに逆するに、西の方申・酉・戌（さる・とり・いぬ）を

もってす。これを四時に配するに、西は秋にして金気殺伐を主れば

なり」と説いている。この説に対し、王秀文氏は「鬼門が十二支の

うち丑と寅のあいだ、八卦でいえば艮の方角であるのに、その敵対

する坤の方角である西南ではなく西に属する動物を選んだのは、多

少不自然なところがある。26」と異を立てた。ほかに滑川道夫氏や

吉野裕子氏らがいずれも馬琴の説を踏まえて論をたてている。 

滑川道夫氏は「『鬼門』は、鬼が出入りするといって忌みきらう

方角で、東北（うしとら）の方角である。これは『陰』であって『陽』

にあたるのが南西（ひつじさる）の方角である。うしとらに住む鬼

                                                 
23 同 2、「鶏」条参照  
24 野本寛一（1989）『軒端の民俗学』ｐ94、白水社  
25 志田義秀、大東名著選十六『日本の伝説と童話』ｐ、308、大東出版社  
26 王秀文（2001）「桃の民俗誌―そのシンボリズム（その三）」ｐ、164、国際日

本文化研究センター紀要第 23 集  
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を退治するには、対極の『陽』に位置するものでなければならない。

そこには、ひつじ・さる・とり・いぬが並んでいる。羊は弱者であ

るから除かれて、さる・とり・いぬが選ばれる。鳥のなかで雉子が

はいったのは、よく闘う鳥とされており、中国では『士』の表象と

されていたというし、また特産の国鳥といわれていたからだろう。

これで偶然に三匹が登場したのではないことがわかる27」と述べて

いる。この説に対し、羊が弱者であるから除外されたのは説得力に

欠ける。前掲の晋の葛洪の『抱朴子』巻十六、黄白の務成子法の条

には「青羊の血、丹鶏の血を以て一丸に塗って都門の上に懸ければ

一里疫に罹らず、更にそれを以て牛羊等の六畜の額上に塗れば皆疫

病せず、虎豹にしても犯すことも出来ない。」と記してあり、羊が弱

者であることは筋が通らないと思われる。 

 それで吉野氏の説では、桃は金果、金気の果実で、西方の象徴で

ある。金気は木火土金水の五気の中でもっとも強く堅固である。戌、

申、酉（犬、猿、鶏）の三支は、金気の方局を形成し、無類に強い

金気となると唱えている28。この「桃は金果、金気の果実で、西方

の象徴である。」という説を、私は取らない。『荊楚歳時記』に引く

『括地図』においては、「桃都山には大桃樹があり」とあり、また『論

衡』巻二十二「訂鬼篇」に『山海経』「海外経」などを引用して「滄

海の中に度朔の山があり、その上に大きな桃木がある」があって、

また南朝の梁任昉の『述異記』巻下には、「東南の方に桃都という山

があり」と記してある。さらに『大平御覧』巻九六七引『典術』に

も「桃者五木精也（桃という者は五木の精なり）」と説明している。

このように見てくると、桃木は東方の木で五木の中の聖木であり、

西方の象徴で西方の金果であるとは言い切れないのである。  
 後に結論をいえば、桃太郎話に鶏を登場させた理由は少なくと

も次のようなことが考えられる。  
イ、古来、鶏は縁起物とし、祥瑞を象徴する。  

                                                 
27 滑川道夫（1981）『桃太郎の変容』ｐ、41、東京書籍  
28 吉野裕子（1983）『陰陽五行と日本の民俗』ｐ、225、人文書院  
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ロ、鶏は死を禦ぎ悪を祓うことができると信じられている。  
ハ、鶏は報晨性があり、太陽を引き出すことができ、言い換えれ

ば太陽の先導役である。陽の精を象徴する太陽が現れれば陰

に属する悪物が直ちに滅びる。  
桃太郎の鬼が島の鬼退治の話においては、鬼が言うまでもなく陰

に属するもので、鶏を以て登場させるのは も相応しい組み合わせ

であると言えるだろう。  
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