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七夕は五節句〔一月七日（人日 ）、三月三日（上巳 ）、五月五日（端午 ）、七月七日（七夕 ）、

しょくじょせい

た なば た つ め

九月 九日（重 陽 ）
〕の一 つで、 星祭り とも呼ば れてい ます。 七夕には 種々の 言い伝 えがあ
けんぎゅうせい

り 、それ らが複 合して現 在の七 夕の習 慣が出 来上がり ました 。
ひこぼし

わ し ざ

その 一つは、 中国に伝 わる 牽 牛 星 と織 女 星の話 と、 日本に古 くから伝 わる 棚機津女 の
おりひめ

こ とざ

まつ

話 に基づ いていま す。天 の川を はさむ二 つの星 、東に ある牽牛 星（彦 星＝鷲 座の主星 アル
はた

タイル ）と西 にある 織女星（ 織姫＝ 琴座の 主星ベガ ）
、この二 つの星 に纏わる 伝説に よる
と 牽牛は 若い牛飼 いの青 年、織 女は川辺 で機を 織る天 帝の娘で した。 ともに 働き者で した
が、 天帝が織 女を牽 牛に嫁 がせると 二人は 夢中に なって しまい、 牽牛は 牛を飼 うことを 止
め、織 女は機を 織るこ とを忘 れてしま いまし た。そ れを見て 天帝は 怒り二 人を引き 離し、
きこうでん

一 年に一 度の七月 七日の 夜だけ 逢えるよ うにし たと云 う物語で す。こ の物語 から派生 して、
中国 に乞巧奠 と云う 行事が 生まれま す。こ れは、 織女が 機織の名 手であ ること に因み七 月
七日の 夜、女性 たち はこの星 を祭って 、自 分達も手 芸が上達 する ようにと 短冊に書 いて 願
う 行事で す。こ の中国の 行事が 奈良時 代に日 本に伝わ り、日 本に古 くから伝 わる棚 機津女
の信 仰（一 年に一 度の神の 訪れを 水辺の 機屋で待 ち、神 と共に 一夜を過 ごす聖 なる乙 女の
信仰） が合わ さって 、現在の 七夕が 生まれ ました。 なお、 願い事 の内容に ついて は当初 の
手 芸の上 達から 、江戸時 代にな ると寺 子屋の 普及など に伴い 手習い 事の上達 を願う ように
なり まし た。現在 のように 「お願 い事」 全般とな ったの は後の 事です。
けが

もう 一つは、 古くから あった 日本固 有の民 俗行事で す。こ れは盆 の先祖祭 につな がるも
ので、 盆の前に 穢れを祓 い清 める行事 です。 七夕の 日には、 水浴び を大切 な行事と した所
みそぎ

が 多くあ ります。 また水 浴びを 「ねむり 流し」 とか「 ねぶた流 し」と も言い ます。東 北の
すい ま

とうろう

三大 祭りの一 つであ る「ね ぶた祭り 」も、 本来は 穢れを 水に流す 禊 の 行事 でした。 ねぶ
たは「 眠たさ」 のこと で、睡 魔を追い 払う行 事です 。旧来、 町を練 り歩い た人形や 燈籠は 、

出来ま す。しか し時 代

川 や海へ 流されま した。 さらに 地域によ っては 、七夕 の笹を七 月六日 に飾り 、翌七日 には
海に 流すとい う所 もありま す。
こうし て考え ますと、 盆と七 夕の関係 は一 続きの行 事として 理解

編

柏書 房

が 経ち 、盆 は先 祖祭 りの 意味 合い が強 くな り、 七夕 は星祭 りの意味 合いが濃 くなって いき
まし た。
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