しながとりあはゆ
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始まりと終わ り。万物が 等しく負っ ている 通るべき筋道。 大きなもの もあれば、 些細な ものもあ

って、そうやって突き詰めればすべてが始まりであり、すべてが終わりでもある。

まだ覚めきれ ていない頭 で、ぼんや りと思 います。仕事で やってきて いた、某キ ャンプ 場のバン

ガローは独りで 寝るには怖 いくらいに がらん としていて、昨 夜はよく怖 くならなか ったも のだな、

と自分自身に感 心してしま いそうです が、思 えばいつ寝たの かすら記憶 がありませ ん。ど うやら疲

れ果てていたらしく、怖いなどと感じるまでもなく落ちてしまったようです。着の身着のまま。、靴

下もそのままな らば帽子ま でそのまま 。コン タクトレンズだ けは何とか 外している ようで すが、そ

れ以外はなんとも…、と。自身のことながら、なかなかに迫力ある有様でした。

千葉県勝浦市 。今朝、目 覚めそして 出発し た場所です。古 歌紀行を始 めるように なって から、そ

れまで抱いていたイメージが、大きく変わってしまった土地は複数ありますが、その中でも恐らく、

現時点で筆頭格 と言えそう なのが間違 いなく 上総や安房とい った千葉県 の南側でし ょう。 かつては

真冬でも暖かく 、風光明媚 な土地とい う意味 で、伊豆や南紀 と似た印象 をもってい たので すが、今
では違います。

はい、
「なつそびくうなかみがたゆ」で書いた通り、ここは古代に於いてまさしく最果ての一つ手

前の地。古東海道（うみつみち）を辿り辿って、走水の海（現・浦賀水道）を渡ることで届く辺境、

あるいは異界と も言うべき 地です。そ しても う一つ。西から 来た為政者 たちによっ て平定 ・支配・
恭順させられた土地、です。

支配・被支配 。どちらが どうだ、と 言うの ではなく、けれ どもそこへ 確かに衝突 なり、 交感があ

ったのち、混ざ り合った、 という過程 はどう してかすかに物 哀しいので しょうね。 失われ てゆくも

のへの哀惜ばか りが勝って 、そこから 新たに 生まれようとし ているもの への期待や 、実際 に生まれ
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たものへの歓喜が何故、先立つことはないのかしら。そんな風に思ってしまいます。

かつて抱いていた温暖で風光明媚な南房総に、何処か哀しい藍色のような紗を被せてしまうのは、

あるいはわたし 個人の感じ 方故、…な のかも しれません。で も、だから こそ今回は 、そん な哀しさ

とは全く違うも のを。新た に生まれよ うとし ているものや、 実際にうま れたものを 。きっ と感じる
ことができるはずです、きっと。
「…さあ、ゆこう」

珍しく、自分 自身への掛 け声が漏れ ました 。営業車にエン ジンを掛け て、最初の 訪問地 へ出向き
ます。

（一）

たちこもの立ちの騒きに相見てし妹が心は忘れせぬかも

長狭郡上丁丈部与呂麻呂「万葉集 巻二十 四三五四」

勝浦から鴨川 まで南下し て、ハンド ルを右 に切ります。こ の辺りは、 房総半島の 先端に 比較的近

く、ぼんやり運 転していよ うものなら 外房側 から一気に内房 側へ、走破 してしまえ るくら いの幅し
かないのですが、そのちょうど中間くらいまでを目指します。

向かおうとし ているのは 、真福寺。 現在の 地図だと鴨川市 に含まれま すが、その 西部。 大幡とい

う集落にあるお寺さんです。…といって実際には、お寺さんそのものと前記引用している万葉歌が、

直接的に関わっ ているわけ ではありま せん。 ただ敷地内に歌 碑がある、 とのことで すから 立ち寄る
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ことを決めた次第。

「飛び立つ鴨た ちのように 、あるいは 風に吹 かれて鳴る立ち 薦のように 、防人へと 発つ時 の騒ぎの
中で、共寝した愛しい妻の想いは忘れることなどできない」

長狭郡より防 人へと召さ れた与呂麻 呂は謡 います。すでに 「さねさし さがむゆ～ 足柄峠 」や「な

つそびくうなか みがたゆ」 で書いてい る通り あの当時の、し かも東国の 者にとって は防人 へ召され

るのは命がけで した。三年 という任期 はあく までも筑紫での 期間であっ て、その前 後の行 程は任期

の対象外。当然 、実質的に は四年～五 年は掛 かるのが通常で したし、往 路はもちろ ん自弁 。路銀が

尽き、行き倒れ になる者が 後を絶たな い、と いうお役目です 。そしてそ の一方で一 家の働 き手を失

い、国に残される家族にとっても厳しく、辛い任期となるもの。それが防人でした。
題詞：足柄の坂を過ぎて死れる人を見て作る歌一首

小垣内の 麻を引き干し
妹なねが 作り着せけむ
白栲の 紐をも解かず
一重結ふ 帯を三重結ひ
苦しきに 仕へ奉りて
今だにも 国に罷りて
父母も 妻をも見むと
思ひつつ 行きけむ君は
鶏が鳴く 東の国の
畏きや 神の御坂に
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和妙の 衣寒らに
ぬばたまの 髪は乱れて
国問へど 国をも告らず
家問へど 家をも言はず
ますらをの 行きのまにまに
ここに臥やせる

田邊福麻呂「万葉集 巻九 一八〇〇」 田邊福麻呂之歌集より撰

「垣の内の麻を 引き抜いて 干しては妻 が作り 、着せたであろ う白い着物 の紐も解か ず、一 重の帯を

三重に結ぶほど 痩せ、苦し い任務を果 たして ようやく今、国 に帰り父母 や妻に会お う、と 思いなが

ら東下りしたあ なたは、東 国の恐れ多 い神が 御座す足柄の御 坂で、御霊 を包む衣も 寒々と し、髪は

乱れ、国を尋ね てもその国 を言わず、 家を尋 ねてもその家を 言わず、堂 々たる男子 が、遠 い旅路の
果てにこうしてここに横たわっていることだ」

凡防人。向防及番還。在道有身患。不堪渉路者。即付側近国郡。給糧并医薬救療。待差堪

行。然後発遣。仍移本貫及前所。其身死者。随便給棺焼埋。若有資材者。申送兵部。令将
将還本家。

「軍防令 六十一 防人番還条」

「防人が防に向 かうとき及 び、当番か ら帰郷 するとき、路上 で病にかか りそれ以上 、進み ゆくのに

耐えないことが あれば、す ぐに近くの 国郡に 預け、食料なら びに医薬を 給付し救命 治療す ること。

行程に耐えるほど治るのを待ち、然る後に発遣すること。そして本籍地及び以前いた地へ移すこと。
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死亡したならば 、状況に応 じて棺を給 付し、 焼き埋葬するこ と。もし資 財があれば 、兵部 省に申し
送り本人の家へ持ち帰らせること」

防人の任務を 終え、筑紫 より東国へ と帰る 途上の悲劇。そ れは福麻呂 が謡った万 葉歌や 、当時の

法であった軍防 令にも垣間 見られます 。…法 で定める必要が あった、す なわち定め なけれ ばならな
い背景があった、ということですね。

それが防人、 そしてそれ に今から発 とう。 そんな切羽詰っ た時ですか ら、きっと もしか するとこ

れが今生の別れ となるやも …、との思 いもあ って共寝した妻 。恐らくは 、離れたく ない、 とか行か

ないで欲しい、 寂しいなど などの想い なので しょうが、そん な彼女の気 持ちを忘れ ること ができな
い、といった感じでしょうか。

「たちこもの」は「立ちの騒ぎ」を導く枕詞。こも、は鴨の東国訛とも、薦とも言われていますが、

いずれにせよ騒 がしい様子 です。鴨が 飛び立 ったり、薦を編 んだ立ち薦 が風に煽ら れては たはた鳴
ったりすることによる枕詞でしょう。

件の歌から感 じ取った勝 手な印象で はあり ますが、与呂麻 呂は農民と はいえ暮ら し向き はそれほ

ど窮してはいな かったのか もしれませ ん。そ れと恐らくはま だままだ若 かったこと もなん となく伝

わります。彼に関する詳細は一切判りませんので、いろいろ思い描いても見るのですが。…それと、
歌は巧いなあ、としみじみ思います。

他の防人歌と 読み比べれ ば判りやす いので すが、往々にし て妻恋歌を 朗々歌って いる場 合、生活

はそれほど困窮 していない のだろうな 、と受 け止められます 。出立に際 して、最も 気に掛 けている

ことを、やはり 人は謡うの でしょうか ら。そ の一方で、残し てゆく家族 のこれから の生活 について
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などを切々と謡 っていると 、…と。き っと切 実だったのだろ う、と感じ られるのは 邪推で はないで
しょう。
但し、生活を謡っていたとしても、これが
「天皇の部民としてお勤めを云々」

などというも のだったな らば、それ はもう 土地の有力者の 息子なり、 本人なり、 という ケースが
多いのは、おのずと判ってしまいますね。

車窓を流れる 景色は、め まぐるしく 変化し ます。ついさっ きまでは海 岸部。それ から一 気に内陸

へ向けて登り続 ければ木々 が生い茂り 、そし て今。周囲には のどかな水 田が広がっ ていま す。長か

った梅雨も明け 、子どもた ちは夏休み に突入 しました。あと は八月を、 真夏を、待 つばか りという

田圃は本当に目に痛いくらいの鮮やかな緑で、青い草の匂いも辺り一面満ちています。

目印にしてい たバス停を 過ぎ、そろ そろ一 旦、車を停めな いと。です が、停める のはい いとして

も肝心な、道を 尋ねられそ うな人が誰 一人歩 いていません。 事前に調べ た範囲では 、バス 停から一

分という立地で すから、ぐ るりを見渡 せば見 つかるかと思い きや、それ も叶わず。 今日は 、ちょっ

と予定をぎゅう ぎゅうづめ にしている ので、 できればこんな に早い段階 で躓きたく ないん ですけれ
どね。

夏特有の咽る ような砂埃 が立ち昇り 、油照 りしている県道 はちょっと 気を抜くと へなへ なと座り

込んでしまいた くなるよう な、静寂の 底に横 たわります。自 分の足音と 息と、稲が 揺れる 音だけが
響き、何だかほんの十ｍが数百ｍにも感じられそうで。

ふいに聞こえ てきたのは 、楽しそう な女性 二人の喋り声。 どうやら少 し先の大き な垣根 のお宅か

ら聞こえて来ているようです。時折、笑い声を織り交ぜながらの縁側談義なのか井戸端会議なのか。
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して…。

「…ごめんください」

垣根越し に声を 掛ける と振り返 ったの は 二人のおか あさ
ん。真福寺の場所を尋ねると
「ほら、そこだよ」

とのお言葉。けれども指差す先にそれらしきものは見えず、
「ええっと…」

「ああ、違 う違う 。そんな 遠くじゃ なくて 、 ほら、道路 渡っ
たそこ」
「…えっ」

わたしの 目の前 には県道 が走り、 それを 渡 った「そこ 」っ

て一体、と 見上げ てみれば 高く茂っ た垣根 の 先に確かに お寺

さんらしき 屋根。 県道より は少しだ け高い 位 置に建てら れて
いるお寺さんのようで、しかもまたなんとも綺麗で近代的で

おかあさんた ち曰く、お 寺さんの境 内に車 を乗り入れても 平気だよ、 とのことだ ったの で路肩に

停めていた車を Ｕターンさ せて、境内 へ。そ こには想像して いたのとは 凡そ繋がら ない、 二十一世
紀のお寺さんがありました。

境内に入って 左手すぐに は、件の万 葉歌の 歌碑。また、そ の隣には歌 の解説をし ている 石碑が立
っています。

このさきもりの歌は天平勝宝七年二月九日（七五五年）朝廷に奉り、万葉集巻第二十に
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真福寺境内に建つ歌碑。

取戴されてもので、妹（いも。妻・愛しい人）との別離の哀愁を詠んだものです。
長狭郡（なかさのこほり）は鴨川市とその周辺の古称です。
上丁（かみつよろぼ）は兵士の階級です。

丈部（はせつかべ）は馳せ使いの部民のことで、郷の名です。当地大幡と隣接の旧

大山村の地域といわれ、この地大幡小宇作掛は古く作壁と書き、地元では今に、さつかべ
と言い慣れて、はつせつかべの転訛したもの、と伝承されています。

防人（さきもり）はこの地より遠く難波を経、瀬戸内海を筑紫に赴いて、三年の間北九
州の防衛の任に当たったのです。
その労苦を偲んで、古代の人の心に触れたいものです。

真福寺境内の石碑「たちこもの抄」

安房国。天平期、この国は少し政治に翻弄されました。つまり、養老二年にお隣・上総国の平群・

安房・朝夷・長 狭の四郡を もって安房 国とし て分離独立。け れども天平 十三年には 、再び 上総国に
併合されてしまい、天平宝字元年。ようやく国として確立できています。

乙未、越前国の羽咋・能登・鳳至・珠洲の四郡を割きて始めて能登国を置く。上総国の平

群・安房・朝夷・長狹の四郡を割きて安房国を置く。陸奥国の石城・標葉・行方・宇太曰

理と常陸国の菊多との六郡を割きて石城国を置く。白河・石背・会津・安積・信夫の五郡

を割きて石背国を置く。常陸国の多珂郡の郷二百一十烟を割きて名けて菊多郡と曰ひて石
城国に属く。

「続日本紀 巻八 元正天皇 養老二年（七一八年）五月二日」
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十二月丙戌、外従五位下秦前大魚を参河守とす。外従五位下馬史比奈麻呂を甲斐守。外従

五位下紀朝臣廣名を上総守。外従五位下守部連牛養を下総守。従五位下阿倍朝臣子嶋を

「続日本紀 巻十四 聖武天皇 天平十三年（七四一年）一二月十日」

肥後守。安房国を上総国に并せ、能登国を越中国に并す。

乙卯、勅して曰はく、

「頃者、上下れる諸使、惣て駅家に附ること、理に於て穏にあらず。亦、駅子を苦しめむ。

今より以後、為ら令に依るべし。その能登・安房・和泉等の国は旧に依りて分ち立てよ」
とのたまふ。

「続日本紀 巻二十 孝謙天皇 天平宝字元年（七五七年）五月八日」
一方「たちこもの～」を含めた防人歌の多くは題詞に
天平勝寳七歳乙未二月、相替りて筑紫に遣はさるる諸国の防人等の歌

「万葉集 巻二十」

とありますか ら、少なく とも歌その ものが 謡われた時、そ して採られ た時。安房 国は地 上に存在
していませんでした。なのでこういう左注も書き添えられているわけです。

二月九日、上総国の防人部領使少目従七位下茨田連沙弥麻呂が進れる歌の数は十九首なり。
但し拙劣なる歌のみは取り載せず。

「万葉集 巻二十」左注
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「上総国の」と明記されていますね。

じりじりと暑い夏のお昼前。いやに小綺麗なお寺

さんと、撮影するわたし自身が写りこんでしまうく

らい、ぴかぴかに磨かれた石碑たち。やや小高い位

置の境内に敷き詰められた玉砂利が鳴る音と、肌を

灼 く 陽射 しと が相 まっ て実 際 以上 の暑 さを感 じ て
いました。

果たして与呂麻呂は無事、勤めを終えて、再び安

房へ帰還することが出来たのでしょうか。あるいは

それとも…。万葉歌は何も答えてはくれません。た

だ、出立する際の、彼の胸に最もあったことだけを
語るのみ、です。

遼川るか

（於：真福寺境内）

それまでの、 半ば南国に も近かった 印象が 、一変してしま った安房国 。その一つ の現わ れとして

たちこもの立ちの騒ぎはいかにあれど祈ひ祷むもののふたつなきかも

真福寺の境内。
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ある、万葉歌を刻んだ歌碑に低く低く、一礼している自分がいました。

（二）

万葉集に採ら れている東 国の歌。そ れは何 も、防人歌だけ ではありま せん。万葉 集の巻 十四。す

でに「さねさし さがむゆ～ 足柄峠」や 「なま よみのかひゆ」 などで書い ていますが 、これ が丸まる

一巻、東歌で編まれているんですね。ですが、ここに収録されているのは上総、下総、常陸、信濃、

遠江、駿河、伊 豆、相模、 武蔵、上野 、下野 、陸奥、の十二 ヶ国。甲斐 、安房のも のが全 くありま

せん。その理由 はやはり、 先述した安 房とい う国が存在しな かった時期 に、万葉集 の巻十 四がある

程度編まれたからだ、とされています。…甲斐は純粋に採られなかったのでしょうね。

ですが、同じ く万葉集の 巻十四には 「未だ 国を勘へぬ○○ 歌」という 括りが巻末 にあり ます。す

なわち、東歌に は違いない のだけれど 、どこ の国のものなの か、未だに 判明してい ない歌 ですよ、

ということです ね。…勝手 な推測です が、お そらくは巻十四 の編纂時に はすでに、 人々が 口々に謡

う程度には流布 ・浸透して いた民謡を 編んで 巻末に、という 意図なので しょう。そ してこ の中に、
おそらくは安房の国のものであろう、とされている歌があります。
安波峰ろの峰ろ田に生はるたはみづら引かばぬるぬる我を言な絶え

作者未詳「万葉集 巻十四ー三五〇一」

真福寺を後にして、国道四一〇号を一気に南下し始めると、周囲の景色はそれまでと一変します。
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つまり、房総半 島の東西の ちょうど真 ん中あ たりを、南下し ているわけ で、当然で すがそ れなりの
山道になるんですね。

実際、房総半 島には高山 は存在して いませ んが、海抜の低 い海岸部に 対して、内 陸部は 当たり前

ですけれど、標 高が違いま す。三百ｍ ～四百 ｍくらいの低山 がずっと続 き、その間 を縫う ように走
っているのが、国道四一〇号線、となりますか。

安波峰ろ。読 んで字の如 し安波の峰 、とい う意味になりま すけれど、 この安波。 これが どこなの

かは「未だ国を 勘へぬ」と いうことで して、 けれども最も有 力な説で語 るならば、 安波＝ 安房、と

いうことですね 。では、そ の安房の山 々とい ったらどこの辺 りになるの かしら、と 。…も ちろん、

特定も限定もで きません。 が、個人的 には現 在の南房総市。 国道四一〇 号を千倉界 隈まで 抜ける一

帯の山々のこと ではないか 、と感じま す。… いえ、これとい った論拠も 根拠もない のです が、車で
走ってみて、何となく。

「安波の峰の棚 田に生える たわみ蔓を ずるず る引き寄せるよ うに解けな い仲になっ て、わ たしたち
の仲をどうぞ、絶やさないでくださいね」

謡われている 「たはみ蔓 」という植 物は、 現代だとヒルム シロと呼ば れる水草だ 、とい います。

何でも浮遊性の 水草らしく 、なるほど 。端を 引っ張ろうもの なら、ずる ずるとたく さんの 茎や葉ま

で繋がってきて しまうので しょう。水 田に生 える雑草として かつてはか なり嫌われ ていた ようです
ね。いまでは逆に見かけるのも珍しくなりつつあるようですが。

…いくら水田 に多く生え る雑草だと しても 、山の中の棚田 ですから、 それなりに 近くに 川なり、

池なりがないと 、そもそも 田に水が引 けませ んし、こういう 歌にならな いんじゃな いのか な、と愚
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考しています。 その点、こ の界隈なら ば近く に河川もあり、 山中とは言 えども大丈 夫なの ではない
か、と。

…まさくし東 歌、すなわ ち民謡なの でしょ うね。というの もこの歌の 三句以降に は、類 歌が複数
ありますし、もちろん万葉集にも採られています。
入間道の於保屋が原のいはゐつら引かばぬるぬる我にな絶えそね

作者未詳「万葉集 巻十四ー三三七八」
上つ毛野可保夜が沼のいはゐつら引かばぬれつつ我をな絶えそね

作者未詳「万葉集 巻十四ー三四一六」

余談になりま すが、上古 から始まっ て歌と いうものを時代 ごとに追い かけてゆく と、本 当に色々

なことを考えさ せられます 。例えるな らば発 祥当時は本当に 市井の、あ えて語弊を 招くこ とを恐れ

ずに語るならば 、下賤のも のとされて いた歌 舞伎が、現代で は古典芸能 として芸術 的な評 価されて

いることであっ たり。作ら れた当時は 純粋に 生活用具であっ たはずの古 民具、土器 、など などが現

代では、学術的見地から。あるいは芸術的見地から。珍重されていたり、など。

そもそも、先にあったものは生活であり、芸術や学術的価値は後世が評価・認識したものですし、

そもそも芸術な り学術、と いう概念す らも、 人々の生活より ずっと後か ら来たもの です。 なので、

和歌ないしは古 代歌謡とい うものも、 そうい う後世的なフィ ルター越し ではなく、 もっと シンプル
に捉えていいのだ、とわたしは思うのです。

わたしたち現 代人の感覚 では、替え 歌や真 似っこなどはあ る種のおふ ざけであっ たり、 子どもた
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ちのお遊びの範 疇でしかな いのかもし れませ ん。宴会芸の延 長、あるい はそのもの である のではな
いか、と。

ですが、古代 の人々が日 々の生活の 中で自 然と口ずさみ、 それを周囲 が一緒に歌 い真似 るように

なり、やがては その地域一 帯に根付い てゆく 。それこそが民 謡であり、 古代歌謡の 本来で あるとす

るならば、件の万葉歌たちの類歌があるのはとても自然なこと。もっと言ってしまえばそれが必然。

時々、心から 思うのです 。もちろん 、恋や 生活の苦労など は別なので すが、こう いった 古代歌謡

は、何も知らなかった、何も考えなかった、童心に戻らないと理解できないのではないかしら、と。
剽窃だとか、芸術性だとか、学術的価値だとか。

現代社会に四十年以上も生きていると、良くも悪くも現代の価値観に染まってしまっていますし、

それによって見えなくなってしまっているものが、本当はどれくらいあるのだうか、と。

子ども心に、五線譜も音符も知らず、けれども即興で歌を作ったことはそれなりにありましたね、

わたし自身にも 。時には、 どこかで聞 いて耳 に残っていた言 葉を借りた り、誰かが 即興で 作ったも

のの二番を自分 が作ったり 。…あれと ほぼ同 じ感覚でそもそ も古代歌謡 というもの は成立 している
のだと、最近富に思うようになりました。

余談ついでに なりますが 、本歌取り という ものを最初に中 学だったか 、で教わっ たとき 。不思議

に思ったものでした。もう、その頃にはいわゆるパクり、とか盗作という言葉も知っていましたし、

同時にイコール 良くないこ と。そんな 印象だ って心には刻ま れていまし た。だから こそ、 学校の授

業で習う、それ も現代国語 よりはずっ と、な んと言いますか 。高尚であ ったり、ア カデミ ックであ

ったりするよう に感じる古 典文学の、 一つの 技巧として本歌 取りという ものに最初 に触れ たとき。
何だかよく判らない違和感を覚えたこと、今でも記憶しています。
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その労苦を偲んで、古代の人の心に触れたいものです。

真福寺境内の石碑「たちこもの抄」抜粋・再引用

あの何気ない 石碑の一文 が宿してい る重み 。これに気づけ るようにな れるのにも 、本格 的に上代

文学と向き合う ようになっ てから、か れこれ 二十年を要して しまってい るわたしが います 。いやい

や、本当に。必 要な遠回り なのかもし れませ んが、改めて自 身の未熟と 、けれども もう気 づけたと
いう事実が、お腹の底のほうで柔らかな重みとなって伝わってきました。

ともあれ、た はみづらで す。類歌に 詠まれ ているいはゐつ らは、現代 でいうとこ ろのス ベリヒユ

だとされていま すけれども 、どうなん でしょ うね。スベリヒ ユ自体は畑 の雑草とし て今で も、そこ

ここでも見かけ ますし、た だ結構簡単 に抜け る雑草だったよ うな…。あ と食べられ るのも 知ってい

ますけれど、そ れほどぬめ りが強かっ たです かね。何となく 、歌の印象 とは合致し ていな い気がし
てしまいます。

一方のヒルム シロ。こち らも少し調 べてみ たのですが、近 年ではずい ぶん減って しまっ ている、

もしかしたらレッドデータなのかもしれません。農害草としての程度は「強」。多年草で繁殖力自体

はかなり強いらしいのですが、どうなのでしょう。ただ、確かに水中でどんどん繁殖するあたりは、

一つを抜こうと すると一気 にずるずる 、たく さんの根や水中 茎が芋づる 式になるこ とは間 違いない

ようですから、たはみづら＝ヒルムシロ、とするのはそれほど無理筋ではないのかもしれません。

男女の仲が途 切れず、絶 えず、長く 続く。 それを比喩する ところに蔓 系の草が登 場する わけです

が、このあたり も現代とは 異なった感 覚なの かもしれません 。…個人的 な感覚論に なって しまって
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恐縮ですが、わ たしならば 少なくとも 「ずる ずる」続きそう な蔓草系の ものは、そ ういう 祈りや願

いを仮託させる 材にはやや …。もとい 、かな り難いか、と。 むしろ、逆 のイメージ に繋が りそうな
んですが。

勝手な解釈を させて頂く ならば、現 代のよ うな夫婦という 概念も緩く 、通い婚が 前提だ った大ら

かな時代。男女 の仲という のは細く長 く続く のが宜しかった のかもしれ ませんね。 一夫一 婦制が当

のだ、と聞いています。とても水持
ちが悪く、直ぐに土に浸透してしま

ったことから、開発・設置されたも

の地質があまり 水田には向 かなか

知らないのですけれど、このあたり

風車が名物。わたし自身も詳しくは

山町とされていた地域は、この白い

いますが、かつての自治体区分で丸

て、現在は南房総市に組み込まれて

時々現れる白い 風車。合併 によっ

とカーブを繰り返します。そして、

峻ではなく、けれどもそれなりの坂

南房総内陸部の山道は、さほど急

たり前で、別居 結婚もあり とは言え、 多くの 人が夫婦で同居 する現代と は、根本が 違いす ぎる気が
します。

旧丸山町界隈の風車。
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ったそうなんですね。だから風車による水揚げを、ということなのでしょう。

余談ですが、 その後はポ ンプによる 水揚げ がなされるよう になったた め、現存し ている 風車は実

質的には景観用 なのだそう ですが。… さすが に万葉期にも風 車があった 、とは思う わけも ありませ

んが、それでも この地に暮 らしていた 人々の 農作業上の苦労 はうっすら と想像でき そうで すし、そ

うであるならば ああいった 民謡が自然 と謡わ れるようになっ たことも、 何となくな らば手 繰れそう
です。

水田に生える ことが嫌わ れる蔓草。 しかも 元々が、水田に はあまり向 かない地に 、そん なものが

たくさん生えて しまったら 、当然みな 生える 端から抜こうと するでしょ う。けれど も、そ の蔓草は

憎らしいことに ぬるぬる、 ずるずると 抜いて も抜いても繋が っている… 。そんな、 半ば呪 わしいけ

れども、だから こそそれに 等しく続く 仲であ りたい。そんな 背景だと想 像するのは 、少し ばかり穿
った見方でしょうか。

あるいは、こ の手の古代 歌謡に多く 見られ るある主の諧謔 、なのかも 知れません ね。… いや、こ
れこそがまさしく穿った見方、なのでしょうけれども。

正直、初めて の経験かも しれません 。いや 、この手の山を 詠み込んだ 歌の場合、 どうし てもその

姿がきちんと拝 めるように 少し離れた 場所か ら、わたしは山 を眺めてき ましたから 。です が、この

万葉歌に限って は山容は殆 ど拝めませ んし、 もうすっかり山 の中、です 。そうしな ければ 手繰れな

い歌ですから、 それ自体に は何も問題 がない のですけれど、 こうして山 中にいる自 分が何 だか馴染
みなくて、若干の困惑も伴います。

何処かで車を 停められた らいいな、 とは思 っていたのです が残念なが ら叶いそう にあり ません。

通行量は間違っ ても多くな い道路では ありま すが、かといっ て路肩に停 めて云々、 と構え られるほ
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どではなし。

安波峰ろ。歌 自体は山の 中に軸足を 置いて いるものですが 、どうやら わたし自身 は、や はり少し
下ってから振り返り見ることになりそうですね。
安波峰ろの峰ろに穂の満つ
みづの満つ
風よりしかば
ひとのゑふ
ひとゑひしかば
こゑは満ち
こゑ満ちしかば
歌のいづ
いで謡はむや
いで祝かむ
今夜に朝に舞ひ謡ひ
峰ろ田に集ひ
穂を成さむ
穂の真秀ならむ
去年今年ひと日を束ね
こゑ束ね
祈ひ祷むことを束ねては
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たれも幸はふ
みなひとの真幸きくあるを
なほしあれ
真幸きくあるを祈ひ祷みて
こにし来し来し
こゆ越ゆを
こゆ越え越ゆを
謡ひ謡はむ
地に在るはおほみたからのこゑゆゑ謡はむ
ひと在るは天のことはりゆゑなほし生く

（三）

遼川るか

（於：国道四一〇号途上）

「あきづしまやまとゆ・弐」で、こんな歌を引かせていただいたことがあります。
我が背子を莫越の山の呼子鳥君呼び返せ夜の更けぬとに

作者未詳「万葉集 巻十ー一八二二」
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鏡女王の歌に 登場する、 呼子鳥。こ れに関 連しての引用だ ったと記憶 しています けれど も、その
際にこうも書いていましたね。

余談になりますが、引用歌の中に登場している莫越の山。こちらもやはり場所が定かでは

ありませんね。奈良盆地の巨勢方面にある、という説はよく目にします。けれども、そう

かと思えば、はるか遠い東国は安房国。現在の千葉県ですが、その房総半島の先端へ程近

い地に莫越山ではないか、といわれる山と、莫越山神社が存在しているのだ、といいます。

遼川るか「あきづしまやまとゆ・弐」

はい、その莫 越の山です 。恐らく、 山その ものは定説通り 大和国は巨 勢が相応し いよう に感じま

す。といいます のも、件の 歌がどうに も洗練 されているから なんですね 。恋歌、そ れも妻 から夫へ

の恋歌となりますが東国のもの、すなわち民謡とするには、この端正さがどうにも…。

ならばといって防人に出た夫を思っての歌とするならば、地理的にいかがなものか、と。
「さねさ

しさがむゆ～足 柄峠」で詳 細に書きま したが 、東国から西へ と向かった 人との別れ の地と して詠ま

れたのは、やは り東国＝あ づまの際で あった 足柄が一番多い ですし、こ の地の出身 者なら ば海路で
相模に渡ったでしょうから、南房総内陸部とは位置関係が合致しません。

歌そのものの 雰囲気から しても、や はりこ れが詠まれたの は当時の都 に程近い巨 勢あた りなので

しょう。…目下 、安房国を 訪ねている 身とし ては少々残念で すが、致し 方ありませ ん。で すが、前

記引用のように莫越山神社、は存在しているんですね。それも何故か二社、です。
延喜式にこうあります。
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安房国六座
並

大二座 小四座

並

后神天比理乃咩命神社 大。元名洲神

安房坐神社 名神大。月次。新甞

大

安房郡二座

朝夷郡四座
小
天神社
莫越山神社
下立松原神社
高家神社

「延喜式 巻九 神祇九」

莫越山神社。 式内社で社 格は小。式 内社な のですから当然 、どれほど 遅く見積も ったと しても平

安末期には、す でに安房国 に莫越山神 社と呼 ばれるお社が鎮 座していた ことになり ますけ れど、恐

らくはその後の 時代、ある いはそれ以 前から 、何らかの経緯 によって二 つ建てられ てしま った莫越
山神社。

南房総の内陸 部を南下。 次第に道路 は下り が多くなり、確 実に海岸部 へ向けて標 高が低 くなって

きているのが判 ります。二 つの莫越山 神社は それほど離れた 場所に建っ ているので はなく 、市町村

合併前の自治体 で語るなら ば、旧丸山 町にい ずれも存在して います。一 方は宮下地 区に、 もう一方

は沓見地区に、です。まずはより内陸にある宮下地区の莫越山神社へ、向かいましょう。
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宮下地区の莫 越山神社は 、地図から 判断す るに、恐らくは 三輪山に対 する大神神 社のよ うに山を

臨む形で建って いるようで す。元々は 山岳信 仰から始まった 土着のひも ろぎ、ある いは遥 拝所だっ

たのでしょうか。また、祭神は手置帆負命と彦狹知命。併せて祀られているのは、小民命と御道命、

となります。き っと、土着 の山岳信仰 に後か ら、祭神たる手 置帆負命や 彦狹知命ら が祀ら れた、と
考えるが順当でしょう。

…しかし、こ こで手置帆 負命や彦狹 知命と いった名前が出 てくると、 やはり南房 総、や はり安房

国、と思ってし まいますね 。安房が何 故「あ は」なのか。そ もそものこ の地の開闢 …、と してしま
うと語弊がありすぎますが、開拓に纏わるお話です。

国道四一〇号 を右折して 、田圃の中 を進み ます。八月を目 前に控えた 青田は、す でに随 分と稲の

背丈も高くなっ ていて時折 、吹き寄せ る風に 田圃全体が大き くうねりま す。そんな 抜けの よい視界

に白い鳥居がぽつん、と浮かんでいて。…恐らく、あそこが宮下の莫越山神社なのでしょう。

車が行き違う ことの出来 ない幅の道 、それ も両側は田圃と いうシチュ エーション をのん びり進み

ます。鳥居に近 づくにつれ 、どうやら 短いな がらもそれなり の参道があ るお社だと いうこ とも判明

しました。なら ば、適当な ところで車 を停め ないとなりませ んね。ちょ うど鳥居の 斜向か いが空き
地になっているようですから、そこでいいでしょう。

実は、三年ほ ど前に莫越 山神社を探 して、 この界隈を周っ たことがあ ります。そ の時も 仕事で近

くまで来ていた ことがきっ かけだった のです が結局、こちら 宮下の莫越 山神社には 辿り着 けず、沓

見の方だけで時 間切れにな ってしまっ たこと 、覚えています 。…たまた ま、その日 、安房 ではなく

上総国の一ノ宮 である玉前 神社（長生 郡一宮 町）の例大祭だ ったもので すから、つ いそち らに時間
を費やしてしまいまして。
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玉前神社が伝 承している という神楽 舞や、 氏子のチビちゃ んたちに白 装束を纏わ せて馬 に乗せて

行う神事、そし てお神輿の 行軍などな どをふ らふらと眺め続 けてしまっ て、それか ら慌て て探した
莫越山神社。
「あの時、こられなかったのは、こんなお社だったのか…」
最初の鳥居を潜る瞬間、ちょっぴり不思議な気持ちになりました。

あの時も、そしてそれから今日までも。宮下の莫越山神社は

ずっと変わらずにここにあったのに。それどころか、あの時よ

りも更に更に昔から。…ずっとここにあったというのに、気ま

ぐれに立ち寄る者にとってのそこは、線には到底なり得ない、

点としてのみの存在。わたしにとっては、今日が初めて。けれ

ども、それは宮下の莫越山神社という、長い長い線の途中にし

て刹那。…当たり前のことなんですけれどもね。でも、その当

たり前がわたしには奇異なくらい、厳粛に思えました。

鳥居をくぐります。幣が風にそよぐ向こうに見えるのは恐ら

くはご神体の莫越山。正式名は渡度山（とどやま。同じく止々

山という表記もあるようです）とのこと。この山自体の経緯は

寡聞にして知りませんが、このお社の奥宮が、山頂にあるとい

いう記述は何かで読んだ記憶があります。やはり三輪山型の山
信仰なのでしょう。

大和の巨勢山と山容が似ているからこそ、この名がついた、という通説も数回見かけていますが、

真偽は不明。た だ、このお 社の氏子さ んたち が節分の夜に、 件の万葉歌 を唱える、 という 行事も戦
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宮下地区の莫越山神社鳥居。奥には渡度山。

前くらいまでは 続いていた と、聞いて います 。…少なくとも 古くから地 元の人々に とって は、渡度
山は莫越山だったのでしょうね。

また、実際に 来てみて思 うに、ご神 体の山 であれば禁足地 。すなわち 、越しては ならな い山とい
う意を負ったのは、解らないお話ではありません。
「な越しそね」

どうか越さな いでくださ いね、とい う意を 上代語に直すな らば、こう もなります し、な こしそね

→なこし、とな るのはそれ ほど強引と も思え ません。…もっ ともすべて は後つけ、 と言っ てしまえ
ばそれまでなのかもしれませんが。

どうなんでし ょうね。前 述している 長狭郡 上丁丈部与呂麻 呂の防人歌 「たちこも の～」 も、東国

のものとは思い 難い巧みさ でしたから 、ある いは洗練されて いるからと いって、こ の地に 縁のもの
ではない、としてしまうのも少々早計なのかもしれません。

ですが、だと すればなお さら万葉後 期あた りのものとなっ てしまうで しょうし、 その時 期の東歌

が万葉集に採ら れる機会は 、一も二も なく防 人歌。そうする と地理もそ うですし、 そもそ もの詠み

手が逆転してし まっている わけで。… あるい は、夫にあとの ことを託さ れた妻が、 その役 目を放棄

する＝禁を犯す ことができ ないからこ そ、ご 神体の山を越え られない、 としたのか 。…ご めんなさ

い、やはり個人 的にはここ ではない、 と感じ てしまいます。 恋と神の組 み合わせは 、それ はもう万

葉歌では定番中の定番ですけれど、そういう感覚自体が中央から遠い安房で、というのが何とも。

さほど長くな い参道を進 むとこぢん まりし た境内。どうや ら地元の自 治会の会合 か何か なのでし

ょうか。社務所の奥から話し声がかすかに届きます。吹き抜けてゆくのは、心地よい風。

ここ・宮下の 莫越山神社 は、一帯に 開けた 水田の中。見渡 す限り視界 にひっかか るもの と言った

ら、莫越山しか ないわけで 、なるほど 。三輪 山しかり、近江 の三上山し かり、とて も判り やすいお
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社ではあります 。但し、だ からといっ てここ こそが、もう一 方の莫越山 神社ではな く本当 の莫越山
神社、と言いたいわけでは決してないのですけれども。
境内にある社伝を引きます。曰く
由緒

社記に「莫越山神社は、養老二年（七一八）神体山の麓である現在地に遥拝所として造

営されたもので、延喜式神名帳所載の神社（式内社）安房国六座中の一である。」と記され、

古くから多くの信仰を集め、とくに工匠の祖神としてあがめられ、この地域の中心的神社
として今日に至っている。

莫越山神社案内文より抜粋

やはり遥拝所 から始まっ たようです ね。… しかしそれ以上 に気になる 、というよ りは納 得できて
しまう記述が、
「工匠の祖神としてあがめられ～」
となるでしょう。何せ、祭神が祭神ですからね。

手置帆負命、 そして彦狹 知命。彼ら の名前 が記紀で最初に 登場するの は、日本書 紀の天 孫降臨に
まつわる一説の中、となります。

即ち紀伊国の忌部の遠祖手置帆負神を以て、定めて作笠者とす。彦狹知神を作盾者とす。

天目一箇神を作金者とす。天日鷲神を作木綿者とす。櫛明玉神を作玉者とす。

乃ち太玉命をして、弱肩に太手繦を被けて、御手代にして、此の神を祭らしむるは、始め
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て此より起これり。

「日本書紀 巻二 神代下」

作笠者。かさ ぬひ、と読 みますが菅 を材と して糸で縫い、 神事幣物で ある笠を作 る専門 家という

意味になります 。同時に、 作盾者もた てぬひ の訓。往時の盾 は、木製や 鉄の鋲で留 めたも のなども

あったようです が、一般に は皮革を縫 い合わ せたものだった ようです。 その専門家 に手置 帆負命と
彦狹知命がそれぞれ定められた、と。

…いずれにし ても、古代 の政に関わ る祭器 具製作の始祖、 ということ です。なの で、工 匠の祖神
としてあがめられるのは、もっともなお話。
そしてこの前記引用の中に、明確に記述されている件。曰く
「紀伊忌部の遠祖」

これこそが何 故、この地 を名づけて 安房、 としたのかを解 く鍵にして 回答、とな ります 。それを

端的に書き表し ているのが 、神社本庁 が出し ている平成『祭 』データで す。ここ・ 宮下の 莫越山神
社についてこんな記載があります。

当社は、天正天皇養老二年（七一八）、勅願所にかかり地を賜る。神武天皇辛酉元年、天

富命は阿波の忌部を率いて、当国に下り給う。この時小民命、御道命の請によりその祖手置
帆負命、彦狭知命を祭祀し、延喜式に載する安房六座中小四座の一なり。

古語拾遺に曰く、天照大神、高皇産霊尊が天児屋根命、天太玉命に勅令して、番匠諸職の

神々を天降された時にこの手置帆負命、彦狭知命を棟梁の神とされもろもろの工匠を率いて、

日向国高千穂櫛触の峰に行宮を造り、天孫（迩迩芸命）の皇居を定めた。さらに神武天皇が

大和国内を平定して橿原を都と定めた時、天富命が手置帆負命、彦狭知命二神の裔の一族を
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率い、紀伊国名草郡御木、あらか郡より斎斧斎鋤を以て始めて山の材を伐りて宮城の正殿を
造り、これがわが国建築のはじめとされる。

更に神武天皇の命により四国の阿波に赴き麻殻を殖培し、のち天富命は更に肥沃な土地を

求め、阿波忌部氏を率いて舟で東方に向かい今の房総半島に上陸し、水利と渡度、狐座、御

木の三官有林を中心とした豊かな山林に恵まれたこの地を開拓し故国の地名より安房と称し

定住し、それまで土着の民の祀っていた神体山の渡度山（莫越の山）に祖神を祀り、また付近

に莫越山神社を中心として、古墳時代後期には神祭が盛んに行われていたことを物語る東畑遺
跡、石神畑遺跡、六角堂遺跡などが発掘されている。

神社本庁「平成『祭』データ」

はい、すなわ ち阿波＝安 房、という ことで ここでいう＝の 部分を意味 するものが 忌部。 この氏族
そのもの、というわけです。

忌部氏。すで に「わたの そこおきゆ 」でそ れなりには触れ ていますが 、そもそも 忌部と 言えば、

中央から派生し て阿波忌部 、紀伊忌部 、出雲 忌部、讃岐忌部 、さらには 筑紫忌部や 伊勢忌 部などに

も繋がり広がっ ていった氏 族にして、 前述の ように主に祭器 具製作や宮 の造営を専 らとし ていた職
人氏族。

余談になりま すが、恐ら くは隠岐の 忌部は 出雲忌部から派 生したもの なのでしょ うし、 ここ・安

房国は、阿波よ り東進・開 拓・移住し た一門 の地、です。ま た、紀伊の 那智勝浦と 安房の 勝浦とい

う地名の相似も 、忌部の東 進と何らか の関わ りがあってのも の、と推測 するのは決 して難 しいこと
ではない、と考えます。

ともあれこの 忌部氏。中 央の忌部は のちに 斎部と氏族名を 改めていま すが、その いずれ もが意味
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するものは穢れ を忌み、斎 くものを祭 る氏。 いってしまえば 神職中の神 職に携わっ てきて いたわけ

で、その立場か らまだこの 国に文字と いうも のがなかった頃 より、口伝 によって受 け継が れてきた
伝承を記述し、上奏した文献が存在します。

古語拾遺。日 本書紀が編 纂当時の権 力者だ った藤原氏＝中 臣氏の影響 色濃く編ま れたも のである

ように。また、先代旧事本紀が勢力争いに敗れた物部氏の立場より書かれたものではないだろうか、
とされているように。古語拾遺は斎部氏サイドから書き記された史書です。

また、それと 同時に有職 系の史料で もある のですが、その 記述の真摯 な姿勢、あ るいは 美化・歪

曲・捏造があま りされてい ない本質が 、二十 一世紀の現代で も高い信憑 性をもつ史 書とし て、多く

の研究者たちに とても好意 的に受け入 れられ ている、とよく 耳にします 。また、た かだか 趣味の領

域でこれら史料 を読み漁っ ているわた し自身 もまた古語拾遺 を残した斎 部広成老の 人柄の ようなも
のが感じられて、とても好きな読み物としてよく挙げさせて頂いていますね。

蓋し聞けく、「上古の世に、未だ文字有らざるときに、貴きも賤しきも老いたるも少きも、

口口に相傳へ、前言往行、存して忘れず」ときけり。書契ありてより以来、古を談ること好

まず。浮きたる華競ひ興りて、還りて旧老を嗤ふ。遂に人をして世を歴て弥新たに、事をし

て代を逐ひて変へ改めしむ。顧みて故実に問ふに、根源を識る靡し。国史・家牒、其の由を

載すと雖も、一つ二つ委曲は、猶遺りたる有り。愚かなる臣言さずは、恐るらくは絶えて伝

ふること無からむ。幸ひに召問を蒙りて、蓄へきたる憤りを◆べまく欲りす。故、旧説ども
を録して、敢へて上聞る、と云爾り。

斎部広成「古語拾遺」

※◆は手偏に「慮」という表記です。
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「思うに、聞い ているには 上古の時代 には、 まだ文字もない 時代だった のにも関わ らず、 当時は身

分の上下も、老 い若きの区 別なく、す べての 人が言葉だけで 、語り伝え てきた昔の 人が言 ったこと
や、昔の時代にあったことが残っていて、忘れられることはなった、という。

けれども文字 で残すよう になってか らとい うもの、人は古 い時代を語 ることを好 まなく なった。

表面だけが華や かで実質の 伴わない傾 向が、 まるで競うかの ように盛ん になって、 しかも 古伝承を

語る老人を嘲笑 するように なってきて いる。 そしてついには 、時代が進 むにつれて 人々を ますます

新たな風潮に走 らせ、物事 を時代の推 移とと もに変革させる に至ってい る。今振り 返るに 古来から

の慣例を遡って も源流を知 っている験 しがな い。朝廷編纂の 史書や氏族 の記録がそ れらの 由緒を記
録しているけれど、少数ではあれど細部が遺漏してしている点もある。

わたしのよう な者が申し 上げないな らば、 恐らくは絶えて しまい、伝 えることが ないも のになっ

てしまうであろ う。幸いに も陛下のご 下問を 頂戴し、ここに 長年の間に 積もりに積 もった 憤りを述

べようと思う。 そこでわが 家に残る古 伝承を 記述して、積極 的に朝廷に 言上する、 と申し 上げる次
第である」

斎部広成が平 城天皇から の求めで記 した古 語拾遺の冒頭と 、それを現 代風にわた しが意 訳させて

頂いたものです 。…繰り返 しますが、 これは あくまでも天皇 の求めで記 述したもの 。にも 拘らず、

その冒頭がいき なり天皇氏 に対する賞 賛その 他の美句で飾ら れるのでは なく、まさ しく正 述心緖と

言いますか、変 わりゆく世 の中に対す る憤り と、警鐘を真正 面から綴っ ているわけ で、い やはや広
成老のお人柄が、それとなく手繰れますね。

さらには、上 古には文字 が無かった こと、 文字が出来てか らはかつて のように人 が古伝 をしなく

なってしまった ことを、明 け透けに書 いてし まっているのも 、記紀の成 立によって 多くの ことが歪

曲されてしまっ たから、と 遠まわしに 伝えた がっているよう に読めてし まうのは、 わたし がへそ曲
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がりだからでしょうか。

例えば先代旧 事本紀と記 紀とでは、 物部氏 の始祖となった 饒速日尊に 関する記述 部が大 きく異な

ります。これは 恐らく、物 部氏独自の 古伝も 踏まえて書かれ ているから 、という有 力説が あるのと

同様に古語拾遺 では、そも そもの忌部 の始祖 たる天太玉命の 活躍場面が 、記紀に比 べて多 いことが

特徴的。さらに は、その天 太玉命に従 った忌 部五部神（櫛明 玉命＝出雲 忌部の祖、 天日鷲 命＝阿波

忌部の祖、彦狭 知命＝紀伊 忌部の祖、 手置帆 負命＝讃岐忌部 の祖、天目 一箇命＝筑 紫・伊 勢忌部の
祖）についても書き記されています。

又、天地割れ判くる初めに、天の中に生れます神、名は天御中主神と曰す。次に、高皇

産霊神（古語に、多賀美武須比といふ。是、皇親神留伎の命なり）次に、神産霊神（是、

皇親神留弥の命なり。此の神の子天児屋の命は、中臣の朝臣が祖なり）其の高皇産霊の神

の生みませる女の名は、栲幡千千姫の命（天祖天津彦の尊の母なり）其男の名は、天忍日の

命（大伴宿禰が祖なり）又、男の名は天太玉の命（斎部の宿禰が祖なり）と曰す。太玉の

命の率たる神の名は、天日鷲の命（阿波国忌部等が祖なり）・手置帆負の命（（讚岐国忌部

が祖なり）・彦狹知の命（紀伊国忌部が祖なり）・櫛明玉の命（出雲国の玉作が祖なり）・天
目一箇の命（筑紫・伊勢両国の忌部が祖なり）と曰す。

斎部広成「古語拾遺」

いや、恐らく は逆ですね 。先代旧事 本紀に は、古語拾遺の 記述の引用 があります から、 没落した

物部氏の末裔が 、古語拾遺 に倣って自 身らの 古伝も含めて記 したのが先 代旧事本紀 となる のかもし
れません。
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いずれにせよ 、これらの 裏側に存在 するの は大化の改新以 降の中臣氏 ＝藤原氏の 専横に よって表

舞台から消えて いったかつ ての有力氏 族たち の鬱屈、なので しょうか。 お話は逸れ ますが 、この現

代ですら教科書 の記述の有 り様につい て、様 々な異論・意見 がものされ ていますし 、その 顕著な例

が太平洋戦争当 時の様々の 取り扱いに ついて 。国内のみなら ず対外的に も論争どこ ろか一 つ間違え

ば政争、紛争す らも起こり かねない情 勢が続 いていますので 、考えるま でも無く殊 、歴史 というも
のの明文化には、いずれの時代も人々の悲哀が交錯するものなのだ、と。

余談が長くな りました。 ともあれそ んな忌 部の、特に地方 の忌部たち は朝廷に属 する品 部だった

わけで、この品 部とはその まま職業集 団とい うのが、やや早 計ではあれ ど最も解り やすい 説明なの
かもしれません。

忌部五部神も それぞれに 専門的な役 割があ り、櫛明玉命を 祖とする出 雲の忌部は 勾玉つ くり。天

日鷲命を祖とす る阿波の忌 部は木綿や 麻布を 織ること。手置 帆負命を祖 とする讚岐 の忌部 はすでに

引用した日本書 紀の記述に あるように 笠縫。 天目一箇命を祖 とした筑紫 ・伊勢の忌 部は鏡 や斧、刀

などの鋳造品つ くり。そし て、彦狹知 命を祖 とした紀伊の忌 部は盾縫に して、宮を 建てる 際に不可
欠な木材の貢納と、宮そのものの造営などに従事した、と。

仍りて、天富の命（太玉の命が孫なり）をして、手置帆負・彦狹知の二柱が神のを率て、

斎斧・斎鋤を以ちて、始めて山の材を採りて、正殿を構り立てしむ。所謂、底つ磐根に宮

柱ふとしり立て、高天の原に搏風高しり、皇孫の命の美豆の御殿を造り仕へ奉れるなり。

故、其の裔、今紀伊の国の名草の郡御木・麁香二郷在り（古語に、正殿は麁香と謂ふ）。材

を採る斎部の居る所は、御木と謂ふ。殿を造る斎部の居る所は、麁香と謂ふ。是、其の証なり。
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又、天富の命をして、斎部の諸氏を率て、種種の神宝、鏡・玉・矛・盾・木綿・麻等を

作らしむ。櫛明玉の命が孫は、御祈玉（古語に、美保伎玉といふ。言ふこころは祈祷なり）

を造る。其の裔、今出雲の国に在り。年毎に調物と共に其の玉を貢進る。天日鷲の命が孫、

木綿、及、麻、并、織布（古語に、阿良多倍といふ）を造る。仍りて、天富の命をして日

鷲の命が孫を率て、肥饒き地を求ぎて、阿波の国に遣はして、穀・麻の種を殖ゑしむ。其

の裔、今、彼の国に在り。大嘗の年に当たりて、木綿・麻布、及、種種の物を貢る。所以

に、郡の名を麻殖と為る縁なり。天富の命、更に沃き壤を求ぎて、阿波の斎部を分かち、

東の土に率往きて、麻・穀を播殖う。好き麻生ふる所なり。故、総の国（古語に、麻を総と

謂ふ。今、上総・下総の二国と為す、是なり）と謂ふ。穀の木生ふる所なり。故、結城の

郡と謂ふ。阿波の忌部の居る所、便ち安房の郡（今の安房の国、是なり）と名づく。天富

の命、即ち其地に立太玉の命の社を立つ。、今安房の社と謂ふ。故、其の神戸に斎部氏有り。

又、手置帆負の命が孫、矛竿を造る。其の裔、今、分かれて、讚岐国に在り。年毎に、調
庸の外に、八百竿を貢る。是、其の事等の証なり。

斎部広成「古語拾遺」

現在の島根県 松江市に玉 造温泉とい う地名 があることや、 畿内で大規 模な宮を造 営する 木材は、

当然畿内から最 も近い樹木 の繁殖地で あった であろうことか ら、紀伊は 熊野界隈が 該当す るのも頷
けますね。

…日本書紀の 記述と古語 拾遺の記述 の差異 は、ここではあ えて触れな いでおきま す。そ もそもの

立位置が違う二 つの書物の 記述です。 そして 、その差異を埋 める手段も 、わたしに は持ち えません
よし。
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遥拝所であったであろうかつてを思いつつ、鳥居より社殿奥

の莫越山を臨みます。風が止むたびに世界から音が消え、また

風が吹くたびに稲穂が揺れる音だけが軽く響きます。本殿の前
まで進み、いつもように参拝しました。

「自分に連なるすべての人が幸せでありますように」

自分に連なるすべての人。言ってしまえば、すべての人々は

かならず何処かで繋がっていますし、連なってもいます。こう

やって古歌紀行をしていると本当によく感じるのですが、すべ

ての人々が同じ地表を共有しているわけで、それは何も同時代
の人だけには限りません。

この地で暮らしていた先住民がいて。その後に忌部が来てこ

こを当時では最先端の技術や知識で開拓。けれどもその後の時

の時代では、また大和朝廷による東征があって、その時、朝廷

側から見ればこの地に居ついた忌部の子孫たちもまた、先住民
廷側から見ればこの地に居ついた忌部の子孫たちもまた、先住民です。

その後の時代 にだって大 なり小なり 、一つ の地表を共有せ んがために 、諍いもあ れば融 合もあっ

たのでしょうし 。そこにあ ったのは、 支配と 服従なのか、融 和と同化な のか、よく 判りま せん。た

だ、判ることはその時々に人々が暮らしていたという事実と、その暮らしのためになされた努力と。

そんな断片を 訪ねて周る 旅だからこ そ、す べての人々の幸 せを願わず にはいられ ません し、その

時々の人が願い を仮託してい た祭神とい う存 在にもまたあれ これと考えを めぐらせて もし まいます。

宮下の莫山神 社祭神・手 置帆負命と 彦狹知 命。その一方で 、古語拾遺 にはついぞ 登場し ない、小

民命、御道命。 この二人の 申し出によ って建 立された、とい う説も莫越 山神社には ありま す。身勝
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宮下地区の莫越山神社境内。

手な推測ですが 、土地の開 拓には当然 、鋤や 斧が不可欠だっ たのではな いでしょう か。そ のために

小民命、御道命 が東進に参 加していた 、とす るならば。…莫 越山神社が 忌部の祖で ある天 太玉命で

も、東進した天富命でも、ましてや阿波忌部の祖である天日鷲命でもなく、あえて自身たちの遠祖・

手置帆負命や彦 狹知命だけ を祭神とし たのも 、また解らなく もないのか もしれませ ん。当 時の海岸

線がどこまで内 陸部に入り 込んでいた のかは 寡聞にして知り ませんが、 そもそもの 上陸の 地や、古

語拾遺にも明記されている安房の社、すなわち安房神社よりは、それでも内陸に位置するこの界隈。

急峻とまでは言わずとも山があり、木々が生い茂っていたであろうこの地ならば。

…そんなこと を、ぼんや りと考えて は、薄 く浮いてくる汗 もそのまま に、ただた だ風の 中に立ち

（於 宮:下地区・莫越山神社）

遼川るか

すくんでしまっ ていました 。解るよう な、解 らないようなも どかしさば かりが、後 頭部に じんわり
と凝っていました。
天離る雛の地ともえ知じてみなひと向かふいづへともなし

（四）

家風は日に日に吹けど我妹子が家言持ちて来る人もなし

朝夷郡上丁丸子連大歳「万葉集 巻二十ー四三五三」
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「故郷の方角か らの風は毎 日、毎日、 吹いて くるというのに 妻からの便 りを持って 来てく れる人な
どいない」

こちらも防人 歌ですが、 作者は朝夷 郡上丁 丸子連大歳、と あります。 丸子連。ま るこむ らじ、と

読みます。ここで注目したいのは姓（かばね）が連（むらじ）だということでしょうか。

先ずはかばね、です。大和朝廷以前の古代日本で、かばねは家臣に与えられた称号のようなもの、

とされています 。判り易い 例に置き換 えると 、会社という組 織に於いて 、各人に与 えられ る職位・

職責が、かばね であった、 と。なので 、地位 や権限を表すか ばねと、担 当を表すか ばねが あった、
ということになりますか。

そして、その かばね、の 中でも最高 位だっ たのが連だ、と も。もちろ ん、ここで いう古 代日本と

いうのは天武以 降の明確な 中央集権以 前。言 ってしまえば、 各地の豪族 、あるいは 小国も あったで

あろう、という 前提での話 ではありま すが、 それを後から追 認・整備・ 記述という 形で一 本化にし

たにせよ、後付 したにせよ 、少なくと も記紀 万葉の時代には 、かばねの 中で連は最 高位、 という認

識であったので しょう。つ まり、丸子 氏はそ れなりの力（地 位ｏｒ技術 ）を持った 一族だ った、と
なります。では、その丸子氏とは、となるのですが、これがまた中々…。

今回少し調べ てみたので すけれど、 定説と して丸子氏は大 伴氏の系譜 となってい る一方 で、いや

いや実は和邇氏 の系譜だ、 とする説も いまだ に多く、何とも 。実は、丸 子氏の他に 丸氏、 という一

族が存在しまし た。といっ て、丸と書 いてわ に、と読みます から、似て いるのは字 面だけ なのです

けれど、どうに も混同され がちな様子 。丸と いう氏族が上古 から中古、 中世の文献 にぽつ りぽつり

と登場することが混同の原因と思われますけれど、恐らくは丸子氏と丸氏は別物です。

丸氏は確かに 和邇氏の系 譜なのでし ょうね 。丸邇という表 記やら、和 邇氏から後 に派生 した春日
氏に、丸部某という人物がいたことも続日本紀には記載されていますから。
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いずれにして も丸子氏は 、東国では かなり の広範囲にわた って居住し ていた一族 だった のではな

いか、と。余談になりますが、一方の丸氏はむしろ西日本にその足跡が多く見られます。
「さゝなみ
のしがゆ」でも、それなりに書きました。

ただ今回、や やこしいと 言いますか 、紛ら わしいと言いま すか、誤解 してしまい そうに なったの

が丸山町、とい う地名。こ こから一瞬 、和邇 氏を連想してし まいました し、某所で 見かけ た丸子氏

は和邇氏から派 生した、と いう説に慌 ててあ れこれ調べてし まいまして 。でも、ど うやら この一帯
の丸、は大伴氏系譜の丸子氏に縁の丸、なのでしょう。

ともあれ、丸 子氏です。 知りうる限 りでは 、崇峻天皇の妃 となった小 手古の父親 ・大伴 糠手の子

（小手古の兄弟 ）である頬 垂が丸子氏 の祖と されているよう ですが、浅 学にしてそ れ以上 のことは
手繰れていません。

ただ、この丸 子連と莫越 山神社一帯 の旧丸 山町界隈。古く は丸という 地名だった らしく 、その関

連については色 々と議論・ 検討の対象 となっ ているようで、 インターネ ット上でも 幾つか 拝読させ
ていただきました。
万葉集に採られている「丸子」に関連するものは他に
難波津に装ひ装ひて今日の日や出でて罷らむ見る母なしに

鎌倉 郡
< 上>丁丸子連多麻呂「万葉集 巻二十ー四三三〇」
久慈川は幸くあり待て潮船にま楫しじ貫き我は帰り来む

久慈郡丸子部佐壮「万葉集 巻二十ー四三六八」
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が見られます。

「難波の港に船 出の装いを 重ね着して 、今日 この日に出航す るのだろう か。この姿 を見て くれる母
はいないというのに」

「久慈川は、そのままであっておくれ。船に楫をたくさん取り付けて、わたしは帰って来るから」

はい、いずれ も防人歌に して、前者 が相模 国、後者が常陸 国出身、と 。個人的に はこの 中で最も

悲壮感が漂って いるように 読めてしま うのは 、丸子部佐壮の ものですか 。数年間の 任地に 赴く、と

いう状況で親や 妻と離れ離 れになって しまう ことを哀しんで いる、とい うよりはも はや祈 りといい

ますか、まるで 死地に赴く ような覚悟 が感じ られます。…つ まり、前述 している通 りの「 防人の現

実「もしっかり 認識してい るのではな いかな 、とも思えてし まうわけで 、それなり の年齢 に達して

いたのかもしれ ませんね、 佐壮は。行 きたく なくとも、それ はもう詮無 いこと。あ とは早 く帰るこ
とだけを、という「考え」も感じ取れますね。

一方の多麻呂は逆にとても幼い印象です。妻ではなく母ですから。行きたくない、という「感情」
がストレートに表現されていますし、とにかく不安だったのでしょう。

…といって大伴氏とも、和邇氏とも、そして万葉集とも、直接的にはほぼ無関係ではありますが、

そんなかつての丸の地に行基が開祖とされている古刹があります。石堂寺です。

古くは日本三 大石塔寺の 一つに挙げ られ、 旧名はそのまま 石塔寺とい ったようで すね。 場所が、

宮下の莫越山神社のごく近くなので、その石堂寺へちらっと立ち寄ってみることにしました。

行基開祖、と いう「枕詞 」は東国に また、 たくさんありま す。元々が 畿内に比べ て上古 の記述が

極端に少ない東国で、上古の文学に縁ある地を訪ねて周ろうとすると、とにかく倭建命か、防人か、

あるいは行基か 、となって しまうのは 仕方が ないこと。とは 言え、何だ かすっかり お馴染 みになっ
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てきていること、思わず笑ってしまいましたが。

また、忌部が 開拓という 形で、技術 面から この地をリード していった り、あるい は倭建 命が東征

という形で、各 地を束ねて いったとし たなら ば、行基はそれ を仏教とい う形で実行 した人 、となる

のかもしれませ んね。原初 はひもろぎ などか ら始まった自然 信仰が、忌 部によって 祖神を 祭り、ま

た功労者を祭っ て、一方の 大和朝廷の 東征に よって天つ神、 国つ神信仰 という、統 治にし て、日本

古歌紀行をしていると襲われる不思議な感覚。それは歴

かもしれません。

か し た ら 彼 も また 、 こ の お寺 さ ん に詣 で た こと が あ っ た の

子 氏 。 そ の 中 には も ち ろ ん大 歳 も いた の で しょ う し 、 も し

天平勝宝七年（七五五年）。…この地を本拠とした安房の丸

と な っ て い ま す。 一 方 の 大歳 が 件 の万 葉 歌 を上 奏 し た の が

お寺さんの由緒は、神亀三年（七二六年）に行基が建立、

ていました。

あ っ て 、 南 房 総最 古 の お 寺さ ん で ある こ と 、改 め て 実 感 し

体 か ら 重 要 文 化財 指 定 さ れて い る と思 わ れ る建 造 物 も 複 数

が 土 か ら 張 り 出し て い る 様な ど も 見ら れ ま すし 、 国 や 自 治

中 、 そ れ な り に樹 齢 を 重 ねて い る ので し ょ うか 、 大 木 の 根

お 寺 さ ん の 駐車 場 か ら 、ゆ る や かな 坂 道 を登 り ま す 。 途

という国家全体 の信仰が伝 道され、や がて中 央が仏教に傾倒 するにつれ て、今度は それで 各地を上
書きしていった、といいますか。

石堂寺の鐘楼と多宝塔。
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史は歴史と交差 する、とい うことです 。ここ にお寺さんとし て時間を紡 いできた場 があり 、その一

方で歌集として 歴史を重ね てきた万葉 集があ って。それぞれ の千三百年 も経た今に なって 、わたし

がその二つの歴史が交差したかもしれない様を、何となく感じている、といいますか。…もちろん、

わたしだけでは ない、様々 な分野から この地 へ関心をもって 訪れた人々 もまた、そ ういっ た交差す

る歴史と歴史、というもう一つの新しい歴史を紡いできたのでしょうし、ゆくのでしょうし。
「重い…」

梅雨明け間際 のまだ低く 浮かぶ雲た ちの下 。気温はすでに 三十度を超 えていまし た。東 国の哀し

み、それは西か ら来た為政 者たちによ る、支 配の歴史。そう 、わたしは 「なつそひ くうな かみがた

ゆ」で書きまし た。けれど も、その為 政者に よって支配され た者たちも また、かつ ては西 からやっ
てきてこの地を開拓した者たちでした。

開拓民とはい っても、恐 らくはそれ 以前か らこの地に暮ら していた原 日本人と言 います か、いず

れにせよ先住民 が全く皆無 だったとは 思えま せん。先史時代 の貝塚や、 石器などが 、その 事実を二
十一世紀の現代も、静かに物語っています。

ならば開拓民 もまた、為 政者だった のかも しれませんし、 その後にや ってきた倭 建命に しても、

それこそ行基に しても…。 歴史は、歴 史と交 差します。もし かしたら、 そこに悲哀 などと いう甘っ
たるい感傷を抱いてしまうのは、わたしの奢りや、傲慢なのかもしれません。

先住民は、そ れでも忌部 が率いた開 拓民に よって新しい技 術という恩 恵もまた、 享受し たことで
しょう。麻にしろ、木綿にしろ、鋤や斧などにしろ。

その開拓民の 子孫は、大 和朝廷の東 征によ って支配され、 その解りや すい形の一 つに防 人という

制度がありまし た。…が、 同時にそん な彼ら の歌が現代に残 っている事 実や、心の 支えと して存在
したかもしれない古刹もあって。
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人の歴史。土 地の歴史。 時代という 歴史。 果たして「それ 」が正しか ったのか、 間違っ ていたの

か。美しかった のか、醜悪 だったのか 。有効 だったのか、無 意味だった のか。…過 去に対 するすべ

ての評価は、そ の時、その 場ではなく 、後の 時代がくだすも のです。そ して、その 後の時 代の評価
もまた、時代によって醸成される価値観によって次々と様変わりします。

いや、そもそ も後の時代 がくだした 評価に 、果たしてそれ ほどの価値 が存在する のでし ょうか。

前述している通 り、バック ボーンが違 いすぎ るのです。あく までも、学 術的に。あ くまで も芸術的

に、という側面での評価はもちろん存在するのでしょうが、ならばその学術や芸術とは、と。

同時代性の権 威、という ものは社会 の一つ の機構として必 要なのでし ょう。学術 として の筋道も

また、必要なの だとも思い ます。現に わたし はここまででも 、定説が、 有力説とし て、な どの記述
しています。

義務教育的な 正解と不正 解。これも また古 歌紀行をしてい ると判らな くなるもの の筆頭 格で、仮

に学術的にそれ がそうだ、 と定められ ている から…。それに 倣わなけれ ば、それに 寄り添 わなけれ
ば、すべて不正解なのでしょうか。

万葉歌に謡わ れた場所が 不特定の地 。では その地は何処な のか、と歩 いて周った ところ で、そも

そも学術的な答 えなど出ま せん。数多 の先人 たちをもってし ても定めら れていない ものを 、わたし

が仕事の合間を 縫って訪ね 歩いたとこ ろで「 未詳という定説 」を覆すほ どの大発見 はなさ れるはず
もありません。

「あきづしま やまとゆ・ 弐」で書き ました が、柿本人麻呂 は誰だった のか。その 問いに 対するわ

たしの現時点で の最高の答 えは「判ら ない」 です。ですが、 それと等価 で「わたし はこう 思う」と

いうものがあったっていい、とも思います。あくまでも私見の範疇内であるならば。
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そこに正解不 正解という 境界を設け る必要 は果たしてある のでしょう か。同時に 、後世 がどうジ

ャッジしたからといって、それにもまた寄り添う「義務「はないではないでしょうか。

例えば、これ が太平洋戦 争中の価値 観で捉 えるとしたなら ば、家族と はなれるの が哀し い、など

と心情を吐露し ている時点 で非国民、 とされ たのかもしれま せん。戦後 六十余年を 経た今 だからこ

そ、そこに人々 の悲哀がと てもくきや かに浮 かびあがるので あって、仮 にこの先、 日本と いう国が

またしても軍国 化するのな らば、もし かする と万葉集は十九 巻で完結、 とされてし まうの かもしれ
ません。あくまでも、仮定のお話になりますが。

ですが、その 同じ時代の 中にも、人 それぞ れのものの感じ 方、考え方 、が存在し ますし 、それら

だって価値観、 という言葉 で括られま す。歴 史や考古学はた だただ立証 可能な事実 にのみ 、裏打ち
されて然るべきもの。

けれども人そ れぞれが、 確かにその 時、そ う感じたという 「心の事実 」も、事実 ではあ ります。

但し、それを事 実として立 証する術が 、存在 し得ない…。た った一首の 万葉歌に対 する解 釈が様々

になってしまう 所以でもあ ります。前 出して いる佐壮の歌だ って、字面 の歌意こそ は読み 取れます

が、それを悲壮 感、それな りの年齢で あった のではないか、 と受け止め ているのは 他でも ない、わ

たし自身。ある いは、大歳 や多麻呂よ りも歳 若く、防人とい う制度の実 態を知らな い少年 の、ちょ

っと背伸びして詠んだ歌、という捉え方だってしようとすれば、できてしまうわけで。

歴史は、歴史 と交差する 。その交差 点の一 つとしてある、 古歌紀行で あり、わた し自身 です。イ

ンターネットと いう術を得 て、誰もが 気軽に 思いを発信でき るようにな ってしまっ たから こそ、交
差点の一つとしての自身の意味を、静かに重く感じてしまっていました。

そもそも、意味なんてものに縋ること自体、考えようによってはナンセンスなのかもしれません。
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誰がどう受け止 めようと、 そう感じた 、そう 思った、という 心の事実は 、客観的な 立証が 叶いませ
んが、それも含めて事実でもあります。でも…。

宮下の莫越山神社で感じていたもどかしさが、また少しせり上がって来たように感じていました。

あの時と…。近江を最初に周った時と。よく似ている感じがします。きっと、またわたしは否定し、

破壊しなければならないのでしょうね。かつて自身が、そう感じたという心の事実を。…きっと。
息長鳥安房に来し来し今日の日のあり
息長鳥安房ゆ立ち立つ今日の日のあり
鶏の鳴く東いにしへみなひとの立ち
押し照るや難波しらぬひ筑紫の遠し
弥遠に時流るれど絶えざるものを
なほなほし頼らまくほしくたれもしあらむ
在るてふをたれもえ知らじ在るてふがゆゑ
在るがゆゑゑひかなしびて在るはかもなし
わくらばに忘るをほるもかひなき名なる
歌思ひここりこめこむ言にし出でむ
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言繁きあれあれなほし揺らかし給へ
震り震りてあれな揺れそね謡ふてふこと
天ありて地あるをこそ神祝け謡はめ
しがはかに命生くてふゆゑのえあらず

たまきはる

あれなほりそなにしかあれかなにしかあるか
さかしまにいゆきもとほるのみ
世に命あるは鳥草木ひとゆきゆく
咲き匂へず飛べずしかれどあれ謡はらる
こはこにて在るがまにまに思ふがまにまに
来ぬ来てはいつにいづへに玉矛の道

（五）

遼川るか

（於 石:堂寺境内）

論社。恐らく は一般の方 には耳慣れ ない言 葉なのだ、と思 います。か くいうわた しも、 単語の存

在こそは知って いましたけ れど、正確 な意味 を調べ、なおか つ実際の検 分という形 で接し たのは、
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今回が初めて。 すなわち、 似たような 名前の 神社が複数存在 し、どれが 延喜式に記 述され た式内社
か決定できないもの、という意です。

…はい。すで に前述して いますが件 の莫越 山神社は、宮下 地区と沓見 地区に一つ ずつ、 同じ名前

のお社が在って、さらには延喜式内社でもありますから、論社に該当しているわけなんですね。

石堂寺を後に して、内陸 部からより 海岸線 へ近い方へ。国 道四一〇号 を走り続け ると、 三年前に

潜った鳥居が見 えきます。 沓見の莫越 山神社 です。前回は、 すでに稲の 借り入れも 終わっ た九月半

ばの訪問でしたが、今回はまだまだ青田風ゆく七月。当時の何処となく煤けて寂れた印象から一変、

一

作詞者

加藤まさお

月の沙漠を はるばると 旅の駱駝が 行きました

「月の沙漠」

わたしが向かったのは御宿海岸でした。

あの日、玉前神社の例大祭に立ち寄り、仕事を済ませてから、

けたこと、今でも明確に覚えています。

も見つからない、と道ゆく人に何度も尋ねては、ようやく辿り着

た時刻に、周囲の民家の中を社用車でぐるぐる走り回り、それで

を探しました。そもそもの悪天候に加え、すでに暗くなりかかっ

風と降っては止み、止んでは降る雨に見舞われながら、このお社

三年前、たまたま台風が近づいてきていたために、時折吹く突

すこんと抜けのいい開放的な光景の中、です。

沓見地区の莫越山神社周辺。
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二

三

四

銀の鞍には 金の甕

金と銀との 鞍置いて 二つならんで 行きました
金の鞍には 銀の甕
二つの甕は それぞれに 紐で結んで ありました
先の鞍には 王子さま 後の鞍には お姫さま
乗った二人は おそろいの 白い上着を 着てました
広い沙漠を ひとすじに 二人はどこへ 行くのでしょう

黙って越えて 行きました

朧にけぶる 月の夜を 対の駱駝は とぼとぼと
砂丘を越えて 行きました

お馴染みの童 謡・月の沙 漠の歌詞と なりま すが、はい。こ ちらとても 綺麗な今様 歌の韻 律です。

元々は加藤まさ おが詩と挿 絵という形 で発表 したものへ、後 から曲がつ いて童謡と なった ものなの
ですが、そもそもの加藤まさおが作品の着想を得たのが御宿海岸だった、と。

…といって、 現代にも残 る今様歌の 韻律に 縁の地、として 御宿海岸に 立ち寄った わけで はありま

せんでした。荒 れた海、嫌 いじゃない んです ね、実は。まあ 、これもま た、わたし の中の 酔狂の一

つなのかもしれ ませんが、 古歌や韻律 とは全 く別の理由から 寄り道をし 、そのお陰 で宮下 の莫越山

神社へは訪ねる こと叶わず 。それどこ ろか何 とか、ここ・沓 見の莫越山 神社の鳥居 を潜る 頃になっ

て、やっと月の沙漠の歌詞が今様の韻律だった、と気づいたこともありありと思い出せていました。
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旅の不思議。 そう、これ も旅をする 中で感 じてしまう不思 議な感慨な のですけれ ど、三 年という

時間が流れたの に、ここは ここのまま 。この 界隈で暮らして いらっしゃ る人々にと っては 身近すぎ

て、もはや何も 感じられな いほどに目 に馴染 んだ鳥居も、境 内へと向か う石段も、 そして 拝殿も。

ずっと変わらずここに在り続けていたはずなのに、わたしにとっては、時間軸の中のほんの点と点。

季節が変わり 、光景から 受ける印象 も変わ り、では、もし 今日わたし が再訪して いなか ったとし

たならば。沓見 の莫越山神 社は、薄暗 くて、 少し怖いくらい の印象しか 、わたしの 中には 残らなか
ったのかもしれません。

違う印象、で も同じ場所 。その場は その場 であり続けてい たというの に、ここと は別の 場所で暮

らしていたわた しにとって は、ここが ここと して在り続けて いた空白の 三年間が、 とにか く不思議
で、不思議で。

その同じ三年 間、わたし は一体、何 度ここ のことを思い返 したでしょ うか。考え たでし ょうか。

興味のきっかけ となった万 葉歌も、延 喜式も 、わたしの中で は三年間、 確かに継続 してい たもの、

といいますか地 続きの感覚 なのに、こ ことい う場所は地続き ではない… 。ですが、 三年と いう空白
の間、確かに地続きのものとして在り続けたお社です。

これもまた、 気まぐれに 立ち寄った 旅人の 傲慢、なのかも しれません 。何故、自 身の意 識の外の

ものは継続的に捉えられないのでしょうね、人は。あるいはそれが人の限界、なのかも知れません。
所詮人間は、どこまでいっても万能にはなり得ませんから。

沓見の莫越山 神社の祭神 も、手置帆 負命と 彦狹知命。けれ ども小民命 と御道命は 配祀さ れていな

いようですね。 代わって配 祀されてい るのが 、彦火火出見尊 、鵜葺草葺 不合尊、豊 玉姫命 という正
直、びっくりしてしまうラインナップです。
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彦火火出見尊 は、古代神 話で有名な あの山 幸彦のこと。そ の山幸彦が 、釣り針を 探して 訪ねた海

神宮にいた豊玉 彦命の娘に して、山幸 彦の妻 となったのが豊 玉姫命。そ んな二人の 間に生 まれたの

が鵜葺草葺不合尊で、因みにその鵜葺草葺不合尊の子どもと言えば…。はい、初代天皇の神武です。

もう言ってし まえば、が ちがちの大 和朝廷 的な三柱が、こ こに祀られ ているわけ で、同 じ論社の

宮下の莫越山神 社とは一線 を画す気が してし まいます。あち らの配祀は 忌部の裔に して、 実際に開
拓・入植した小民命、御道命なのに対して、です。

現実的には神 武にしても 倭建命にし ても、 時代としてどち らが先だっ たのか、あ るいは そもそも

の実在だって未 詳です。い やいや、そ れどこ ろかのこ地の開 拓神話たる 忌部のこと にして も、学術

的なことはさて おき、本当 の意味での 真実は 未詳、と。そう してしまっ たっていい のかも 知れませ

ん。ただ、この 距離にして たったの五 ㎞しか 違わない二つの 論社。何故 、分かれて しまっ たのか、

①

延喜式など、より時代が下った中での「神社らしい神社「は沓見の莫越山神社。

土着の山岳信仰など、よりこの地の古代に寄り添う印象が強いのは宮下の莫越山神社。

を考えてしまいたくもなるわけでして一つ、わたしなりの拙い推理などをぶって見ましょうか。

②

一方は祖神をより祖神を祀るものとして。一方は、より国が定める神を祀るものとして 存在る

五㎞という ㎞距離は現 在の沓見界 隈に暮 らしていた、当 時の人々が 、神事・祭 事を行 うのに決

ようになったのではないか。

③

④

して不便すぎるもの、とは考えがたい。但し、沓見から宮下へゆくには登り道となる。
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⑤

海側のほうがより、中央には近かった。

これらのこと が瞬時に考 察できるわ けで、 個人的な感覚論 では、最初 にあったの は宮下 で、けれ

ども次第に中央 からの影響 が色濃くな る中で 、社格はむしろ 沓見の方が 高くなって いった のかもし

れません。何と なく原初は さておき、 延喜式 に記載されたの は沓見のよ うな印象が 根拠は ないです
けれど、します。

分かれた原因 を推理でき る理由は、 様々に ありますが例え ば「さゝな みのしがゆ 」で書 いた不破

の関の若宮八幡 神社と井上 神社が壬申 の乱で 、天武方につい た者たちと 大友側につ いた者 たちが分
かれて興した、というようなことでは、きっとないのではないか、と。

そういうこと よりもむし ろ、純粋に 後から 来たものも受け 入れました よ、という 結果の ように思

えてなりません 。こっちは 本家のお墓 、あっ ちは分家のお墓 。分家（本 家でも構い ません ）の先代

は新しい物好き で、その先 代が信奉し ていた ものも、一緒に お祀りしち ゃいましょ うね。 本家（分

家でも構いませ ん）は先祖 代々の生業 を継い でいるから、そ れに纏わる ご先祖様た ちも一 緒にお祀
りしましょうね、というような流れと申しましょうか。

由緒書きによれば両社とも、手置帆負命と彦狹知命は建築の神様、としているわけで、より海に。

より中央に。近 く稲作に軸 足を置いて いた一 方と、より山に 近く、開墾 する中で建 築的作 業に従事
する機会が多かった一方。しかも片方にはシンボルたる山があります。

さらに言うな ら、一方は 現代の海岸 線にも 二㎞足らずなわ けで、海猟 ・海運の守 り神と される鵜

葺草葺不合尊を 祀りたかっ たのかもし れませ んし、そもそも が山幸彦が 海へ行って 海神の 娘を娶る

などなど、山と 海のいずれ もが近い距 離なら ば、案外自然。 などと思っ てしまった りもす るわけで
して。
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…わたし自身 もずいぶん 変わってき ている のだと感じます 。かつてで あれば、こ の沓見 と宮下の

間に中央集権に よる覇権主 義的なもの を見て 、きっと哀しみ のようなも のを感じて しまっ ていたこ
とでしょう。

いや、そうい うものをま ったく感じ ていな い、といったら 嘘になりま す。ただ、 それが 覇権主義

なのか、否か。 それを哀し みと捉える のか、 それもまた人の 営みと捉え るのか、否 か。そ ういう部

ただ、こ こに論 社が二つ あって、 一方は 祖 神信仰に厚 く、

一方はより ステレ オタイプ 的信仰に 厚い、 と いう事実だ けを

受け止めて お終い 、という のもまた ずいぶ ん と味気ない もの

です。せっ かくの 旅、せっ かくの古 歌紀行 な のですから 、そ

の愉しみ方 の一つ として推 理したり 、想像 し たりがあっ ても
いいのではないか、と。

かつて悲 劇的な ものが好 きでした 。底流 す る人間の業 であ

ったり、罪 深さで あったり 、時代と いう一 定 方向にしか 流れ

ることので きない ものに対 する諦念 であっ た り、そうい うす

べてにある 意味で のカタル シスを求 め、東 洋 的な概念に 染ま

りきってい た頃の わたしだ ったらば 、きっ と ここで軽く 絶句

したり、もしかしたら泣いたりもしたのかもしれません。
でも、根底で人間は強い。いや、弱いものだと常々思って
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分で、わたし自 身も静かに 絶えず変わ ってき ていますし、そ れは土地に 暮らす人々 の思い や考えと
て同じ。

沓見地区の莫越山神社拝殿。

もいるのですが 、何という のでしょう か。情 緒的、あるいは 極めて個人 的な情動に おける 弱さを凌

駕する、人間の逞しさ。荒地を拓き、そこに根付き、子を産んで育てて、そして、そして…。

上代文学を近 しくする身 として、け れども 平安以降の「も ののあはれ 」のような 前提で それらを

咀嚼し味わって きていたの ではないだ ろうか 、わたしは。そ もそも神話 という名を 借りた 古代の人

間は、けれども 工作機器な どなくても 巨大な 陵を築き、科学 によって却 って弱くな ってし まった現

代人には、およそ想像もできないような逞しさで海を渡り、道を造っては命を紡いできたわけで。

もっとシンプルに。もっと大らかに。それでも生きてきた人々の躍動とその恵みを愛しむことを。

それをもっと、 もっとやっ たっていい んじゃ ない。参拝を終 えて、石段 を次第に駆 けるよ うに下り

遼川るか

（於：沓見地区の莫越山神社前駐車場）

ながら感じ始めていました。それだって、いいんじゃない、と。
歌謡ひ舞ひ舞へばなほもろひとの笑み
命生く道あらばゆくもろひとの歌

（六）

沓見を発って 、まずは海 岸線近くを 目指し ます。沓見地区 界隈からは 外房黒潮ラ イン（ 国道一二

八号）で一気に 館山、つま りは内房側 へ出ら れてしまうので すが、それ では安房の 安房た る地を素

通りしてしまう こととも同 義。房総半 島にあ って、もっとも 緯度が低く 、もっとも 南に位 置する地
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域を房総フラワーライン（国道四一〇号）に沿ってただただ南下。

時折見える海 水浴場は、 それなりに 人出が あるのでしょう が肝心の天 気が、徐々 に怪し くなって

来ていました。 台風は近づ いてきてい ないは ずなのですが、 どんより重 たげな雲と 、午前 中が嘘の

ように薄暗い中 、ついには 車のフロン トガラ スにも大粒の雨 がぽつり、 ぽつり、と 。海も どうやら
波が高いようです。

やがて名倉の 海水浴場近 くで房総フ ラワー ラインと国道四 一〇号が分 かれます。 そのま ま房総フ

ラワーラインを 走り続けて 、目指すは 白浜町 の滝口界隈。下 立松原神社 、という莫 越山神 社同様の

延喜式内社です 。社格も同 じく小。た だ、手 持ちの地図では はっきりと した場所が 全く解 らず、と

いいますのも市 町村合併で 以前の住所 ではな いのですね、安 房国の多く の場所は。 南房総 市という

大きな市になっ てしまった ものですか ら、昭 和期に書かれた 文献だけを 頼りに探し ていて も、もう

どうにも。長尾川という川の近くだとは解っていましたが、その川すら解らない有様です。

これまでの古 歌紀行文で 何度も書い ていま すが、だめなん ですね、雨 が。雨に祟 られる とどうし
てもモチュベーションが一気に落ちてしまいまして。

房総半島最南 端の野島崎 の灯台をと りあえ ずのランドマー クに、先ず は少し休憩 しよう かしら、

と立ち寄ったの が白浜野島 崎の道の駅 です。 車を止めたかっ たこともあ るのですけ れど、 あとは道

を尋ねたかったり、地図上で見つけられていない、この先に訪ねたいポイントの情報収集だったり。

ですが、車を降 りて最初に 見えた灯台 の姿に しばし立ち竦ん でしまいて 。それとや っぱり 最南端と
いう事実が、最果て好きにはたまらなかったわけで。

流石にこの天 候で灯台は ないですし 、先も 詰まっているか ら今回は見 送るとして 。とに かく道の

駅にいらっしゃ る地元の方 に、下立松 原神社 の場所を聞きま した。けれ ども皆様、 ご存じ ない、と

のこと。ならば 、と昭和期 の住所で聞 いてみ たところ、長尾 川の位置だ けは解りま して。 あとは川
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沿いに周囲のお宅に聞いてゆくしかなさそうです。
「そんな地元の人間でも知らない場所に、神奈川からねぇ…」
「いや、はい…」
「あんま役に立てなくてごめんねぇ、他にはなんか解んないことある？」

相手をしてくださった年嵩のご夫婦は、わたしのことを物珍しそうに眺めます。
「ああ、難しいのは無理だよ」
「そうそう、この辺のもんがみんな知ってるんじゃないと教えられないって」
それはそうなんでしょうけれども。
「あの、この界隈ではないと思うんですけれど浮島という場所も行きたくて」

浮島。当初、 この地名は ノーマーク でした 。安房＝忌部＝ 古語拾遺。 もう頭から そう思 い込んで

しまっていて、 あとは防人 歌くらいだ ろう、 と暢気に構えて いたわたし が急に、慌 てだし たのが実

は今日、キャン プ場を出た 後でした。 途中々 々のポイントで 持参してい た資料に目 を走ら せている
時に、目に飛び込んできたのが浮島の行宮という文字…。

すみません、 倭建命につ いてはそれ なりに 追いかけていた のですが、 その父・景 行天皇 について

までは、日本書紀を読み端折っていました。それで慌てて地図を調べるも、そもそもが土地勘なし、

慣れない大型営 業車の運転 で余裕なし 、つい でに言うならば 最終的には 会社まで車 で帰ら なければ

ならないわけで 、それほど 長く千葉に はいら れない、という 状況に、じ っくり地図 を調べ られてい

なかった、と言いますか、地図のどのあたりを探していのかすら、よくわかっていませんでして。
「浮島ったら勝山だよ、お姉さんそんなことも知らないの？」
地元のお父さんは、こちらが意外に思うくらい驚いたご様子。
「いや、あの勝山って」
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「違うよ、地図のそんなとこじゃないって、もっと北、北」
あとで聞いたら奥様は勝山のご出身とのこと。

地図上で確認 した浮島は 、東京湾フ ェリー の千葉側・浜金 谷よりも少 し南に位置 する、 安房勝山

の海上一㎞辺り にある小島 でした。… 因みに わたしが必死に 地図で探し ていたのは 、そこ から二十

㎞近くも南の館 山界隈。ロ ードマップ では見 開きにして二ペ ージ手前で して、見つ かるわ けもあり
ませんね。

ただこれでこ の日の残り のポイント の位置 関係がすべて頭 に入ったわ けで、当然 順路と それぞれ

に割ける時間と が何となく 計算できま した。 だって、浮島は どうしたっ て日のある うちじ ゃないと

訪ねても意味がなさそうです。最悪でも夕方六時。そこまでには、浮島に着いていないと…。

萎えかけてい たモチュベ ーションが 一気に 回復したもので す。ならば もう、時間 を無駄 にできな

いので、車はこ こに置いた ままで足で 下立松 原神社を探した ほうが早い 。そう思い 立ち、 雨が降っ

たりやんだりし ている中、 とにかく長 尾川へ 。途中、めがね 橋という県 指定の重要 文化財 を横目に
見つつ、川沿いを山側へ。

恐らくは一㎞ は歩かなか ったと思い ます。 やがて川と川沿 いの道路が 分かれるあ たりで 道端の商

店で聞き、よう やく大体の 位置がつか めた下 立松原神社を目 指します。 雨は相変わ らずぽ つっと落
ちてきてはやみ、やんだかと思うとまたぽつっ。

そもそもこの 下立松原神 社。正直な ところ 式内社という予 備知識があ るだけで、 あまり よく解っ

ていませんでし た。忌部五 部神の一柱 ・天日 鷲命が祭神であ るというこ とと、お社 を興し たのが、
安房開拓の祖とも言える天富命の娘婿・由布津命だ、ということくらい。

順当に行けば 、この天日 鷲命あたり に関す る記述を、とな るのですが これが中々 手強い …。記紀
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と古語拾遺とい う立ち位置 の異なる文 献の隙 間は、やはりど うにも埋め ようもなく 、けれ ども自身

なりの思いを綴 ろうにも、 そもそもこ れまで 自身が書いてき ている古歌 紀行文は、 それで も結局は

記紀に準じていたわけで。
「わたのそこおきゆ」で少し触れた古史古伝ともまた違って、わたしは一
体、どうしたんだろう、と。

そんな疑問を 、ようやく 見つけられ た下立 松原神社の参道 に立ったと き、ふいに 思って しまった

ものでした。そ してそれが 後々まで解 消不能 のまま引きずる ものとなっ ていったの は、ま た別のお
話。ともあれ、先ずは境内へと続く石段を登ります。

下立松原神社 。実際に境 内に立って みて。 参道を歩いてみ て、実感し たのはその 広さで す。この

手の古社の中で は、過去に 訪ねた中で も屈指 の広さです。後 に官幣大社 であったり 、一ノ 宮であっ

たりすれば、と んでもなく 広いお社も 多々あ りますが、地元 の人でも場 所なんて知 らない 、と言わ
れてしまう古社にしては、とにかく広い。

それと、先ほ どまでぽつ っ、ぽつっ 、と降 っていた雨が、 参道両脇へ 鬱蒼と繁る 木々に よって感

じられなくなり 、薄暗さも 手伝って森 閑、あ るいは静謐。そ んな言葉を 添えたくな るよう な空気に
包まれている空間に、
「ああ、今回はここだ…」

と言葉が漏れ てしまいま した。各地 を周っ ていると、その 土地で必ず 一ヵ所は、 自分は ここに呼

ばれたから来た のだな、と 感じてしま う訪問 地があります。 今回は、こ こ・滝口地 区の下 立松原神

社にそれを感じ てしまいま したし、け れども ここの存在自体 、ほんの数 日あるいは 数時間 前に知っ
た筈なのに、と。
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呼ばれるという感覚は、特に何かが圧倒的に違っ

て 覚 え る わ け で は あ り ま せ ん 。 不思 議 と 毎 回、 さ さ

い な こ と に 納 得 し て し ま う だ け です 。 た だ 、境 内 に

足 を 踏 み 入 れ た 途 端 に 風 が 変 わ った 、 と か それ ま で

の 張 り 詰 め た よ う な 空 気 が 一 変 して 、 や わ らか な も

の に 包 ま れ た 感 触 が し た 、 と か 呼吸 が 急 に 楽に な っ

た 、 と か 。 あ る い は や た ら 懐 か しさ を 覚 え る場 合 も

あ れ ば 、 こ の 滝 口 の 下 立 松 原 神 社の よ う に 何ら か の
感触ではなくていきなり、
「ああ、ここだ」

と い う セ ン テ ン ス が 頭 の 中 を 過ぎ る こ と も稀 に あ

り ま す 。 た だ し 毎 回 共 通 し て い るの は 、 そ の根 拠 に

つ い て わ た し は 考 え よ う と か 、 検証 し よ う とか 全 く

思 わ ず 、 そ の ま ま 純 粋 に 受 け 入 れま す し 、 それ に 対
して違和感もない、という点。

ともあれ、それ自体の是非は擱いて、先ずは参拝。

祭神の天日鷲命という存在について、です。前述している通り、阿波忌部の祖、とされていますね。

わたしが目を通 した限り、 古事記はと もかく 、日本書紀にも 先代旧事本 紀にも、そ しても ちろん古

語拾遺にも登場 している一 柱です。幾 つかの 別名を持ってい る、あるい は同一視さ れてい る、とい

うことなのなのかもしれませんが、天日鷲翔矢命とか天加奈止美命、麻植神などなど。
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滝口地区の下立松原神社参道。

新撰姓氏録には、
神魂命五世孫天日和志命之後也

神魂命七世孫天日鷲命之後也

という記述があり、一方で伊勢国風土記逸文には
夫伊勢国者、天御中主尊之十二世孫ー天日別命之所平

「新撰姓氏録 第二帙／神別」

「新撰姓氏録 第二帙／神別」

「伊勢国風土記逸文」

ともあります 。阿波忌部 の系図で見 てゆく と、やはり神魂 命（＝神皇 産霊尊）の 五世孫 。驚いた

のが、祖父に当たるのが天之常立神（天底立命）となっていることで、古事記に習うならば伊弉諾・

伊弉冉が最後に 現れる神代 七代のその 前。別 天つ神五柱の最 後の一柱な のですが。 その孫 が天日鷲

命となりますと 、なんだか 急に古事記 神代が 史実のように思 えてきてし まうのが、 すごい と言いま
すか、逆に怖いともいいますか。

改めて今、自 身が辿って いる忌部の 足跡と いうのは、まさ しく神話と 史実の境界 線上を いったり

きたりしている 、それくら いこの日本 のとい う国の原初に遡 る行為なの だ、と思い 至って しまいま

した。…天岩戸で活躍する天太玉命では、そこまで感じなかったんですけどね。

というのもこ の天日鷲。 様々な俗説 ・記述 の宝庫のような 存在で、流 石にそれぞ れの原 典までは
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③

②

①

少彦名神と同一神

父親が天群雲剣

父親が天手力男

伊勢国を平定した

確認しきれていませんけれど、

④

などなどなど など。とて もすべては 追いき れませんし、あ くまでも安 房国を訪ね ている のですか

ら、それはまた 阿波なり、 伊勢なりを 訪ねた 時のお楽しみに しておいて いいでしょ う。い ずれにせ

よ、恐らく天日 鷲自体は阿 波の祖では あって も、安房には来 ていません 。実際に安 房へや ってきた

のは、神魂神で はなく、高 皇産霊尊の 孫であ る天太玉命のそ のまた孫の 天富命と、 それに 従った由
布津主命。

そしてその由 布津主命の 祖父こそが 天日鷲 命ですし、この 下立松原神 社を興した のも、 由布津主

命、と。莫越山 神社を小民 命・御道命 が興し 、それぞれの祖 である彦狭 知命と手置 帆負命 を祭神と
した、という経緯と近いものがあるのでしょう。

当時の新天地 開拓という ものは、そ れぞれ の個人・家族・ 氏族とって どういう意 味をも っていた

のでしょうか。 自身の家系 に例えるな らば、 わたしの父親は 次男で生ま れ育った鹿 児島を 離れ、神

奈川に移り住み ました。長 男一家は地 元に残 り、彼は首都圏 へ。と、こ こでまた所 帯を持 って、と
なったわけですが、それでも彼にとっての故郷は神奈川ではありません。

わたしが子ど もの頃、飲 むと故郷の 話をし ていた彼が何と なく思い出 されるわけ ですけ れど、父

の上京当時も飛 行機などは あまり一般 的でな く、夜行なり何 なりだった のだろうと 思いま す。今で
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こそ、日に直行 便が複数あ り、九州新 幹線な るものまで走っ ていますけ れど、やは りそれ なりの覚
悟はしていたのでしょうね。中々帰ることは叶わない、と。

仕事柄、在日 ブラジル人 と接する機 会も多 いです。彼らの 親、あるい は祖父母が 日本を 離れて新

天地を求め、す でにあちら の国で生ま れた彼 らは逆に今、日 本へと太平 洋を渡って きてい ます。日
伯間は国内移動まで含めれば七十二時間も要する場合があるのですが。

恐らくは、当 時のそれは もっともっ と覚悟 を要するものだ ったでしょ うし、けれ ども逆 にもしか

したら日本に限らず世界各国民族の、古代に於ける移動・拡散を考えると、そういう悲壮感もまた、

なかったのかも しれません 。より肥沃 な地を 求めるというこ とは、すな わち生き抜 くため の行為で

あり、選択です から。もっ ともっと原 初的な 欲求や直前の事 情の方が重 要であって 、情緒 的な云々
は、と。

莫越山神社で 感じた「も ののあはれ 」を前 提とした捉え方 では、とい う思いが再 度込み 上げてき

ていました。防 人は、言っ てしまえば 律令と いう代物ゆえの 制度。その 制度に対す る個人 の感慨を

歌に詠めば、時 に妻恋なり 、何なりも また解 ります。…が、 律令がない 時代の、あ くまで も氏族単
位でのお話なのですから。

天日鷲命とその孫・由布主津命。由布津主命は天富命の娘・飯長姫との間に訶多々主命をもうけ、

この訶多々主命 こそが安房 忌部の祖。 子孫た ちはこの地に続 く古社の宮 司を代々務 めてい る、とも
聞き及んでいます。

いや、本当に ある意味で 凄いことで す。繰 り返しになりま すが、古事 記に最初の 造化の 三神と謳

われる存在のど れとも繋が りある、と される 血脈。いや、も ちろん天皇 家を筆頭に 、例え ば、某女

優さんが藤原家 の末裔であ ったり、現 代にわ たしたちが生き ている以上 、そこには 何らか の形で続

いた血脈があっ て、それら を辿ればむ しろ天 孫降臨や天岩戸 に誰だって 辿り着けて も不思 議ではな
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いのかもしれません。

余談になりま すが、わた しの父方の 姓は諸 説あるうち、新 撰姓氏録に 宣化天皇の 皇子・ 火焔親王

の子孫が賜ったものという記述もあれば、武甕槌神の十五世孫の子が云々というものまであります。

…武甕槌はご存 知、伊弉諾 尊が軻遇突 智を斬 った際に散った 血から生ま れ、天孫降 臨に先 駆け、葦
原中国の平定に降りた存在です。

ですが、だからどうだというわけでもないですし、そこに裏を取ろうという気もなければ、ただ
「ふうん」
としか思えないのは実感が湧かないから、という一語に尽きます。

なのに何故、 今こうして 自身が立つ 下立松 原神社では、そ れが奇妙な ほど厳粛で 、静か な興奮す

らも伴う感慨を惹起してしまうのか。…それが呼ばれた、という感触の答えなのかもしれません。

ともあれ、天 日鷲命に纏 わる主だっ た記述 を、改めて引用 しておきま す。先ずは 天岩戸 に関連す
るもの。

一書に曰く、是の後に、日神の田、三処有り。號けて天安田・天平田・天邑并田と曰ふ。

此皆良き田なり。霖旱に経ふと雖も、損傷はるること無し。其の素戔鳴尊の田、亦三処有

り。號けて曰天◆田・天川依田・天口鋭田と曰ふ。此皆磽地なり。雨れば流れぬ。旱れば

焦けぬ。故、素戔鳴尊、妬みて姉の田を害る。春は廢渠槽、及び埋溝、毀畔、又重播種子

す。秋は捶籤し、馬伏す。凡て此の悪しき事、曾て息む時無し。然れども、日神、慍めた
まはずして、恒に平恕を以て相容したまふこと、云云。

日神の天石窟に閉り居すに至りて、諸の神、中臣連の遠祖興台産靈が兒天兒屋命を遣し

て祈ましむ。是に天兒屋命、天香山の眞坂木を掘して、上枝には、鏡作の遠祖天拔戸が兒
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己凝戸邊が作れる八咫鏡を懸け、中枝には、玉作の遠祖伊弉諾尊が兒天明玉が作れる八坂

瓊の曲玉を懸け、下枝には、粟國の忌部の遠祖天日鷲が作ける木綿を懸でて、乃ち忌部首
の遠祖太玉命をして執り取たしめて、廣く厚く称辞をへて祈み啓さしむ。

「日本書紀 巻一 第七段」

※◆は木偏に識の言偏を除いた旁の表記です

時に、八百萬神、天八湍河の河原に神会集て、其の祈謝奉可方を議計たまふ。高皇産霊
尊の兒思兼神思慮之智有り。深く謀り遠く慮議て曰はく

「常世の長鳴之鳥を聚て、遂に聚て鳴合しむ。復、宜く日神の御像を圖造て、招祈祷奉る
べし」
とまふす。

復鏡作の祖石凝姥命を冶工と為し、則ち、天八湍河の川上の天堅石を採る。復真名鹿皮

を全剥にし、以天之羽備を作り、復天香山之銅を採て、日矛を鋳造令む。此鏡少意に合わ
ず。則ち紀国に所坐す日前神是なり。

復鏡作の祖天糠戸神を使召す。石凝姥命の子なり。天香山之銅採て日像之鏡を圖造使む。

其状美麗し、而に窟戸に觸て小瑕有り。其瑕今猶存り、即ち是伊勢に崇秘大神なり。所謂八
咫鏡、亦の名は真経津鏡是なり。

復、玉作の祖櫛明玉神に令じて、八坂瓊之五百箇御統之珠を作しむ。櫛明玉神は、伊弉諾
尊の兒なり。
復宜く、天太玉神に令して、諸部神を率いて幣を造しむ。
復、麻續祖長白羽神麻を種て以て青和幣を為せ衣令む。
白羽と稱ふは此其縁なり。
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復、津咋見神に穀を種植しめ、木綿を以て、白和幣を作む。並て一夜に蕃茂ぬ。
復、粟の忌部祖ー日鷲神に令して、木綿を造しむ。
復、倭文造の遠祖天羽槌雄神に令してて文布を織しむ。
復、天棚機姫神に令して、神衣を織令む。所謂和なり。
復、紀伊忌部の遠祖手置帆負神に令して 作
, 笠と為す。並びて一食とす。
復、彦狹知神に令して盾を為作む。
復、玉作部遠祖豐球玉屋神に令して玉を為作る。
復、天目一箇神に令して雑の刀斧及鐵鐸を為造む。
復、野槌者に令して五百箇野薦八十玉籤を採す。

復、手置帆負、彦狹知二神に令して、天御量に詔て大小く雜の器類を量り以て名をつく。
復、大峽少峽之材を伐て、瑞殿を造しむ。古語に美豆乃美阿良可と云ふ。

「先代旧事本紀 巻二 神祇本紀」」

復、山雷者に令して天香山之五百箇真賢木を掘にせしむ。古語に左禰古自乃禰古自といふ。
上枝には八咫鏡を懸く。亦の名を真経津之鏡と云ふ。
中枝には八阪瓊之五百箇御統之玉を懸く。
下枝には青和幣白和幣を懸く。
凡て、厥種種諸物儲備之事具に謀所如し。

爰に思兼神、深く思ひ遠く慮りて、議して曰はく、

「太玉の神をして諸部の神を率て、和幣を造らせしむべし。仍りて、石凝姥神（天糠戸命

の子、作鏡が遠祖なり）をして天の香山の銅を取りて、日の像の鏡を鑄しむ。長白羽神（伊

勢国の麻續が祖なり。今の俗に、衣服を白羽と謂ふは、此の縁なり）をして麻を種ゑて、
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青和幣（古語に爾伎弖といふ）と為さしむ。天日鷲神と津咋見神とをし穀の木を種植ゑて、

白和幣（是は木綿なり。已上の二つの物は、一夜に蕃茂れり）を作らしむ。天羽槌雄紳

（倭文が遠祖なり）をして文布を織しむ。天棚機姫神をして神衣を織しむ。所謂和衣（古

語に爾伎多倍といふ）なり。櫛明玉神をして八坂瓊の五百箇の御統の玉を作らしむ。手

置帆負・彦狹知の二神をして天つ御量（大き小さき斤雑の器等の名なり）を以ちて大峽・

小峽の材を伐りて、瑞殿（古語に美豆能美阿良可といふ）なり。を造り、兼、御笠、及、

矛・盾を作らしむ。天目一箇神をして雑の刀・斧、及、鐵鐸（古語に佐那伎といふ）を作ら

しむ。其の物既に備はりて、天の香山の五百箇の眞賢木を掘じて（古語に、佐祢居自能祢

居自といふ）、上枝には玉を懸け、中枝には鏡を懸け、下枝には青和幣・白和幣を懸け、太
玉命をして捧げ持ち称讃さしむ。

斎部広成「古語拾遺」

いずれの記述も、少なくとも天日鷲命が果たした役割に限るならば、大筋では差異がありません。

ただ、彼の系譜 にまでその 範囲を広げ るなら ば、古語拾遺は もちろん、 先代旧事本 紀の記 述はかな

り詳細です。天 日鷲命の子 、とされて いる津 咋見神・天羽槌 雄神・長白 羽神までも が登場 していま

すよし。余談に なりますが 、こういう ところ に、古語拾遺よ り後に先代 旧事本紀が ものさ れている
片鱗を見ることができますね。
続きまして、今度は天孫降臨にまつわる記述を引きます。
時に高皇産靈尊、大物主神に勅すらく

「汝若し国神を以て妻とせば、吾猶汝を疏き心有りと謂はむ。故、今吾が女三穗津姫を以
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て汝に配せて妻とせむ。八十萬神を領ゐて、永に皇孫のために護り奉れ」

とのたまひて、乃ち還り降らしむ。即ち紀伊国の忌部の遠祖手置帆負神を以て、定めて

作笠者とす。彦狹知神を作盾者とす。天目一箇神を作金者とす。天日鷲神を作木綿者とす。

櫛明玉神を作玉者とす。乃ち太玉命をして、弱肩に太手繦を被けて、御手代にして、此の

神を祭らしむるは、始めて此より起これり。且天兒屋命は、神事を主宗源者となり。故、
太占の卜事を以て、仕へ奉らしむ。高皇産靈尊、因りて勅して曰く、

「吾は天津神籬及び天津磐境を起し樹てて、当に吾孫のために斎ひ奉らむ。汝、天兒屋命

・太玉命は、天津神籬を持ちて、葦原中国に降りて、亦吾孫の為に斎ひ奉れ」

「日本書紀 巻二 神代下」一部再引用

とのたまふ。乃ち二の神を使して、天忍穗耳尊に陪従へ降す。

高皇産靈尊、大物主神に詔く

「汝若国神を以て妻と為ば吾猶汝疏心有りと謂はむ。故、今以吾女三穗津姫命を以て汝に
配て妻と為む。宜く八十萬神を領て永に皇孫の為に奉護れ」
とのたまひて、乃ち還降り使たまふ。
紀伊国忌部の遠祖手置帆負神を以て作笠を定為す。
彦狹知神を以て作盾と為す。
天目一箇神を以て作金之者と為す。
天日鷲神を以て作木綿と為す。
櫛明玉神を以て作玉と為す。

天太玉命を使て以て弱肩に太手繦を被御手代以て以て此神を祭り此より起り。
且、天兒屋命神事を主る宗源なり。故、太占の卜事を以て奉仕しむ。
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高皇産靈尊敕て曰はく

「吾則天津神籬及び天津磐境を葦原中国に起樹て、亦た吾孫の為に齋奉らむ」
とのたまふ。

「先代旧事本紀 巻三 天神本紀」」

意外かもしれ ませんが、 実は肝心の 古語拾 遺。天孫降臨に 関して、忌 部氏の活躍 はほと んどふれ

ていません。こ れは、そも そも古語拾 遺が記 紀に対する拾遺 として書か れているも の、つ まり広成

老から見るに、 前記引用の 日本書紀の 内容に 特に書き加える ものはなし 、と判断し たから なのでし
ょうか。

あるいは、天 孫降臨のあ とに続く、 古語拾 遺の記述にこそ 、広成老の 本当に書き 残した かったこ

とが読み取れるから、なのかもしれません。いや、恐らくはそうなのでしょう。

仍りて、天富の命（太玉の命が孫なり）をして、手置帆負・彦狹知の二柱が神のを率て、

斎斧・斎鋤を以ちて、始めて山の材を採りて、正殿を構り立てしむ。所謂、底つ磐根に宮

柱ふとしり立て、高天の原に搏風高しり、皇孫の命の美豆の御殿を造り仕へ奉れるなり。

故、其の裔、今紀伊の国の名草の郡御木・麁香二郷在り（古語に、正殿は麁香と謂ふ）。材

を採る斎部の居る所は、御木と謂ふ。殿を造る斎部の居る所は、麁香と謂ふ。是、其の証なり。

又、天富の命をして、斎部の諸氏を率て、種種の神宝、鏡・玉・矛・盾・木綿・麻等を

作らしむ。櫛明玉の命が孫は、御祈玉（古語に、美保伎玉といふ。言ふこころは祈祷なり）

を造る。其の裔、今出雲の国に在り。年毎に調物と共に其の玉を貢進る。天日鷲の命が孫、

木綿、及、麻、并、織布（古語に、阿良多倍といふ）を造る。仍りて、天富の命をして日
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鷲の命が孫を率て、肥饒き地を求ぎて、阿波の国に遣はして、穀・麻の種を殖ゑしむ。其

の裔、今、彼の国に在り。大嘗の年に当たりて、木綿・麻布、及、種種の物を貢る。所以

に、郡の名を麻殖と為る縁なり。天富の命、更に沃き壤を求ぎて、阿波の斎部を分かち、

東の土に率往きて、麻・穀を播殖う。好き麻生ふる所なり。故、総の国（古語に、麻を総と

謂ふ。今、上総・下総の二国と為す、是なり）と謂ふ。穀の木生ふる所なり。故、結城の

郡と謂ふ。阿波の忌部の居る所、便ち安房の郡（今の安房の国、是なり）と名づく。天富

の命、即ち其地に立太玉の命の社を立つ。、今安房の社と謂ふ。故、其の神戸に斎部氏有り。

又、手置帆負の命が孫、矛竿を造る。其の裔、今、分かれて、讚岐国に在り。年毎に、調

斎部広成「古語拾遺」

は い 、 すで に 莫越 山 神社 に 関 連し て 引き まし た 、 こ の件 で す 。

お そ ら く 、こ こ ・安 房 国に 限 る のな ら ば、 もっ と も 重 要と も 言 え

る 記 述 で すし 、 この 一 文が あ っ てこ そ 、安 房を 訪 ね た く思 う 者 も
また、いるわけでして。

そ れ か ら、 こ の滝 口 の下 立 松 原神 社 を興 した と さ れ る由 布 津 主

命。天日鷲命の孫であることは、前述していますが、では父親は、
と言いますと津咋見神なのだそうです。

身 勝 手 な想 像 にな っ てし ま い ます が 、天 岩戸 で 木 綿 を作 っ た 祖

父 ・ 天 日 鷲命 と 父・ 津 咋見 神 。 その 息 子は 麻や 、 木 綿 の元 と な る
楮のよく茂る肥沃の大地を求めて東国開拓に加わり見事、安房と
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庸の外に、八百竿を貢る。是、其の事等の証なり。

現代の大幣(紙製)｡かつては木綿を原

料としていた｡

上総、下総を拓 きました。 麻と総が同 義であ ることは「なつ そびくうな かみがたゆ 」でも 書いてい

ますが、他に木 綿は音にし てゆふであ り、下 総は結城郡、現 在も群馬県 結城市とし てその 名にかつ
てを遺しています。結城はゆふき。息子の名も由布津主（ゆふつぬし）。

いやいや、こ こまで踏み 込むと由布 津主が 祖父・天日鷲を 祀ろうとし たのも、何 だかと ても得心

してしまいます 。二十一世 紀の現代で も、神 道では玉串につ いている木 綿や麻から 作る麻 苧は欠か

せません。政教 一致だった 時代の、天 皇家の 政に欠かせない 神具の原料 と、その栽 培地を 求めての

開拓に彼が、自 らの名に従 って従兄弟 に当た る天富命と一緒 に黒潮に乗 って東へと 向かっ た思い。

かつて、天孫と一緒に降臨した祖父たちの思いを受け継ぎ、そしてさらに進め、広めるために東へ、
東へ。その思いの名を、誇りと呼ぶのではないでしょうか、きっと。

ただし、字面 からわたし たちが即座 に思い 浮かべる木綿（ もめん）が 国内栽培さ れるよ うになっ

たのは一六世紀 後半、安土 桃山時代の 頃。こ こで言う木綿（ ゆふ）は現 代の木綿と は全く の別物で

す。むしろ繊維 によるもの とはいえ成 分から すれば紙に近い 代物だった 、と言えそ うです ね。とい

うのも、引用に もある通り 、穀の木で すから 。そして、この 穀が現代で いうところ の梶、 あるいは
楮のことでして。

…はい。和紙の原料となるあの楮なんですね。現代では、神事に使われる幣は殆どが紙製ですが、
それもその筈。

さらには、当時の紙がどれくらい貴重だったのか、を考え合わせると、忌部の人々が、天富命が、

そして由布津主 命が。それ らの栽培に 適した 地を求めて船の 舳先を東へ 向けた姿が 、くき やかに立

ち上がります。 …神代から 神武期はお ろか、 万葉期に至るま で、紙にで はなく木簡 ・竹簡 に様々な
記述が残されたことが、恐らくはこの裏打ちともなりましょう。
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鳥が鳴くあづきゆきゆくゆくゆくへ
もろひと欲りす手向草
かみろぎかむおや
神そ祝き祝かむ玉串
わたつみにふねかぢ浮かべ
漕ぎ出でぬ
漕ぎたみ漕ぎたみ
こはいかに
こはいかなるや
しながとり安房
日緯の阿波紀伊ゆ
漕ぎたみ漕ぎたみ
こしたりて
穀種植ゑしめぬ
木綿畳
しろにきしろにき
あきづしまやまと天地
もろひとの真幸くあるを
祈ひ祷みて
穀種植う麻種植う
みづひたし蒸し蒸しつくる
木綿倭文
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しろにきあをにき
遠祖にならひならふを
ほこりゐしゆゑ
あるを欲りあるこそほこりほりさばほらめ
ゆくを欲りゆくこそほこりほりさばほらめ

遼川るか

（於：滝口地区の下立松原神社境内）

由布津主の誇 り。それが 、改めて手 繰れる ような思いに駆 られながら の雨上がり 。立ち 込めた靄

と、それゆえに一層、厳粛さが増した下立松原神社境内で、瞼の裏で結んだ像を確かめていました。

ところで、天 岩戸や天孫 降臨はもち ろん、 神武よりもさら に時代が下 った万葉期 。この 木綿（ゆ

高市皇子「万葉集 巻二ー一五七」

ふ）は多くの歌 に詠み込ま れています 。大体 三〇首くらいで しょうか。 すべては無 理なの で、個人
的に好きなもの、特徴的なものを幾つか引いておきます。
三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき

ひさかたの 天の原より
生れ来る 神の命
奥山の 賢木の枝に
しらか付け 木綿取り付けて
斎瓮を 斎ひ掘り据ゑ
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竹玉を 繁に貫き垂れ
獣じもの 膝折り伏して
たわや女の 襲取り懸け
かくだにも 我れは祈ひなむ
君に逢はじかも

大伴坂上郎「万葉集 巻三ー三七九」

大伴坂上郎「万葉集 巻三ー三八〇」

木綿畳手に取り持ちてかくだにも我れは祈ひなむ君に逢はじかも

うちひさつ 三宅の原ゆ
直土に 足踏み貫き
夏草を 腰になづみ
いかなるや 人の子ゆゑぞ
通はすも我子 うべなうべな
母は知らじ うべなうべな
父は知らじ 蜷の腸
か黒き髪に 真木綿もち
あざさ結ひ垂れ 大和の
黄楊の小櫛を 押へ刺す
うらぐはし子 それぞ我が妻

作者未詳「万葉集 巻十三ー三二九五」
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後れにし人を思はく思泥の崎木綿取り垂でて幸くとぞ思ふ

丹比屋主真人「万葉集 巻六ー一〇三一」

作者未詳「万葉集 巻十一ー二四九六」柿本人麻呂歌集より撰

肥人の額髪結へる染木綿の染みにし心我れ忘れめや

天雲の 向伏す国の
ますらをと 言はれし人は
天皇の 神の御門に
外の重に 立ち侍ひ
内の重に 仕へ奉りて
玉葛 いや遠長く
祖の名も 継ぎ行くものと
母父に 妻に子どもに
語らひて 立ちにし日より
たらちねの 母の命は
斎瓮を 前に据ゑ置きて
片手には 木綿取り持ち
片手には 和栲奉り
平けく ま幸くいませと
天地の 神を祈ひ祷み
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いかにあらむ 年月日にか
つつじ花 にほへる君が
にほ鳥の なづさひ来むと
立ちて居て 待ちけむ人は
大君の 命畏み
おしてる 難波の国に
あらたまの 年経るまでに
白栲の 衣も干さず
朝夕に ありつる君は
いかさまに 思ひませか
うつせみの 惜しきこの世を
露霜の 置きて去にけむ
時にあらずして

（七）

大伴宿祢「万葉集 巻三ー四四三」

滝口の下立松 原神社を後 にして車に 戻り、 海岸線を再び。 目指すは、 今回の古歌 紀行の 最重要ポ

イント、とする べきなので しょうね。 ここま での莫越山神社 は、安房開 拓に加わっ た氏族 のうち、

紀伊忌部や讃岐 忌部の流れ が色濃かっ たです し、下立松原神 社は阿波忌 部の流れ、 として しまって
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いいでしょう。

ですが、忌部 五部神の系 譜というの は忌部 の系譜そのもの からすれば 、傍流、あ るいは 朝廷より

与えられた品部 です。当然 ですけれど それら を束ね、忌部本 来の神事・ 祭事を執り 行って いた中央

忌部とでもいい ますか、解 りやすくい えば本 家のような存在 があるわけ でして。そ の祖た る存在こ

そが、天孫降臨 に付き従っ た五伴緒の 一柱・ 天太玉命そのひ とですし、 そこの孫に あたる 天富命が

安房開拓の祖で もあること は、すでに 書きま した。つまり、 ここ・安房 の地にも忌 部の本 流を祀る

お社は必ずある はずですし 、あるとす るなら ばやはり、安房 上陸を果た した地にこ そ、と 。そう考
えるのが自然だと思います。

今日、内陸部 から海岸線 を目指して 来たわ たしが、ここま で品部たち の足跡を辿 ってき ているの

もその証左とな るでしょう し、先ずは 開拓民 の一団がそこに いるすべて の者たちの 祖、あ るいは主

の祖を祀り、そ こから開拓 が進むにつ れて、 それぞれの定住 していった 地も次第々 々によ り小さな
単位での集団の祖を祀った…、と。とてもシンプルな構図が描けますね。

大二座 小四座

延喜式に、安房国には社格が大とするお社が二座。
安房国六座
並

並

后神天比理乃咩命神社 大。元名洲神

安房坐神社 名神大。月次。新甞

大

安房郡二座

朝夷郡四座

小
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天神社
莫越山神社
下立松原神社
高家神社

「延喜式 巻九 神祇九」再引用

安房坐神社。 現在では、 一般に安房 神社と 呼ばれる後の官 幣大社は、 先の野島崎 を房総 半島の最

南端として、すでに東京湾側へ入った地に鎮座しています。因みに住所地番も、そのものの大神宮、

営業車にはカーナビがついていますから、いつものように地図

を片手に右往左往する必要が、今回はないのですけれど、それで

もここまでのお 社はカーナ ビの地図上 には 名前がありませ んで

した。が、流石は官幣大社。地図上に名前があるどころか、五十
音検索の項目にも存在しています。

海岸線の大きな通りから、細い路地を何度か曲がりまた大層、

立派な鳥居へ。鳥居の傍に数台の駐車スペースもあって、そこか
らは歩きです。

安房という地 に於けるこ のお社の権 勢が いやでも感じら れる

ほどの、そもそもの敷地の広さと、参道の広さ。安房国の一ノ宮

は洲崎神社、と認識しているのですが、現代では安房神社もほぼ
一ノ宮として周知されているのが、納得できてしまいます。
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です。それくらい大規模な神領がその昔、存在していたのでしょうね。

安房神社の大鳥居｡

玉砂利を敷きつくした参道を進み、拝殿前の由緒書を確認します。曰く

房総半島の南端神戸郷に鎮り坐す旧官幣大社安房神社は、天太玉命を主祭神に天比理刀・
命を配祀として奉斎し、摂社下の宮に天富命を祀る。
延喜の制には名神大社に列せられ、安房国唯一の由緒正しき名社である。

本社の主祭神天太玉命は中臣氏の祖神天児屋根命と相並んで天照皇大神の側近に奉仕し祭
祀を司られた重要な神に坐します。

天照皇大神が天石窟に御幽居あらせられた時には、天太玉命は天児屋根命と共に大神の出
御を祷り遂に再び大御神の天日の如き御威徳を仰ぎ奉られたのである。

安房開拓の神として当社の下の宮に祀らるる天富命は、天太玉命の御孫にあたらせられる。

天富命は四国の阿波国忌部族の一部を割いて関東地方に大移動ほ起し、最初に占拠された

のが房総半島の南端、即ち現在の安房神社の鎮座地であって茲に本拠を定めて祖神天太玉

命の社を建てた後、次第に内地の方に進みこの半島に麻穀を播殖しその産業地域を拡め
られたのである。

安房神社の御祭神は、日本産業の総祖神として崇められ更に現在では家内安全、交通安全守
護神、厄除開運等、関東地方随一の神社として信仰が厚い。

安房神社由緒書

主祭神は上の 宮が天太玉 命、相殿が 后の天 比理乃咩命。一 方の下の宮 の祭神が天 富命と 天太玉命

の弟・天忍日命となっています。それに加え、かつては忌部五部神も相殿とされていたようですね。

正直、ここ安 房神社に限 らず、各地 のいわ ゆる名神大社ク ラスのお社 の由緒書と いうも のがわた

しはあまり得意 ではありま せん。とい うのも 唯一の、とか随 一の、とい う修飾を本 当に良 く見かけ
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るものですから 。もちろん 、その地に あって そのことを最大 の拠所とし て今日まで 至って いるので

すから、そこに変な誇張や他意はないのでしょうけれど、少々肩が凝ってしまいます。

ですが、少な くとも安房 神社のこの 由緒書 は読むべきもの 、と感じて しまいます し安房 国開拓神

話そのものでもあるわけですから、しみじみ読み耽ってしまいそうです。後で安房神社の HP
も確認
していますが、 内容的には ほぼ古語拾 遺を踏 襲していて、曰 くそもそも は神武勅命 の阿波 開拓から
始まり、さらには安房開拓へ、と発展していった、と。

ただ、大筋は さておき、 安房神社の 由緒で 一つだけ引っ掛 かってしま ったのが、 占拠と いう表現

です。…文字通 りの占拠、 だったので しょう ね、恐らくは。 当時、どれ ほどの先住 民が暮 らしてい
たのか、は全くもって不明ですけれども。

先ずは上の宮 に参拝しま す。これも 実は、 後から知ったの ですが主祭 神の天太玉 命、驚 いたこと

に天宇受売命の 父親に当た る、とのこ と。正 直、以前から天 孫降臨伝説 に違和感は 覚えて いたんで

すね。というの も天孫・瓊 瓊杵尊に随 行した 五伴緒。天児屋 命・天太玉 命・天宇受 売命・ 伊斯許理

度売命・玉祖命、という顔ぶれなのですが、これはどういう意図での組み合わせなのか、と。

天児屋命は祝 詞をあげる 神です。伊 斯許理 度売命は神器の 鏡を作りま すし、玉祖 命も神 器の勾玉

を作る神です。 天太玉命は 、これまで 書いて きているように 、その他の 神事に必要 な祭具 全般を作

りますし、古語拾遺に拠るならば祝詞はあげないまでも祈祷もする。では天宇受売命の役割は、と。

因みに天孫降 臨には五伴 緒の他にも 思金神 や天手力男神な ども従って います。… 現代的 な考え方

ならば。いや、 もしわたし が高皇産霊 尊だっ たとしたならば 、一も二も なく先ずは 思金神 は随行さ

せるでしょうし 、あとは身 辺警護の役 を担え る神は当然、従 わせます。 もちろん、 先行し た経津主

や武甕槌によって、葦原中国はすでに高天原に恭順しているのですが、それでも…、と。

五伴緒。言っ てしまえば 神事を行う のに必 要な神を、天孫 と一緒に送 り込んで葦 原中国 を高天原
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が完全掌握せん としていた のでしょう し、そ の中の一柱とし ては、天宇 受売命の存 在が極 めて異質

に感じられてい まして。さ らには、天 孫降臨 に際しての猿田 彦との一件 が、その異 質さを さらに際

立たせているよ うな、逆に その違和感 を払拭 しているような 何とも説明 のし難い印 象をず っと覚え
ていました。
ですが、古語拾遺を読み進めていくと、身勝手ではありますが
「ああ、そういうことか…」

と感じられる 記述に行き 当たります 。天岩 戸の件でも解る とおり、天 宇受売命は 舞踊す る神。天

孫降臨での働き はそれとは かなり異な ります が、本来はそう なります。 では、舞踊 の真髄 とは、と

なります。…あくまでも私見で語らせていただくのなら鎮め、ではないか、と。

日本神話で語 られる神々 の本質は二 つ。荒 魂と和魂となる わけで、供 物を捧げた り歌舞 を奉納す

ることで、その 荒魂を鎮め て和魂とす るので はないかと。は い、天岩戸 神話そのも のです 。そして

神様への供物としての巫女、というのはもう日本神話に限らず洋の東西を問わずに見られる共通項。

ただ、その一 方で天孫降 臨の際は、 異界の ものに対するあ る主の威圧 の役割を果 たして いるわけ

で、これ自体も また天宇受 売命自身の 荒魂と 和魂とも言える のかもしれ ませんし、 別の形 での鎮め

の役ともなる、…のかもしれません。かなり穿った見方なのは、重々承知していますけれども。

天照大神は、本、帝を同じくしたまへり。故、供へ奉る儀も、君と神と一体なりき。天上よ

り始めて、中臣・斎部の二氏は、相副に日の神を祷り奉る。猿女が祖も、亦、神の怒りを

解く。然れば、三氏の職は、相離るべからず。而るに、今、伊勢の宮司は、独り中臣氏を任
して、二氏に預からしめず。遣りたる三つなり。

斎部広成「古語拾遺」
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これまでに何度も書いてきていますけれど、個人的に天宇受売命は本当に好きな一柱です。ただ、

その好きという 感情が先行 して、彼女 が日本 神話の中で、ど ういう役割 を負ってい たのか 。また、

神代があくまでも神話とは言えども、彼女は何らかの形で日本という国の歴史に影響を与えたのか。

あるいは歴史に 影響を受け て生み出さ れた存 在、なのかもし れませんが 、いずれに しても そこには

何らかの意図、政としての意思が先にあったことは否定するまでもないでしょう。

ですが、そこ にわたしは 思い至って はいな かったわけで、 ただただ何 故、彼女が 五伴緒 の一柱に

遼川るか

加わっていたのかに漠然と、違和感を抱き続けていたのですがけれどもね。
和魂を請ぎ荒魂を鎮めては謡ひ舞はむや けふもみなひと

（於：安房神社境内）

猿女氏。言う までもなく 天宇受売命 と猿田 彦を祖とする氏 族です。主 に神楽舞を 司って いたわけ

ですが、広成老 が書き記し たように、 氏族と しては忌部（斎 部）同様、 没落してい ったの だ、と。

しかし、そもそ もの系譜が 忌部と同じ くする ものであるのな らば。平安 期、藤原で なけれ ば人では

ない、とまで謳 われた時代 と、そもそ も日本 書紀の編纂には 藤原鎌足の 息子・不比 等の思 惑が背景

にあることなどからして、ようやく繋がる一本の糸が浮かび上がってきますね。

天太玉命を主 祭神とする 安房神社の 境内で 、天宇受売命の ことばかり 考えてしま うのも 、また随
分な不敬。気を取り直しまして、引き続き天富命を祀る下の宮へ参拝します。

天富命に関す る記述は、 記紀に一切 ありま せん。また、一 つ気になる のが安房忌 部の系 図です。

前述している通 り、天富命 は娘の飯長 姫を、 天日鷲の孫・由 布津主に娶 わせていま す。そ して生ま

れた訶多々主こそが安房忌部の祖。事実、安房神社や下立松原神社に伝わる安房忌部の家系図には、
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その後の 約八十 代近く にもな る系譜 が記さ れてい

る 、 と の お 話 を 聞 い た こ と が あ りま す し 、 その 系 譜

は天太玉命とその孫・天富命、さらにその孫の訶多々

主 な ど が 、 間 違 い な く 記 載 さ れ てい る 、 と のこ と 。

わ た し 自 身 は 、 残 念 な が ら 家 系 図を 見 せ て 頂い た こ
とはないのですけれどもね。

ただ、天富命が神武の勅命を受けた、とある以上、

やはり当 時の忌 部宗家 の当主 は天富 命とな ります

し 、 け れ ど も こ こ ・ 安 房 に は 娘 以下 の 系 譜 が残 る だ

け 、 と 。 嫡 流 た る 男 子 は 大 和 に いた の で し ょう か 。

… い な け れ ば 、 そ も そ も 古 語 拾 遺を 記 し た 広成 老 は

一 体 、 誰 の 血 筋 に な る の で し ょ うね 。 因 み にわ た し

が 調 べ た 範 囲 で は 、 広 成 老 は 天 富命 の 一 九 世孫 、 と
なっていましたが。

そ れ と 、 古 語 拾 遺 を 読 ん で い ると 安 房 開 拓以 降 と
思われる中央の記述に、天富命の存在が見られまし

ゐて、矛・盾を造り備ふ。其の物、既に備はりて、天富の命、諸の斎部を率て、天璽の鏡

日臣の命、来目部を師ゐて、宮門を衛護り、其の開闔を掌る。饒速日の命、内の物部を師

時点で、由布津主にすべてを託したのではないか、と。

て。どうしても 彼は、中央 へ帰参した 印象が 拭えません。つ まり、開拓 にある程度 の目鼻 がついた

安房神社の下の宮。
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・ 剣を捧げもて、正殿に安き奉り、并、瓊玉を懸け、其の幣物を陳ねて、殿祭の祝詞〔其

の祝詞の文は、別巻に在り〕す。次に、宮門〔其の祝詞も、亦、別巻に在り〕を祭る。然る

後に、物部、乃ち矛・盾を立てつ。大伴・来目・仗を建て、門を開きて、四方の国を朝らし
めて、天位の貴きことを観しむ

斎部広成「古語拾遺」

これは神武即 位に関連す る記述です 。先に 引用している忌 部の東進は 、記述で言 います とこれよ
りも手前、つまり時代が古い記述です。さらにもう一つ。

又、天富の命をして作り供へまつる諸氏を率て、大幣を造作らしめ訖はりぬ。天種子の

命〔天児屋の命が孫〕をして天つ罪・国つ罪の事を解除へしむ。所謂天つ罪は、上に既に

説き訖はりぬ。国つ罪は、国中の人民の犯せる罪なり。其の事、具さに中臣の祓の詞に在

り。爾して乃ち、霊の畤を鳥見山の中に立つ。天富の命、幣を陳ねて、祝詞して、皇天を

◆祀り、群望を■秩りて、神・祇の恩しびに答ふ。是を以ちて、中臣・斎の二氏、倶に祠

祀の職を掌る。猿女の君氏、神楽の事を供へまつる。自余の諸氏、各も、其の職有り。

斎部広成「古語拾遺」

※◆は示偏に西と土を縦に並べた旁の表記です。

※■は行人偏に扁という旁の表記です。

あるいは、こ うやって中 央と安房を 行き来 した天富命の行 程が、後の 古東海道の 下敷き になった

のかもしれませ んね。初代 天皇である 神武と 、実在が危ぶま れている倭 建命はとも かく、 その父で

ある第十二代景 行天皇の東 征。途中、 欠史八 代をなかったも のとしても 、時代は明 らかに 天富命の
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方が手前になりますよし。

そうじゃなけ れば、海路 。難波から 太平洋 にぬけて一路、 安房へ。難 波・大和間 ももし かしたら

大和川に沿った 水路、とい うことだっ て考え られます。そし てそれなら ば、徒歩よ りもさ らに行程
は楽だったことでしょう。

思えば、ほん の百余年前 までは、江 戸・京 都間も人は徒歩 で行き来し ていました 。幕末 の京都と

江戸を繋いでい たのは現代 のものとそ う変わ らない東海道と なりますが 、同時に大 阪湾か ら海路で

江戸へ、という ルートもか なり発達し ていた わけで、現代の わたし達か らすれば、 大変だ ったのだ

ろう、と感じて しまうこと も逆に当時 の人々 にとってはそれ が当たり前 。案外、大 和と安 房はそう
遠くはなかったかもしれません、当時の感覚ならば。

…文明によっ て得たもの と、文明に よって 失われたもの。 こういう瞬 間、古史古 文など に見られ

る古代の超文明 、なんても のも信じる 信じな いは別として、 発想そのも のの根拠は 解らな くない、

と感じます。そ れくらいの ポテンシャ ルは人 間に備わってい るのだ、と 思ってしま ったり 。ですが

やはり、こうし て古歌紀行 をしている と、思 ってしまいます 。わたし達 は本当に、 進化し ているの

だうか、と。む しろ退化し ているので はない か、と。そして 、何故か一 抹の寂しさ のよう なものが
胸を過ぎってしまうのも、またいつものことです。

中央に帰参し た天富命。 その末裔た ちがい ずれどう時代の 流れの中で 、表舞台か ら去っ ていった

のか。いや、表 舞台から遠 ざけられて いった のか、は古語拾 遺の後半に 詳しいです 。中々 、広成老

の忸怩たる思い が、赤裸々 に記されて います が、ともあれ古 語拾遺の記 述にそって 、追い かけてみ
ましょう。

小治田の朝に至りて、太玉が胤、絶えざること、帯の如し。天恩しび、廃れるを興し、
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絶えたるを継ぎて、纔かに其の職に仕へまつる。

斎部広成「古語拾遺」

経緯は解りま せんが、推 古期にはす でに天 太玉命の末裔は 衰退してい て、細々と 続いて いる、と

いった状態になっていた、とのこと。ですが推古の援助よって何とか家職に奉仕できている、と。

天太玉命の末 裔といって も、この場 合はお そらく忌部（斎 部）氏のこ とだけを差 してい るのでし

ょうが、後世か ら見れば猿 女氏とて同 じよう な憂き目に遭っ てゆくこと からして、 あるい は猿女氏
のことも含まれている、と考えてしまうのは流石に穿ちすぎてしょうか。

ただ、神武期 から欠史八 代を度外視 したと しても、推古期 までは数百 年近い時間 が流れ ています

し、その間に繰 り広げられ た様々な豪 族の盛 衰なども考え合 わせると、 むしろ自然 な流れ だったの

かもしれませんね。逆に、それでも推古の後ろ盾があったことこそが、神職に携わる一族ならでは、
だったのかもしれません。

因みに仏教が 日本に伝来 したのは、 日本書 紀に習うならば 推古の父親 ・欽明の時 代。そ して、仏

教を信奉する蘇 我氏と天神 地祇を奉る 物部氏 が争ったのが用 命天皇の後 継争いでの こと。 それによ

って物部氏は没 落、蘇我氏 は権勢を握 りまし たし、用命の後 継者は蘇我 氏が推挙し ていた 崇峻。そ
してその後継が推古その人ですから。

恐らくは、同 じ五伴緒に して、神職 に奉仕 してきた天児屋 根と天太玉 ・天宇受売 それぞ れの末裔

のその後が、あ れほどまで に明暗を分 けたこ との一つには、 この仏教の 存在がある のでし ょう。神

職に専心した一 族と、それ もさること ながら 同胞から、政治 家としての 手腕を発揮 する者 が現れた
一族の、境界線。

他にも秦氏を 始めとする 渡来系技術 者集団 の存在も、きっ と浅くはな い関係があ ったと 考えられ
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斎部広成「古語拾遺」再引用

ます。…時代が 、大きく変 わり始めた この時 期。けれどもそ れよりもさ らに後世の 人であ った広成
老は、ただ簡素に書き記しているだけです。
纔かに其の職に仕へまつる。
と。

淨御原の朝に至りて、天下の萬の姓を改めて、分かちて八等と爲す。唯、當年の勞りの

みを序てて、天降りし績に本づかず。其の二つを朝臣と曰ひ、中臣氏に賜ひて、命に大刀
以ちてす。其の三つを宿禰と曰ひ、齋部氏に賜ひて、命に小刀を以ちてす。

斎部広成「古語拾遺」

大化の改新・ 壬申の乱な どを経た天 武期、 中臣と忌部の間 に少しずつ 格差が生ま れ始め ます。古
語拾遺にある記述と同じ内容を日本書紀から引きます。

十一月の戊申の朔に、大三輪君・大春日臣・阿倍臣・巨勢臣・膳臣・紀臣・波多臣・物

部連・平群臣・雀部臣・中臣連・大宅臣・栗田臣・石川臣・櫻井臣・采女臣・田中臣・小

墾田臣・穗積臣・山背臣・鴨君・小野臣・川邊臣・櫟井臣・柿本臣・輕部臣・若櫻部臣・

岸田臣・高向臣・完人臣・來目臣・犬上君・上毛野君・角臣・星川臣・多臣・胸方君・車

持君・綾君・下道臣・伊賀臣・阿閇臣・林臣・波彌臣・下毛野君・佐味君・道守臣・大野

君・坂本臣・池田君・玉手臣・笠臣・凡て五十二氏に姓を賜ひて朝臣と曰ふ。

「日本書紀 巻二九 天武天皇下 天武一三年（六八五年）一一月」
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十二月の戊寅の朔、己卯に、大判連・佐伯連・阿曇連・忌部連・尾張連・倉連・中臣酒

人連・土師連・掃部連・境部連・櫻井田部連・伊福部連・巫部連・忍壁連・草壁連・三宅

連・兒部連・手繦連丹比連・靭丹比連・漆部連・大湯人連・若湯人連・弓削連・神服部連

・ 額田部連・津守連・縣犬養連・稚犬養連・玉祖連・新田部連・倭文連・氷連・凡海連・山

連・間人連・舂米連・美濃連・諸會臣・布留連、五十氏に、姓を賜ひて宿禰と曰ふ。

部連・矢集連・狹井連・爪工連・阿刀連・茨田連・田目連・小子部連・菟道連・猪使連・
海犬養

「日本書紀 巻二九 天武天皇下 天武一三年（六八五年）一二月」

単純に、中臣 と忌部だけ では解りに くいの ですが、こうや って朝臣、 宿禰それぞ れの姓 を賜った

氏族をずらり、 並べるとな るほど。広 成老の 不満にも合点が ゆきます。 つまり、朝 臣にな っている

のは、系譜的に 殆どが景行 天皇以降の 諸天皇 の後裔と伝えら れる氏族な んですね。 もちろ ん、時代

が随分離れてい ますから、 当時でもす でに皇 族とは言い難い ものも含ま れるのでし ょうが 、そうい

う氏族のたちの中に混じって、突出した扱いとなっているのが中臣氏と物部氏。

一方、忌部と同じ宿禰を賜った氏族たちは、と言いますと天神・天孫の末裔とされるものが殆ど。

…広成老にして みれば、物 部のことは 横に置 いたとしても、 かつては等 しく神職を 分け合 っていた

中臣が何故、宿禰ではなく一等上の朝臣なのか。妥当なのは宿禰であって、逆に中臣が朝臣ならば、

われら忌部だって、朝臣となってもおかしくはないはずだ、といったところなのでしょう。

余談になりま すが、朝臣 や宿禰は、 天武が 制定した姓です 。真人を筆 頭に、朝臣 が二番 目で、宿

禰が三番目、となりますね。前述している連云々は、この制定以前のものです。

ここに、一つ の史観が変 化している こと、 読み取れると思 います。か つては天孫 や高天 原の天神

たちの末裔が、 この国の中 枢であると いう考 え方だったのに 対し、神代 ももはや遠 くなり 皇統も第
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四十代（弘文天皇 大
/友皇子もカウントしています）ともなると、皇統により近い氏族こそが、高貴
あるいは上位、とされるようになった。

そして、中臣 氏は、すで に鎌足を輩 出して います。天智と 一緒に、大 化の改新を 成し遂 げた政治

家の氏族が、そ ういう扱い を受けたこ ともま た、現代に生き るわたした ちならば理 解でき るのでし

ょうが、あくま でも神職で あることこ そが、 氏族の誇りであ る、として きた忌部氏 、その 広成老に
は、納得するのが難しかったのかもしれません。

これ以降、各 地神社の取 り扱い、神 事に使 う道具類の作り 手、本来、 二氏で司る べき神 職を中臣

氏が専横しているなどなど、広成老の筆は中々止まりません。一括で引用します。

天平の年中に至りて、神帳を勘へ造る。中臣、権ひを専らにして、意の任に取りみ捨て

みす。由有る者は、小さき祀りも、皆列なる。縁无き者は、大きなる社も猶廃てらる。敷
奏し施行ふこと、当時、独歩なり。諸社の封税、総べて一門に入る。

斎部広成「古語拾遺」

天照大神は、本、帝と殿を同じくしたまへり。故、供へ奉る儀も、君と神と一体なりき。

天上より始めて、中臣・齋部の二氏は、相副に日神を祷り奉る。猿女が祖も、亦、神の怒

りを解く。然れば、三氏の職は、相離るべからず。而るに、今、伊勢の宮司は、独り中臣
氏を任して、二氏に預からしめず。

斎部広成「古語拾遺」

凡べて、神殿・帝殿を造り奉らむことは、皆、神代の職に依るべし。齋部の官は、御木

・ 麁香の二郷の齋部を率て、伐るには齋斧を以ちてし、堀るに齋鋤を以ちてす。然る後に、
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工夫、手を下して、造り畢へて後に齋部、殿祭し、及、門祭し訖はりて、乃ち御座すべし。

而るに、伊勢の宮、及、大嘗の由紀・主基の宮を造るときに、皆、齋部に預からしめず。

斎部広成「古語拾遺」

又、殿祭・門祭は、元、太玉の命の供へ奉りし儀にして、齋部氏の職る所なり。然れど

も、中臣・齋部、共に神祇官に任され、相副に供へ奉る。故、宮内省の奏す詞に称さく、
「御殿祭に仕へ奉らむとして、中臣・齋部、御門に候ふ」

とまをす。宝亀の年中に至りて、初めて宮内少輔従五位の下中臣朝臣常、恣に奏す詞を
改めて云さく、
「中臣、齋部を率て、御門に候ふ」
とまをす。彼の省、因循ひて永く後の例と爲して、今に改めず。

斎部広成「古語拾遺」

又、神代より肇めて、中臣・齋部の神事に仕へ奉ること、差降有ること無し。中間より

以來、権ひ一氏に移る。齋宮の寮の主神司の中臣・齋部は、元、七位の官に同じかりき。而

るに、延暦の初るに、朝原の内親王の、齋き奉る日に、殊に齋部を降として、八位の官
と爲し、今に復らず。

斎部広成「古語拾遺」

凡べて、幣を諸神に奉ることは、中臣・齋部、共に其の事に預かれり。而るに、今、大
宰の主神司は、独り中臣を任して、齋部に預からしめず。

斎部広成「古語拾遺」
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諸國の大きなる社にも、亦、中臣を任めし、齋部に預からしめず。

斎部広成「古語拾遺」

凡べて、鎮魂の儀は、天鈿女の命の遺跡なり。然れば、御巫の職さ、旧の氏を任すべし。
而るに、今、選ぶ所、他氏を論はず。

斎部広成「古語拾遺」

凡べて、大幣を造ることにも、亦、神代の職に依りて、齋部の官、供作る諸氏を率て、

例に准ひて造り備ふべし。然れば、神祇官の神部は、中臣・齋部・猿女・鏡作・玉作・盾

作・神服・倭文・麻續等の氏有るべし。而るに、今、唯、中臣・齋部等の二三氏のみ有り。

斎部広成「古語拾遺」

自余の諸氏は、考選に預からず。神の裔ゑ亡せ散りて、其の葉絶えなむとす。

又、勝宝九歳に、左弁官の口宣に、

「今より以後、伊勢の大神の宮の幣帛の使は、専ら中臣を用ゐて、他姓を差はすこと勿れ」

といへり。其の事行はれずと雖も、猶、官の例に載する所にして、未だ刊り除かれず。

斎部広成「古語拾遺」

古語拾遺が上 奏されたの は平城天皇 の時代 。京都遷都を実 行したのが 、その先代 の桓武 です。す

でに大化の改新 すらも遠く 、不比等・ 藤原四 兄弟も没して。 ですが、も うその頃の 天皇は 何代も、

藤原氏の娘を后 にしていま すし、すな わちそ れは藤原氏の子 が皇統を継 いでいるこ とと同 義。…広

成老の憤懣やる かたない様 は、文面か らも、 そしてそれ以上 に行間から も滲み出て いるの ですが、
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難しいでしょうね。

逆に、平城が よく、この 上奏文を認 めたも のだ、とすら思 えてしまい そうです。 さらに 言うなら

ば、もし…、もし当時の忌部（斎部）が、藤原氏にとってそれなりの脅威となるうるものであれば、

そもそも古語拾 遺は現存し ていなかっ たかも しれません。書 くのが少々 切ないです けれど 、この古

語拾遺の存在こ そが、すで に藤原＝中 臣にと って、忌部がそ れくらいの 存在でしか なかっ たこと、
証明してしまっているのだと思います。

逆に、ここで どうしても 目を奪われ てしま うのは、藤原氏 の要職掌握 の手腕。前 述して いるよう

に、それまでの 史観が変化 しているか らこそ 、なんですが、 そもそも最 初に天皇と いう概 念、天皇

制という体制を 固めたのは 天武です。 その天 武亡き後に皇統 を継いだ持 統は自らの 都に藤 原氏の名
前を冠したほど。

壬申の乱はあ くまでも天 智の後継を 争った ものであればこ そ、大友に すべての罪 を被せ て天智の

正当なる後継者 として、新 時代を切り 拓いた 、という立場の 天武・持統 が、天智と 供に大 化の改新

を為した鎌足を 手放すはず も無く、そ の結果 としての平城の 世が有る… 。持統の時 代から 約百年の
後のことになりますけれども。

そういう意味 では、神代 に謡われた 五伴緒 の諸氏が、こん なにも蔑ろ にされてい るのに 、なぜ中

臣だけが、とい う広成老の 論拠自体が 、移り ゆく時代の流れ に乗り切れ なかった者 たちの 視野を表
しているようで、何とも言えない感情が込み上げてきます。

そう、つまり 大化の改新 とは、まさ しく一 つの時代の終焉 と幕開けで もあり、同 時に現 代で言う

ところの革命に も値してい るわけで、 それを それとして気づ けていない 、あるいは 認めら れないゆ
えのもの。それこそが古語拾遺である、とも言えてしまうでしょう。
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ただ、一つ面 白いのがそ の平城の時 代に起 きたこんな訴訟 について、 日本後紀が 記して いる一文
があります。

庚午。先是中臣忌部兩氏各有相訴。中臣氏云。忌部者。本造幣帛。不申祝詞。然則不可以

忌部氏爲幣帛使。忌部氏云。奉幣祈祷。是忌部之職也。然則以忌部氏爲幣帛使。以中臣氏
可預祓使。彼此相論。各有所據。

是日勅命。據日本書紀。天照大神閇天磐戸之時。中臣連遠祖天兒屋命。忌部遠祖太玉命。

掘天香山之五百箇眞坂樹。而上枝懸八坂瓊之五百箇御統。中枝懸八咫鏡。下枝懸青和幣
白和幣。相與致祈祷者。然則至祈祷事。中臣忌部並可相預。又神祇令云。

其祈年月次祭者。中臣宣祝詞。忌部班幣帛。踐祚之日。中臣奏天神壽詞。忌部上神璽鏡

劔。六月十二月晦日大祓者。中臣上御祓麻。東西文部上祓刀。讀祓詞訖。中臣宣祓詞。

「日本後紀 巻十四 大同元年（八〇六年）八月十日」

常祀之外。須向諸社供幣帛者。皆取五位以上卜食者充之。宜常祀之外。奉幣之使。取用
兩氏。必當相半。自餘之事。專依令條。

日本後紀はこう語ります。曰く
「庚午。これより先、中臣と忌部の両氏からの訴訟があり、中臣氏が

『忌部の役割は 本来、幣帛 を作ること 。祝詞 を上げることで はないので 、祝詞を読 み上げ 、幣帛を
捧げる幣帛使になることができない』
と主張したのに対し、忌部氏は

『奉幣と祈祷は忌部の職掌であるので、忌部が幣帛使、中臣氏は祓使となって祓えに当たるべきだ』

と主張。両者それぞれに拠もあることから、本日、次のような勅命が出された。
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『日本書紀には 天照大神が 天岩戸にこ もった 時、中臣連の遠 祖である天 児屋命と忌 部の遠 祖である

天太玉命が、天 香山の五百 箇真坂樹を 掘り出 し、上の枝に八 坂瓊の五百 箇御統を架 け、中 の枝に八

咫鏡を架け、下 の枝に青和 幣と白和幣 を架け 、供に祈祷した 、とある。 これにより 、祈祷 は中臣・

忌部両氏が共に 与えるべき である。ま た、神 祇令には「年・ 月次祭では 中臣氏が祝 詞を宣 べ、忌部

氏が幣帛を班て 。天皇の踐 祚大嘗祭の 時は、 中臣氏が天神の 寿詞を奏上 し、忌部氏 が皇位 の象徴で

ある神璽の鏡と 剣を上進せ よ。六月・ 一二月 の晦日の大祓え では中臣氏 が祓の麻を 進め、 東西の文

部が、祓刀を上 進して祓詞 を読め。終 わった ら中臣氏が祓詞 を宣べよ。 臨時の祭礼 では、 五位以上

で卜いに適った 者を選び、 諸社に出向 いて幣 帛奉納のことに 当たらせよ 「とある。 これよ り臨時の

祭礼にあっては 、奉幣使に は中臣・忌 部両氏 を充て、共に相 半ばとなる ようにせよ 。自余 について
は令条に従い行え』」

果たしてこれ を、どう見 るべきなの でしょ うね。神祇令は 現代でも確 認できる最 古のも のは養老

令になりますが 、ここで詔 されている 内容は 、すべて養老令 のものと何 ら相違があ りませ んけれど
も。

神祇令十三

常祀条

践祚条

唯
< 伊勢神宮。常祀亦同 >
凡六月十二月晦日大祓者。中臣上御祓麻。東西文部上祓刀。読祓

凡常祀之外。須向諸社。供幣帛者。皆取五位以上ト食者充。

凡践祚之日。中臣奏天神之寿詞。忌部上神璽之鏡釼。

神祇令九

季冬条 季冬 月
前件諸祭。
<次祭 鎮/火祭 道/饗祭 >/
供神調度及礼儀。斎日皆依別式。其祈年月次祭者。百官集神祇官。

神祇令十七

大祓条

中臣宣祝詞。忌部班幣帛。

神祇令十八
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詞。訖百官男女。聚集祓所。中臣宣祓詞。ト部為解除。

「養老律令 神祇令 抜粋」

天皇の詔、と しては極め て無難、あ るいは 真っ当なもの、 なのでしょ うね。故事 、ある いは律令

に則っているの ですから。 ただ、これ はあく までも訴訟に対 する詔であ って、その 後の実 際につい
てはよく解りません。

ですがそもそも、古語拾遺自体をどう見るのか、という点では一つの指針ともなるのではないか、

と。…つまり、古語拾遺はいち氏族が、あくまでも自身たちのアピールを行っているものであって、

歴史的信憑性は どれほどの ものか、と いうこ とですね。同様 の理由で先 代旧事本紀 なども 、未だに
様々な議論の元となっていますけれども。

時代は前後してしまいますが中央の忌部氏、つまり天富命の末裔たちの足跡は、日本書紀にも様々

に見られます。その中でも、個人的に注目してしまった記述を幾つか引きます。

壬辰に、将軍吹負、乃樂山の上に屯む。時に荒田尾直赤麻呂、将軍に啓して曰さく、
「古京は是れ本の営の処なり。固く守るべし」

とまうす。将軍従ふ。則ち赤麻呂・忌部首子人を遣して、古京を戍らしむ。

「日本書紀 巻二十八 天武天皇上 即位前記（六七三年）七月」

将軍吹負、と 言えば「さ ゝなみのし がゆ」 でも随分書きま したけれど 、そう。壬 申の乱 に於ける

天武勝利の立役 者の一人。 つまり、中 央忌部 は壬申の乱の際 、天武側に ついて戦っ た、と いうこと
になります。
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ここに登場す る忌部子人 （別名・子 麿）は 次第々々に衰退 してゆく忌 部氏の中で 、本来 あるべき
神職として、名前が残っている唯一ともいっていい人物・忌部作賀斯の子。

難波の長柄の豊前の朝に至りて、白鳳四年に、小花の下諱部首作賀斯を以ちて、祠官の

頭に拝して、王族、宮内の礼儀、、婚姻・卜筮のことを掌り叙てしむ。夏・冬二季御卜の式、

始めて此の時に起れり。作斯の胤、其の職を継がず、陵遅れ衰微へて今に至る。

斎部広成「古語拾遺」

その子が何故 か神職では なく、武人 として 活躍したわけで すね。さら にもう一つ 。こち らの記述
はある意味ではもっと注目すべきものとなります。

丙戌に、天皇、大極殿に御して、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野

王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連子首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中

臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしたまふ。大嶋・
子首、親ら筆を執りて以て録す。

「日本書紀 巻二十九 天武天皇下 天武十年（六八二年）三月」

お解りでしょ うか。はい 、つまり日 本書紀 の元となった帝 紀の編纂に あたり、主 たる執 筆者とし

て参加していた のが、やは り子人だっ た、と 。今度は武官で はなく、文 官もしくは 学者と しての活

躍、とも言える でしょう。 蛇足ではあ ります が、他にも記紀 の出雲神話 や、出雲国 造神賀 詞にも関

与していたので はないか、 という学説 を見た ことがあります 。…いや、 これが事実 だとし たら、後

世への影響という意味では忌部氏、やはり五伴緒の一柱の末裔、とも思ってしまいますけれども。
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ですが、繰り 返すことに なってしま います けれど、いかに 神官として の作賀斯が 優れて いたとし

ても。その子で あった子人 が武官とし て、文 官あるいは学者 として、優 れていたの であっ ても。政
治家ではなかった…。なかったんです。

果たして、子 人はその約 百年後、自 らの子 孫が氏族の扱い について、 その忸怩た る思い を上奏す

ることを、ほんの一瞬でも想像できたのでしょうか。因みに、広成老は子人の玄孫に当たります。

また、それか らさらにさ らに時代を 下って 千二百年もの後 。その広成 老の上奏文 すらも また、い

ち氏族のアピー ルにすぎな い、という 見解を 負う結果となっ てしまうこ とは、…誰 一人と して想像
もしていなかったのでしょうし、そもそもが出来なかったことでしょう。
何が正しいかはさて擱き、少なくともわたしの自身の基本姿勢は

「それを言ってしまったら日本書紀や続日本紀などの正史とされるものだって、そう大差ないもの」

です。すでに 繰り返し書 いています が、歴 史というものは 何処から見 るか、何を 見るか 、でまる

で万華鏡のよう に変わって しまうのが 宿命だ と思っています 。何よりも わたしはあ くまで も上代文

学を文学として 捉えたうえ でのアプロ ーチを しているのであ って、決し て歴史学と してこ れら紀行
文をものしているわけではありませんよし。

ともあれ、政治と宗教。政教一致の時代に於いて、けれども、確かに時代はその境界に少しずつ、

少しずつ、溝を穿ってゆきました。そして迎えた平安期。持統の時代からだと三百年、広成老が切々

と訴えた平城の 時代から二 百年の後、 この天 下は自分のもの だ、と思う 。そう謡い きった のが藤原
道長でしたね。
古語拾遺を読む度、わたしが覚える感慨はいつだって一つです。

「神代は、本当に遠くなってしまった。…神代は、もう終わってしまったのだ」
と。
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けれども、そ の一方で、 中央ではな いここ ・安房の地で、 神代からの 習いを継ぎ 伝えし てきた一

（於：安房神社境内）

族がいます。幣のための麻と木綿 ゆ
/う、を求めて拓かれた土地があります。ならば今、こうして安
房神社に詣でている身としては、それをそれとして享受すればそれでいい。

遼川るか

それだけを胸に、次の訪問地へと向かいます。雨はもう、止んでいました。
遠つ神遠つ祖みな離れなほし稲むしろみな川ゆくごとし

（八）

上代文学とは およそ無関 係なのです が、房 総半島最南端の 野島崎付近 には、子ど もの頃 よりいつ

かはきっと訪ね たい、と思 っていた地 名があ ります。布良。 訪ねてみた かった理由 は、小 学生くら

いでしたか、視 力がかなり 悪いことか ら、星 を眺めるよう、 親から勧め られまして 。それ 関連の子

ども図鑑などを 読むうちに 、シリウス に次い で全天で二番目 に明るいの が、りゅう こつ座 のカノー
プス、という星であることを知りました。

けれどもこの 星、南半球 ではよく見 えるの ですが、関東の 緯度だと水 平線ぎりぎ りにし か見えな

い、とのこと。 恐らく彼の 地では昔か ら、ぎ りぎり見えてい たのでしょ うね。地元 でのカ ノープス
の古名は布良星、と。

子ども心に、 布良に行け ばカノープ スが見 られる。布良、 いつかきっ とゆくんだ 、と思 っていた

ものでしたが、 まさかこの 地を訪ねる 理由が 、カノープスで はなく安房 忌部氏に成 り代わ ってしま

95

う、とは今日の 今日まで、 思っていま せんで したね、そう言 えば。しか も、夜では なく真 昼。それ

もついさっきま では雨まで 降っていた 、とい う星を見るには 全く適さな い条件です 。これ には流石
に、自分でも笑ってしまいました。

きっかけは、 安房神社へ 向かう途中 、地図 や資料を確認し ていて、ふ と見つけて しまっ た布良神

社、という文字 。当然です が式内社に はない お社で、けれど も布良の二 文字は子ど も時代 からの興
味が拭い去りがたく、急遽
「行ってみたい…」

と思ってしま ったんです ね。しかも 安房神 社のごく近くと いう立地に どうしても 、と。 厳密に言

えば、行ってみ たかったの はあくまで も布良 、という土地で あって布良 神社ではな いので すが。い

や、それ以前に 、すでに自 身は「あの 」布良 に来ているわけ で、それが 頭の中でど う飛躍 してしま
ったのか、
「布良神社？ 行きたい…」

と。きっかけ は星。けれ ども着地は 上代文 学。そんな不純 なのか、純 粋なのかよ く解ら ない衝動
だけが、一気に込み上げてしまって、とにかく行こう、と。

けれども、よ ほど小さな お社なのか 、ロー ドマッブなどで は拾うこと 叶わず。そ こで安 房神社境

内にあるコミュニティ・センターのような建物に寄り、職員さんに頼りました。
「布良神社の場所を教えていただけませんか」
「ああ、布良崎神社ですね」

いま思い返す と、お社の 名前を間違 えてい ること、指摘し ていただい たいたので しょう が、それ
に気づくだけの知識すらない状態でして。対応してくださった女性職員さんが
「わたしの実家のすぐ近くなんで」
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と描い てくだ さった 地図と、 加えて 口頭で の説明も

書き取っ て、安 房神社 から来た 道を少 し戻る 形でそろ

そろ、と 。細い 細い地 元の方に とって の生活 道路のよ

うな道を 、案内 通りに 行ったり きたり してい るうち、

小ぶりな 白い鳥 居が。 東国鎮護 ・布良 崎神社 、という

文字を見 て、こ の時初 めて布良 神社、 ではな く布良崎
神社であること、理解しました。

何分、 こぢん まりし ているお 社で、 参拝自 体はすぐ

に終わっ てしま いまし たが、印 象的だ ったの は拝殿の

引き戸が 、ほん のわず かに開い ていて 、そこ から垣間

見えた鏡 が、何 だかま るで波の 音を聞 きたが っている

ように感 じられ てしま ったこと 。それ と拝殿 から戻る

際、石段 の上か ら見え た、布良 の海。 もちろ ん、布良

星が見えるはずも無く、けれどもこういう自身の好き、
という大きなくくりの中に偶然入ってしまった二つの
ものが、何故かそれぞれに響きあって、ここに来てしまっている自分がいて。

不思議な気持 ちでした。 下立松原神 社の時 とは違う、別の 何かに自分 が呼ばれた 、とい うよりも

何だかここへ来 ることがま るで決まっ ていた ような、不思議 な気持ち。 海は少し波 が高い のでしょ

うか。夏の午後 によくある 薄曇りの中 、海と 空との境界線が 曖昧で、け れどもこの 海を渡 って、こ
の地へ上陸し、祖神を奉り、入植した一族がいる…。
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布良崎神社の一の鳥居。

叶うことなら 、海からこ の地を眺め てみた い、と思ってい ました。か つての忌部 たちが 、この安

房という地を、 どうその目 に映したの か。上 総でも、隠岐で も、近江で も、わたし は上陸 した者た

ちの視線を、な ぞることが できていた だけに 、余計にそう思 ってしまっ たんですけ れどね 。…残念

ながら、この界 隈でそれを 叶えるには 、漁船 に乗せてもらう くらいしか できそうに ありま せん。と
ても、残念なんですけれどね。
境内にある由緒書きには、こうあります。
主神は天富命にして後に須左之男尊、金山彦命を合祀す。

祭神天富命、神武天皇の勅命を奉じて、沃土を東方に求むべく四国の忌部を率いてこの

房総の地に至り、すなわち此の布良の一角を駒ヶ根と称す。駒ヶ根の東海岸に聳ゆる二峯

あり。海岸に近きを男神山、他を女神山と称す。男神山に祖神天太玉命を、御后天比理乃
咩命を女神山に祀る。

命は此の本郷の地を出発点として現在の安房神社に祖神天太玉命を祀り、漸次開拓の歩

を進められ北上し特に麻穀の播殖を奨励、亦建築並みに漁業の技術をも指導され、衣食住
の神として崇敬厚い社なり

由良崎神社由緒書

なるほど、つ まり忌部た ちの安房上 陸の地 が、ここである ということ なのでしょ う。そ れと男神

山と女神山。現 在もそう呼 ばれている 山が、 帰宅後に調べた ら布良漁港 を囲うよう に存在 している

ようです。標高 はそれぞれ 百ｍ以下の 、本当 に小さな山との ことで、女 神山はとも かく、 男神山は
登れるみたいです。
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地図で確認す ると解るの ですが男神 山も、 女神山も、正確 には布良崎 神社よりも 二、三 百ｍほど

南、国道四一〇 号を挟むよ うにしてあ ります 。ただ、現在の 海岸線では 女神山の方 が海に 近く、こ

れが果たして、漁港の建設などで海岸線が変化したからなのか、あるいは往時の男神山・女神山と、
現在のそれが別のものを差しているのか、までは調べ切れませんでしたが。

ただ、ここを 上陸の地と するならば 、やは り倭建の上総上 陸とは異な るルートで 、忌部 たちが東

を目指したのが 、何となく 手繰れます 。つま り、倭建は陸路 を来たから こそ、走水 ～木更 津界隈へ

の上陸となり、忌部たちは海路を来たからこそ、布良に上陸した、ということ。

むしろルート としては、 かなり後年 の源頼 朝が真鶴から安 房へ上陸し た際の海路 に近い とも言え

そうですし、逆 を言えばか つてはそれ くらい 、そちらの海路 は一般的だ った、と言 います か、潮流

などからしても 、無理が無 かったとい うこと なのでしょう。 …そもそも 阿波から安 房へ、 と至る海

路。恐らくは途 中々々で食 料などの補 給をし ていなかったと は、潮と風 と人力のみ が推進 力であっ
た以上、考え難いですから。

もう一つ、気 になるのが 合祀されて いるの が素戔嗚と金山 彦、という 点でしょう か。元 々、この

地にあった忌部 の祖神・天 富命を祀っ たお社 が、のちに安房 神社の地へ と遷り、布 良崎神 社は前殿

となったのでし ょうが、そ の頃には素 戔嗚と 金山彦が合祀、 と。金山彦 は鉱山や鍛 冶の神 様ですか
ら、まだ解らなくはないんですけれどもね。

天孫降臨に付 き従い、天 つ神の末裔 である ことを氏族の誇 りとしてい た忌部と、 素戔嗚 という組

み合わせが何と も。あるい は、もうそ の頃に は素戔嗚信仰が 、各地にま で広がって いたの かもしれ

ませんし、そうではないならば日本書紀にあるあの記述から、なのかもしれません。
素戔嗚尊の曰はく
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「韓郷の嶋には、是金銀有り。若使吾が児の所御す国に、浮宝有らずは、未だ佳らじ」

とのたまひて、乃ち鬚髯を抜きて散つ。即ち杉に成る。又胸の毛を抜き散つ。是、檜に

成る。尻の毛は、是柀に成る。眉の毛は是豫樟に成る。已にして其の用ゐるべはものを
定む。
乃ち称して曰はく、

「杉及豫樟、此の両の樹は、以て浮宝とすべし。檜は以瑞宮を為る材にすべし。柀は以て

顕見蒼生の奥津棄戸に将ち臥さむ具にすべし。夫の◆ふべき八十木種、皆能く播し生う」
とのたまふ。

「日本書紀 巻一 神代上」

※◆口偏に「敢」という表記です。

はい、つまり は木。木の 繁殖とそれ ら木材 よって得られる 船や宮、と いうことで すね。 個人的に

は、これが一番 しっくりく る、と思っ ていま すし、そうであ るならばこ こ・布良崎 神社に 合祀され
ている神もまた、忌部ならでは。そう言えるのかもしれません。
うみつみちその先ゆかば
なほなほし玉鉾の道生れ生れて
ひと生れ木生れ宮の生れ
神なほ生れぬ
いにしへゆ今のまさかも違はざる
もろひと継ぎてしかあるは
生くるてふわざ
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生す謡ふ舞ふ奉る天地に
しかあるごとく
しかあることを
あれあるを今のまさかにあるてふを伝へ知らすやうみつみちなほ

遼川るか

（於：布良崎神社境内）

古東海道。そ う書いてう みつみち、 と読み ますが倭建より もさらに昔 。まだ陸路 すらも 果たして

（九）

存在していたか 定かではな い道の、一 つの果 てしとてあるこ の地に。風 と波の音だ けは、 変わるこ
となく今も響きます。

並

安房神社と並び、この安房の国に鎮座する社格大のお社。
安房郡二座

大
安房坐神社 名神大。月次。新甞
后神天比理乃咩命神社 大。元名洲神

「延喜式 巻九 神祇九」再引用

101

延喜式神名帳 曰く、その 名を后神天 比理乃 咩命神社という お社は、け れども現在 、その 名を残す

ものが存在していません。というよりも、延喜式にあるこの名自体にも、かなり疑問がありますが。

読んで字のご とく、天太 玉命の后で あった 天比理乃咩命を 祀ったもの であること は、想 像に難く

ありませんし、 先の布良崎 神社の由緒 書きに あったように、 安房の地に 上陸した忌 部たち が男神山

と女神山を祀っ た、という 点から考え ても、 忌部たちの始祖 とその后神 は、神とし て祀ら れるのが
当然の流れ。

ですが、その 后神の名を そのまま社 名にし ているのが、か なりの違和 感です。そ こで注 目したい

のが、元の名が 洲神であっ た、という 添え書 きとなりますし 、恐らくは 延喜式神名 帳を編 纂するに

当たって、正式名のなかったそのお社に、この名をつけて記載したのではないでしょうか。

同時に気にな るもう一点 が、安房神 社の上 の宮に、この天 比理乃咩命 が配祀され ている こと。も

しかすると、本 来の后神天 比理乃咩命 神社は 、もう廃社され てしまい、 そこで安房 神社に 配祀とい
う形をとったのではないか。…そんな推測も出来てしまうのかもしれません。

その一方で安 房には洲神 、という元 名の面 影を残すお社も また二社、 存在してい ます。 一つが安

房国一ノ宮の洲 崎神社、も う一つが洲 宮神社 。もし、元名を 根拠とする ならば、こ の二社 は、ある

いは、莫越山神 社や、下立 松原神社同 様、論 社ともなりまし ょうか。… なかなか、 ややこ しいので
すけれどもね。

いずにしても 、洲宮と洲 崎。それぞ れに先 ずは行ってみな いと。…そ うしないこ とには 、何も考
えることなど出来ません。

布良崎神社を 後にして、 国道四一〇 号をや や内陸部へと進 みます。直 線距離にし て、約 四㎞ほど

の一帯に、洲宮 という地番 が存在。ち ょうど 国道と、近くを 流れる小川 が交差して いる地 点のごく
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近くに、洲宮神 社は建って います。道 路から 少し入った場所 に白い鳥居 。周囲は、 昭和中 期の頃の
農村地帯にも似た、静かで懐かしい風景が広がっています。

車を降りて、 先ずは参拝 を。ですが 、ちょ っと意外だった のは、それ でもかつて の社格 大、とさ

社伝に曰く、神武元年に天富命が近くの魚尾山の頂

上 に 、 創 建 。 そ の 後 、 文 永 年 間 に社 殿 が 焼 失し た た

め 、 今 の 場 所 に 遷 さ れ た 、 と の こと 。 魚 尾 山の 山 頂

付近からは、確かに勾玉などが出土しているようで、

古代祭祀の遺跡とされてもいるようですね。

だ か ら な の か 、 明 治 期 に は 一 度、 こ ち ら 洲宮 神 社

が式内社、と定められたこともあるようです。…が、

そ の 直 後 に は 、 そ れ 自 体 が 覆 さ れ、 今 な お 議論 は 絶
えていない、とのこと。

ど う な ん で し ょ う か 。 ま だ も う一 方 の 洲 崎神 社 を

訪 ね て い ま せ ん の で 、 わ た し の 自身 の 考 え をま と め

る タ イ ミ ン グ で は な い の で す が 、そ れ で も やは り 覚

えてしまう違和感は、洲宮の洲、です。

得 て し て こ う い う 沿 岸 部 は 、 土地 の 隆 起 も起 こ り
やすいので、現代に比べて上古はきっと、もっと内
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れるお社として は、この鄙 びた感じは どうな のだろうか、と 。見る限り で、境内に は社務 所やそれ

に魚尾山がある。

に類するものは 見当たりま せんし、こ れでは 社格小、とされ ていた下立 松原神社や 莫越山 神社と、
大差なく…。

洲宮神社拝殿から見る周辺の丘陵地帯。あの中のどこか

まで海岸線は入り込んでいたはず。けれども、そうだとしても遠すぎるのではないか、と。

布良崎神社や 安房神社が 、当時とそ う変わ らない場所に今 なお建って いる、とい う前提 に立つな

らば、洲に祀ら れた神、す なわち元名 の洲神 は、なかなか無 理があるよ うな気がし てなり ません。

もっとも、お社 の前を流れ る小川、そ の名も 洲宮川というそ うですが、 仮にこの洲 宮川が 往時はそ

れなりの洲をつ くるほどの 河川だった という のならば、解ら なくもない ですけれど 、それ もちょっ
と想像しがたく。

…いや、その 洲宮川の両 岸に丘陵が ずっと 続いているんで す。まるで 、その丘陵 の中で もっとも

低い部分に流れ ているのが 洲宮川だ、 といっ てしまえる風情 でして。し かもそれら の丘陵 がある以

上、海岸線もまたここまでは入り込んでいなかったこと、立証してしまっているのではないか、と。

けれども、魚 尾山に最初 は祀られて 、とい う社伝自体は一 も二もなく 信じたいと ころ。 やはり古

代信仰の基本は、山岳にあったはずですから。出土品があるのも納得できます。

残念ながら、 その魚尾山 。地図上で もわた しは確認し切れ なかったの ですが、様 々な記 述曰く、

洲宮神社の向か い、とのこ と。きっと 、男神 山や女神山と同 様の、本当 にささやか な丘の ようなも

のなのでしょう 。もしかし たら、視界 には入 っていたのかも しれません 。ただ、わ たしが それ、と
認識できなかっただけで。

もう一度、境 内をゆっく り歩いてみ ます。 鳥居を潜り、短 い参道を進 んで、駅の 階段ほ どもない

石段を登り、そ して拝殿へ 。拝殿奥の 本殿と 、その先には丘 陵。…いや いや、決し て風情 のないお

社だ、とは思っ ていません 。もちろん 、古社 らしい佇まいは ちゃんとあ ります。で すが、 どうして
もイメージが結びつかないのです。

后神天比理乃咩命神社なるお社が正史に登場する最初は、続日本後紀になります。

104

冬十月辛酉朔壬戌。奉授安房国従五位下安房大神正五位下。无位第一后神天比理刀
咩命神。

「続日本後紀 巻十二 承和九年（八四二年）十〇月」

それから延喜式が編纂された醍醐期までは約百年弱。その間にも他の正史・日本文徳天皇実録や、

日本三代実録に も登場して います。当 然、そ れなりのお社が きちんと、 現在の社殿 はとも かくとし

遼川るか

ても、魚尾山に は建ってい た、という ことな のでしょうけれ ども。…、 肝心の魚尾 山すら も確かめ
られていない状態では、もはやどうにも。
ともあれ、もう一つの論社・洲崎神社へと急ぎましょう。
こにあらずこにありしかを弥立てて来したるもののいかにしてかも

（於：洲宮神社境内）

余談になりま すが、この 洲宮神社に 伝えら れている洲宮神 社縁起。こ ちらも中々 、興味 深いと言

いますか、叶う ことならば 見てみたい 、と思 ってしまいます 。忌部氏の 安房開拓と 、安房 神社や洲

宮神社、下立松 原神社の創 建の経緯と いった 古伝をまとめた ものらしく 、本文の三 分の一 は失われ
た安房国風土記ではないか、と推測されている、とのこと。

古語拾遺から の引用もあ るようなの で、縁 起そのものの成 立は早くて も、平安末 期以降 となりま

すか。…確かに 、安房国風 土記を引用 した、 と考えるには十 分な時系列 ではあると 思いま す。本当

に、見てみたい ものです。 実際に見る ことが 叶わないならば 、せめて全 文を。そう 願わず にはいら
れません。
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（十）

一時は雨も降 ったのです が、雲間か ら日が 射す瞬間が、少 しずつ増え てきていま す。そ して、悟

るのはすでにす っかり日は 傾いている 、とい うことで、何と か日がある うちに、浮 島へ。 そんな思
いが募ってしまい、ついついアクセルを踏み込む足にも力が入ります。

館山市洲崎。 ずっと外房 側を海岸線 に沿っ て、西へと走っ てきた房総 フラワーラ インが 、大きく

右に。いえ、正 確には蛇行 する形で、 再び東 へと伸びる突端 にあるのが 、洲崎灯台 。その 向かいは

もう、外房では なく、館山 湾です。そ して、 洲崎灯台よりも 少し外房側 に鎮座して いるの が安房国

腹の拝殿を臨む。

ます。
聳える石段の手前には楼門。その楼門には、日

数の奥様方と子どもたちが、わいわいと集ってい

い境内には、氏子さんたちでしょうか。結構な人

ある石段を登らないことには、参拝できそうにな

まして。喘息の吸入薬です。それくらい、段数の

お社の立地を見た瞬間に必要だ、と悟ってしまい

ないだろう、と思っていたんですけれどね。この

認しました。今回の古歌紀行では、きっと出番は

今回だけは、参拝へもってゆく荷物をもう一度確

境内二の鳥居の傍の駐車場で車を降り、流石に

一ノ宮、とされている洲崎神社。もう一つの元名洲神、と目されているお社です。

洲崎神社の二の鳥居から、御手洗山中
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丸が掲げられていて、そういえば今日、世間では祝日だったのだ、と思い出しました。

天比理乃咩命

先ずは由緒書きを確認します。
祭神

当社は延喜式神名帳に「后神天比理乃咩命神社大 元名洲神」と記され、天太玉命の后神
を祀る式内大社で、元の名を洲神と称した。
由緒

当社は宝暦三年（一七五三）の「洲崎大明神由緒旧記」によると、神武天皇の御宇、天

富命が御祖母神天比理乃咩命の奉持された御神鏡を神霊として、洲辺の美多良洲山に祀
られたことに始まる。

鎌倉時代の治承四年（一一八〇）安房に逃がれた源頼朝が、戦勝と源氏再興を祈念して

神田を寄進、後、妻政子の安産を祈願している。室町時代には江戸城を築いた太田道灌

が、江戸の鎮守として明神の分霊を勧請したと伝えている。房総里見氏も当社を尊崇し

て、七代義弘が神領五石を寄進し、江戸幕府もこれに倣って朱印状を下した。

幕末の文化九年（一八一二）房総沿岸警備を巡視した老中松平定信は「安房国一宮 洲崎
大明神」の扁額を奉納している。

神位は平安時代に正一位、鎌倉時代に元寇戦勝祈願の功により勲二等に叙せられ、明治六

年（一八七三）県社に列せられた。往時、別当寺は養老寺など五ヶ寺を数えた。洲崎明

神は古来伝承されている数々のあらたかな霊験から、安産・航海安全・豊漁・五穀豊穣
や厄除開運の守護神として信仰が厚く、現在に及んでいる。

洲崎神社境内の石碑より抜粋
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…どうなんで しょうか。 由緒書を見 るだけ ならば、率直に 洲宮神社の それの方を 採りた い気持ち

になってしまい そうですが 。けれども 、立地 という点で見れ ば、元名洲 神により相 応しい のは、比

べるまでもなく こちら、洲 崎神社だと 感じま す。何せこのお 社、一の鳥 居は海の目 の前。 洲崎、と

いう単語自体、 洲が岬のよ うに海中に 突き出 した所、という 意味をその まま体現し ている ようなも
のですから。

百段はゆうに 超す石段の そのまた奥 には御 手洗山。ちょう ど山の中腹 に拝殿と本 殿が建 てられて
いるのも、海沿いのお社としては、古社たる風情に満ちています。

大きく息を吸 ってから楼 門を潜りま す。喘 息もさることな がら、そも そもの体力 からし てこの石

段、途中で休むことなく登れるでしょうか。…きっと無理でしょう。全く鍛えてなどいませんので。

急ぐことなく、休むことなく、一定のリズムで淡々と登ります。頭の中では一段々々のカウント。
五十段を越えたあたりから、少し息が乱れ始めました。それでも
「あと十段、あと十段」

と励まし続け て結局、八 十段くらい で休憩 と吸入。そして 振り返った 視界に広が る景色 に、圧倒

されました。石段と、楼門と、参道両脇の御手洗山の木々、そしてその先には海と空と。

根拠なんてあ りません。 ただ、わた しがそ う思ってしまっ ただけです 。少なくと も、延 喜式に社

格大、元名洲神 、と記され た式内社は 、この 洲崎神社ではな いのか、と 。それくら いの威 厳を湛え
る光景に、ここではないのか、と。

けれども同時に、こうも思いました。四国から、畿内から、黒潮に乗ってやってきた忌部たちが、

始祖の一柱であ る后神天比 理乃咩命を 祀った のは、ここでは ないのでは ないだろう か。洲 宮神社が
かつてあったという、魚尾山だったのではないか、と。
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繰り返しますが、根拠など全くな

いのです。ただ、各地で様々なお社

を周ってきたことから、なんとなく

感じられるよう になったそ の土地

が放っている匂いや、温度、そして

色たち。どれくらいの人為によるも

のか、その地の土の匂い、そして往

時にもっとも近 い存在とし て未だ

生きている木々の佇まい。そういっ

たものたちから、そう思ってしまっ

た、というだけ。たった、それだけ
です。

つまり、この洲崎神社にはそれ、

とはっきり感じ られるだけ の威厳
とはっきり感じ られるだけ の威厳があ って、 けれどもその威 厳こそが人 為によるも の。古 代のひも
ろぎなどとは、明らかに一線を画すものでもあるからなんですが。

石段を登りき り、もう一 度吸入。参 拝のた め臨んだ拝殿に は、由緒書 きにあった 通り、 松平定信

の筆による扁額 が掲げられ ています。 今でこ そ、安房国一ノ 宮といえば 安房神社の 名前も 度々、取

り沙汰されます が、少なく とも江戸中 期まで は、安房国一ノ 宮と言えば 、間違いな くここ だけを差
していたのでしょう。

そして、参拝 。閉じた目 の奥には、 洲宮神 社の鄙びた境内 と、その向 かいに続く 丘陵地 帯。ここ
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洲崎神社拝殿より。

の石段途中で振 り返り見た 、外海と内 海が交 差する洲崎の海 。そのまた 先に横たわ ってい るものは
黒潮。

何を、どう、謡えばよいのか。そんなことを強烈に、厳格に問うてくる場所に、時々遭遇します。

謡うよりも早く、様々なイメージが自分の中の流れ込んできて、息苦しくて圧倒されてしまう場所、
です。

ですが、そう いう場所で はいつも、 わたし がすることは一 つだけ。ポ ケットに入 れてい るボイス

レコーダーのス イッチを押 すだけです 。あと はもう、自然と 溢れてくる 言葉たちが 溢れた いように

任せます。自分 はただの依 代でしかな く、言 葉を紡ぎ、謡っ ているのは 多分、わた しでは なく言葉
たちであり、歌という韻律であり、そして、その土地。
ほりたるはうがらつ誉れ
ほりたるは遠つ祖より神祖より
かみろきかみろみ継ぎ来る
伝へられたるかみづかさ
神祀るわざ独神
天之御中主神
高御産日神
次に神産巣日神
しが子にて布刀玉命
畏みて
天の香具山

110

眞男鹿の肩うつ抜きて抜きて亦
天の香具山
朱櫻とり占合ひまかなはしめて亦
天の香具山
眞堅木を五百箇眞堅木
こじこじて根こじにこじて
いで枝にそ
八坂瓊の勾玉
御統の五百箇勾玉
八尺鏡
白和幣・青和幣とり垂でて亦

遼川るか

取り持ちし地高天の原ゆ天降りて祀り来し
ひむがしに亦
ひむがしに行き来せば
五百重の波にうみつみち
漕ぎたみ漕ぎたみ
ふるさとが名こそ告らめや安房国
あづまひむがし
安房てふ地を
しながとり安房洲神はこにそ祀れる

（於：洲崎神社境内）
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洲崎神社その もの創建は 、洲宮神社 の社家 を長く勤めてい たという、 小野氏が伝 える斎 部宿禰本

系帳なる家系図によると、養老元年（七一七年）の春。勝ヶ崎の洲宮という地に神戸を定めたこと。

さらには養老四 年（七二〇 年）に、そ の勝ヶ 崎洲宮へ天比理 乃咩命を祀 った仮宮を 設け、 洲崎神社
と名づけたこと、などが書かれている、といいます。

ですが、ごめ んなさい。 わたし自身 はその 斎部宿禰本系帳 の本文を自 身で確認出 来てい ませんの

で、そういう記述があるらしい、という旨のみ書き添えておくに留めさせてください。

式内大社・后 神天比理乃 咩命神社。 果たし て、それが洲崎 神社だった のか、ある いは洲 宮神社だ

ったのか。今でも諸説様々にあるようですが、わたし自身が感じたものとは別に、
「ああ、こうであったらいいな」

と思ってしま ったのが、 こちら洲崎 神社が 拝殿で、洲宮神 社が奥宮で ある、とい うもの 。徳川家
康の時代にものされた金丸家累代鑑という史料に残る、といいます。

けれども、江 戸中期には ここが安房 国一ノ 宮にまでなって いることな どを考え合 わせる と、それ

とて何処まで信 じていいの かは定かで はあり ません。それぞ れへの評価 は時代の中 で様々 に移ろう
もの。

現代ではすっ かり鄙びし てしまって いる洲 宮神社と、その 一方でこう も人為の匂 いを放 つ洲崎神

社が、元正期で ある養老年 間とでは一 体、ど れほどに変わっ てしまって いるのか、 なども はやわた
しには手繰れそうもありませんので。

それでも、ど ちらが正で 、どちらが 誤で、 という線引きは やはりした くはありま せんし 、事実出

来ないからこそ 、の論社で もあります 。解ら ないものは、た だ解らない ままに。け れども 、確かに
自身が感じてしまったものは、ただ感じてしまったものとして。
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そう接してゆ ければそれ でいい。そ う思う だけで、何故か 不思議なほ どすっきり と、納 得できて
しまった胸のまま、まだ百五十段近い石段を降ります。

（十一）

雲が多くて、 早くも日が 暮れかけて いるの か、それとも翳 っているだ けなのかは 、判断 できませ

ん。できません が、それで ももうあま り時間 はない、という ことだけは 確かなわけ で、と にかく急

ぎます。目指す べき浮島は 、すでに館 山市で はなく、その北 側にある鋸 南町。洲崎 からの 移動距離
も二十㎞近くなりそうです。

浮島。鋸南町 勝山の沖約 一㎞に浮か ぶ小さ な島なのですが 、私有地の ため、基本 的には 上陸でき

ない、とのこと 。なので、 とにかくで きる限 り浮島に近づけ る対岸の場 所。恐らく は勝山 漁港界隈

になるのではな いか、と考 えているの ですけ れど、果たして こちらの目 的に適うポ イント を探し出
せるでしょうか。…ちょっと自信がないんですけれどね。

房総フラワー ラインから 国道一二七 号へと 進み、ただただ 北上します 。日没まで の時間 を、窓の

外をちらちら確 かめてから 推測して、 目的地 周辺までの距離 を思い、少 なからずジ リジリ と。…上

陸できない以上 、少しでも しっかり眺 めたい ですし、画像だ って押さえ たいです。 けれど も完全に
日没してしまったら、もうそれらは叶いませんよし。

時折、視界が ひらけては 見える海は 、もう すっかり内房の それです。 何故なんで しょう ね。わた

しには古歌紀行 を始めるよ りもずっと ずっと 前から、外房の 海と内房の 海は、かす かに違 う色をし
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ているように見えます。外房の海は色が少しだけ淡く、逆に内房の海は濃く感じる、と言いますか。

それと、匂い。 潮の香りも やはり、違 うんで すね。内房のそ れは、もう 自身が住ん でいる 神奈川の

海と変わらずに 、重たいで すし、逆に 外房の 海の香りは、軽 い。あるい は浅い、と 言うべ きなのか
もしれません。

前述している 通り、浮島 界隈を訪ね る目的 は浮島の行宮に あるわけな のですが、 そもそ もの浮島

の行宮。これに ついて語る には、先ず は倭建 の東征からご説 明しなけれ ばなりませ ん。ご 存知の通

り、第十二代景 行天皇の皇 子・倭建こ と、小 碓王が東国各地 を平定。け れども大和 へと帰 参する途

上で、帰らぬ人となったわけですが、それを受けて父・景行が言ったんですね。

「わたしの愛し い息子を思 い偲ぶこと は、い つになったら止 まるのだろ うか。彼が 平定し た国々を
巡幸したい」
と。
五十三年の秋八月の丁卯の朔に、天皇、群卿に詔して曰く

「朕愛みし子を顧ぶこと、何の日にか止まむ。冀はくは、小碓王の平けし国を巡狩むと欲ふ」
とのたまふ。
是の月に、乘輿、伊勢に幸して、転りて東海に入りたまふ。
冬十月に、上総国に至りて、海路より淡水門を渡りたまふ。

「日本書紀 巻七 景行天皇五十三年（一二三年）八～十月」

日本の書記の この記述に 準拠するな らば、 八月に大和を発 ち、伊勢を 経由。古東 海道を 輿に揺ら

れてやってきて 十月、上総 に到着。… 余談で すが、恐らくは 走水の海を 渡るルート だった のでしょ

う。そして、そ こからまた 海路で淡＝ 安房の 水門へと渡った 、というこ とですね。 なので 、木更津
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界隈から、海路を南下して安房へゆく途上の行宮の地が浮島、という解釈が成立するわけです。

そもそも、日 本書紀と古 事記では、 倭建の 東征ルートが結 構、異なっ ていまして 。特に 走水の海
を越えてからの行程は

古事記：～走水～上総（木更津界隈）から陸路を北上。下総を経由して常陸着。
帰路は陸路で常陸～武蔵～相模～足柄峠～甲斐～（以下略）

日本書紀：～馳水～上総（木更津界隈）から海路を南下。房総半島を迂回して常陸～

陸奥着。帰路は陸路で陸奥～常陸～武蔵～上野～碓氷峠～信濃～（以下略）

陸路で常陸入 りしたのか 、海路で常 陸入り したのかが、最 大の相違点 。その後の 最終目 的地が常

陸までだったの か、遠く陸 奥まで進ん だのか は、話題が逸れ るのでここ では擱きま すが、 前記引用

の景行の巡幸は 日本書紀の ものですか ら、と りあえず整合は しているこ とになりま す。… 古事記の
景行期、率直に言って景行のことなんて殆ど記載されていませんので、はい。

ともあれ、前 述のルート から見ても 、少な くとも景行が安 房界隈を通 過したこと は、疑 わなくて

もよい、と考えられるでしょう。…が、日本書紀には肝心の浮島宮、という記述が存在しません。

是の時に、覚賀鳥の声聞ゆ。其の鳥の形を見さむと欲して、尋ねて海の中に出でます。

仍りて白蛤を得たまふ。是に、膳臣の遠祖、名は磐鹿六鴈、蒲を以て手繦にして、白蛤を
膾に為りて進る。故、六鴈臣の功を美めて、膳大伴部を賜ふ。
十二月に、東国より還りて、伊勢に居します。

「日本書紀 巻七 景行天皇五十三年（一二三年）十～十二月」
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これは「淡水 門を渡りた まふ」に続 く日本 書紀の記述です 。つまり、 淡水門での あれこ れの記述

の後は、もう伊 勢に戻った 、という内 容です から、行程から 鑑みるに浮 島宮なるも のが、 安房にあ

ったのか、それとも常陸、はたまた陸奥か、なども理屈としては成立してしまうわけでして。

一方、浮島宮 と少なくと も字面にき ちんと 記している文献 は、二つ。 高橋氏文と 常陸国 風土記で
す。それぞれを引きます。

挂けまくも畏き巻向日代宮に御宇ひし大足彦忍代別天皇五十三年癸亥八月に、群の卿たち
に詔りたまひて曰りたまひしく、

「朕、愛しき子を顧ふこと、何の日にか止む。小碓王 又
[の名は倭武王そ の]所平し国を巡
狩む」

とのりたまひき。是の月に、伊勢に行幸したまひ、転りて東国に入りたまひき。冬十月、
上総国の安房の浮島宮に到りたまひき。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

郡の北十里に碓井あり。古老の曰へらく、大足日子の天皇、浮嶋の帳宮に幸ししに、水

の供御無かりき。即ち、卜者をして占訪はしめて、所々穿らしめき。今も雄栗の村存れり。

「常陸国風土記 信太郡」

はい、高橋氏 文が安房の 浮島宮、と 明記し ているのに対し 、常陸国風 土記もまた 、浮嶋 の帳宮、

と明記。場所は当時の常陸国信太郡。現在の茨城県稲敷市浮島、つまり霞ヶ浦の中にある島なのか、

あるいはその沿 岸部なのか 、といった ところ でしょうか。言 うまでもな く、いずれ も景行 巡幸の際
の行宮のこと。
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さてさて、悩 ましいこと このうえな いです ね。一見して、 どちらにも 破綻は見受 けられ ませんか

ら、安房か、常 陸か。…で すが、この 答えは 常陸の浮島を訪 ねた時にき っと、出る のだと 思ってい

遼川るか

ます。それよりも今は、この安房の浮島へ。日が完全に沈みきってしまう前に、少しでも早く。
夕されば何しかさはくたれに鳥こもりてのこるけふそをしかる

（於：国道一二七号途上）

鋸南町に入り 、下佐久間 のＴ時路を 越えた 辺りから、自然 と意識は自 分の左側に 集中し ます。少

しでも海の近く へ、車で入 れるぎりぎ りの所 まで。それに適 いそうな路 地を探して 、車の スピード

も、そうは思わ ずとも次第 にゆっくり と。勝 山の信号や県道 二四八号も 過ぎ、あと はもう 本当に地

元の方の生活道 路や私道を 何度も曲が り、よ うやく見えた堤 防と、日没 直後のまだ まだ明 るさの残

る空と。…間に 合いました 。間に合え ました 。あとはこの限 られた時間 の中で、ど れだけ 。どれだ
け、浮島に肉迫できるのか…。

慌てて車を降 ります。こ こからはも う自分 の足で、一番浮 島が、それ と映るポイ ントを 探すしか

ありません。堤防まで走ります。勢い込んで登ると目の前には、思っていた以上に近く感じる島影。
…浮島です。

漁港を囲うよ うに設えら れた、向こ う側の 堤防と、係留さ れている漁 船たちが、 浮島の 下半分を
隠しているのがもどかしく、ならば、とさらに堤防の上を走ります。

「漁港の端まで ゆけば、向 こう側の堤 防はき っとなくなる。 そうすれば きっと、も っとち ゃんと浮
島が…」

早くも息が上 がり始めま す。背中で リュッ クが右へ、左へ と躍ってい ます。帽子 がずれ て脱げて
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えば。惜しいことをしてしまいました。

しまいそうで、思わず脱いで、左で握り締め
ました。

そして途切れた堤防の傍、すぐ側に並ぶテ

トラポットと、打ち寄せる波たちの先によう

やっと全身を現してくれた浮島。左側に連な

るのは大ボッケ、小ボッケと呼ばれる岩礁。

大ボッケには、浸食で穿たれた空洞があって、

そこから垣間見えるのは、小さく切り取られ
た海と空。

千葉県安房郡鋸南町浮島。個人所有の完全

なる私有地につき、基本的に上陸は不可。島

の頂上部には、浮島神社というお社があり、

祭神は景行、倭建、弟橘姫、磐鹿六雁、とま

では聞き及んでいます。ですが何分、上陸で

きるのは年に一回、浮島神社の大祭の時だけ、

とのことで詳細なデータは確認できていませ

ん。神社本庁編纂のデータベースにすら、な
いくらいですから。

これは帰宅後 に気づいた のですが、 その浮 島神社の大祭。 ほんの数日 前だったは ずです 。そう言

勝山漁港より眺める浮島。左側の岩礁は大ボッケとと小ボッケ。
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まだ息も切れ たまま、そ れでもまる で吸い 寄せられて、目 が逸らせな いくらいの 引力で 惹きつけ

られてしまって いました。 慌てていた ので喘 息の吸入薬もな くて呼吸は とても苦し く、な のにどう

しても。どうし ても、視線 が外せない …。魅 入られた、とい うのはきっ とこういう 状態の ことを言
うのだ、と思います。

泣いたら、余 計に息が苦 しくなるの は解っ ています。それ でも、これ を泣かずに いろ、 という方
があまりにも無体です。
高橋氏文が伝える、安房の浮島宮を舞台とした故事を意訳してみます。

時に、磐鹿六◆命、従駕に仕へ奉りき。天皇、葛餝の野に行幸したまひ、御◆したまひき。

大后八坂媛は借宮に御坐し、磐鹿六◆命も亦留守り侍ひき。此の時、大后、磐鹿六◆命に
詔りたまひしく、

「此の浦に異しき鳥の音聞ゆ。其れ駕久我久と鳴けり。其の形を見むと欲ふ」

とのりたまふ。即ち、磐鹿六◆命、船に乗りて鳥の許に到れば、鳥驚きて他し浦に飛び

き。猶追ひ行けども遂にえ捕ふること得ず。是に、磐鹿六◆命、詛ひて曰ひしく、

「汝鳥、其の音を恋ひ兒を見むと欲ふに、他し浦に飛び遷りて其の形を見さず。今より後、
陸に登るを得ざれ。若し大地の下に居ば、必ず死なむ。海中を住処とせよ」
といひき。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「このとき、 磐鹿六雁命 も天皇の一 行に従 っていた。天皇 は葛飾野へ 行幸して、 狩りを された。

一方その時、大后の八坂媛は仮宮にいて、磐鹿六雁命も留まって大后にお仕えしていた。
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大后が磐鹿六雁命に仰せられた。

『この浦で、ガクガクという霊妙な鳥の声が聞こえました。その姿が見たいのです』

そこで、磐鹿六雁命が船に乗って鳥のところへ行くと、鳥は驚き、他の浦へ飛び去ってしまった。

なおも追いかけて行ったが、捕らえることはできず、そこで磐鹿六雁命は呪いをかけて言った。

『鳥よ、そなた の声を慕っ て姿を見た いと思 ったのに、他の 浦に飛び移 って姿を見 せませ んでした

ね。なので、今 から以後、 陸に上がっ てはな りせん。もし陸 に降りるこ とがあるな らば、 必ず死に
ます。海中を住処としなさい』」

還る時、舳を顧れば魚多に追ひ来たり。即ち磐鹿六◆命、角弭の弓を以ちて遊べる魚の中

に当つれば、即ち弭に著きて出でて忽ちに数隻を獲つ。仍りて号けて頑魚と曰ひき。此、

今の諺に堅魚と曰ふ 今
[角を以ちて釣の柄に作りて堅魚を釣るは此の由なり 。]船過るに、
潮涸れて、渚の上に居ぬ。掘り出さむとするに、八尺の白蛤一具を得たり。磐鹿六◆命、

件の二種の物を捧げて、太后に献りき。即ち大后誉め給ひ悦び給ひて詔りたまひしく、
「甚味く清く造りて御食に供へよ」
とのりたまひき。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「帰る時、船 の艫を振り 返ると魚が たくさ ん追いかけてき ていた。磐 鹿六雁命が 角弭の 弓を、泳

ぐ魚たちの中に 入れると魚 が弭にかか り、た ちまちたくさん の魚を獲る ことができ た。そ こで、そ

の魚を名づけて 「頑魚「と 呼んだ。こ れを今 の言葉で鰹とい う［今、角 を釣り針の 柄にし て鰹を釣

るのは、これに由来する］。船は潮が引いてしまって渚の上に乗り上げ動けなくなった。船を掘り出
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そうとしていると、大きな白い蛤が一つ出てきた。磐鹿六雁命は、鰹と蛤の二種類の品物を捧げて、

大后へと献上した。すると大后は、そのことをとても誉め、喜んで仰せられた。
『それを美味しく、美しく料理して、天皇のお食事に差し上げてください』」
時に、磐鹿六◆命の申さく、
「六◆、料理らせて仕奉らむ」

と白して、遣はして、無邪志の国造の上祖大多毛比、知々夫の国造の上祖天上腹、天下

腹らの人等を喚び、膾を為り、及た煮焼して雑に造り盛りて、河曲山の梔の葉を見て高次

八枚さし作り、真木の葉を見て、枚次八枚さし作りて、日影を取りて鬘とし、蒲の葉を以

ちて美頭良を巻き、麻佐気の葛を採りて、多須岐にかけ帯とし、足纒を結ひて、供御の雑

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

物を結ひ餝りて、乗輿、御◆より還御りたまひ、入り坐す時に供奉りき。

「磐鹿六雁命は
『六雁が料理をさせて頂きましょう』

と言い、武蔵 国造の上祖 ・大多毛比 、秩父 国造の上祖・天 上腹、天下 腹の一族を 呼び寄 せて、膾

をつくり、煮炊 きして様々 に料理し盛 りつけ 、河曲山の梔の 葉を選り採 って来て高 坏八枚 、真木の

葉を選り採って 来て平坏八 枚を作った 。ヒカ ゲノカズラを採 って鬘にし 、蒲の葉で 角髪を 巻き、ま

さけの葛を採っ て襷にかけ て帯として 、足結 を結んで天皇に 供する様々 な物を美し く整え て、天皇
が狩りからお戻りになり、宮へお入りになった時に献上しようとした」
この時、勅りたまひしく、
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「誰が造りて進る物そ」
と問ひ給ひき。時に、大后奏ししく、
「こは磐鹿六◆命が献れる物なり」
とまをしき。即ち歓び給ひ誉め賜ひて勅りたまひしく、

「此は磐鹿六◆命独りが心にはあらず。斯は天に坐す神の行ひ賜へるものなり。大倭国は、

行ふ事を以ちて名に負する国なり。磐鹿六◆命は、朕が王子等に、あれ子孫の八十連属に、
遠く長く天皇が天つ御食を斎ひ忌はり取り持ちて仕へ奉れ」

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

と負せ賜ひて、則ち、若湯坐連等が始祖、物部意富売布連の佩ける大刀を脱き置かせて、
副へ賜ひき。

「この時、天皇が仰せになるに
『これは誰が料理し進上したものか』
とお尋ねになった。そこで大后が
『これは磐鹿六雁命が献上したものです』
と答えた。天皇は喜び褒めて、仰せになられた。

『これは磐鹿六 雁命一人の 力で行った ことで はない。天にい らっしゃる 神が行われ たもの だ。大和

の国は、行う仕 事によって 名をつける 国であ る。磐鹿六雁命 は、我が皇 子たちに、 そして また生ま

れ継ぐ我が子々 孫々にまで 、永遠に長 く天皇 の食事に関わる 職掌に清め 慎んで従事 し、仕 え申しあ
げよ』

と膳の氏の名を負わせになって、若湯坐連らの始祖の物部意富売布連が帯びていた大刀を解かせ、

122

添え与えた」
又、
「此の行なふ事は、大伴立ち双びて仕へ奉るべき物と在れ」

と勅りたまひて、日竪日横、陰面背面の諸の国人を割ち移して大伴部と号けて、磐鹿六

◆命に賜ひき。又、諸の氏人、東方の諸の国造十七氏の枕子各一人づつ進らしめて平次

比例給ひて、依さし賜ひき。山野海河は多爾久久の佐和多流きはみ、加幣良の加用布きは

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

み、波多の広物、波多の狭物、毛の荒物、毛の和物、供御の雑物等を兼ね摂めて取り持ち
て仕へ奉れと依さし賜ひき。

「また、
『この仕事は、多くの伴が立ち並んで奉仕するものとせよ』

と仰せになり 、東西南北 の諸国から 人を割 き、移して大伴 部と名づけ 磐鹿六雁命 へ与た 。また、

諸氏の氏人や東 方諸国の国 造十七氏の 童子を 、それぞれ一人 づつ献上さ せて平坏と 領布を お与えに
なり、彼らの統括を委ねた。

『山野海河は蟾 蜍の渡る果 てまで、船 の通う 果てまで、海の 大小の魚、 山の様々な 獣など 、供える
全てのものを統括し取り仕切って奉仕せよ』
と任じた」

かく依さし賜ふ事は、朕が独りの心に非ず。是は天に坐す神の命ぞ。朕が王子磐鹿六◆命、
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諸友緒人等を催し率て慎しまり勤しく仕へ奉れと仰せ賜ひ誓ひ賜ひて依さし賜ひき。この

時、上総国の安房の大神を御食つ神と坐せ奉りて、若湯坐連等が始祖、意富売布連の子、

豊日連を、火鑚らせて、こを忌火として斎ひゆまへて、御食供へまつり、また大八洲に像

りて八をとこ八をとめ定めて、神斎・大嘗等仕へ奉り始めき 但
[ し安房大神を御食つ神と為

すと云へるは、今大膳職に祭る神なり。今忌火鑚らしむる大伴造は物部の豊日連の後なり 。
]
「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「『このように委ね、任じることは私一人だけの意思ではない。これは、天にいらっしゃる神のご

命令であるぞ。我が王子・磐鹿六雁命よ、諸々の伴たちを督励し統率して慎み勤めて奉仕せよ』

と仰せられ、祈誓されて委ね任じられた。この時、上総国の安房大神を御食つ神としてお祀りし、

若湯坐連らの始 祖・意富売 布連の子の 豊日連 に火を鑚らせて 、これを神 聖な火とし て、斎 い清めて

御食に奉仕。ま た大八島を 象徴するも のとし て、八男八女を 定めて、神 嘗や大嘗な どのご 奉仕を始

めた 安
[房大神を御食つ神とすると言ったのは、いま大膳職で祀っている神である。いま斎火を鑚っ
ている大伴造は、物部豊日連の後裔である 」
]

御食。みけ、 と読みます が、まさし く神様 や天皇に献上す る食料のこ とを差す言 葉です 。ここに

引かせていただいた高橋氏文が記しているのは、その調理・調達に携わる職務である膳部の誕生と、

それを司る者と して磐鹿六 雁が任じら れた経 緯そのもの。そ してそのド ラマを生ん だのが 、山海の
珍味豊かな安房国浮島の地、と。

御食には、御 食向かふ、 という枕詞 も存在 し、膳の上で食 物が向かい 合っている 様から 生まれた

言葉、とされています。掛かる言葉は膳の上に並ぶ、粟（あは）、味鴨（あぢ）、蜷（みな）、酒（き）、
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などの御食にな るものと同 音の淡路や 味原、 南淵山、城上な どの地名。 …なるほど 何故、 日本書紀

]

山部赤人「万葉集 巻六ー九四六」

の記述で安房が淡とされたのか、もこう考えると辻褄が合ってしまいますね。

石なみ

御食向かふ、が詠み込まれた万葉歌をご紹介しましょう。
御食向ふ 淡路の島に
直向ふ 敏馬の浦の
沖辺には 深海松採り
浦廻には なのりそ刈る
深海松の 見まく欲しけど
なのりその おのが名惜しみ
間使も 遣らずて我れは
生けりともなし

一
[云

飛ぶ鳥の 明日香の川の
上つ瀬に 石橋渡し
下つ瀬に 打橋渡す
石橋に 一
[云 石なみに ]生ひ靡ける
玉藻もぞ 絶ゆれば生ふる
打橋に 生ひををれる
川藻もぞ 枯るれば生ゆる
なにしかも 我が大君の
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立たせば 玉藻のもころ
臥やせば 川藻のごとく
靡かひし 宜しき君が
朝宮を 忘れたまふや
夕宮を 背きたまふや
うつそみと 思ひし時に
春へは 花折りかざし
秋立てば 黄葉かざし
敷栲の 袖たづさはり
鏡なす 見れども飽かず
望月の いやめづらしみ
思ほしし 君と時々
出でまして 遊びたまひし
御食向ふ 城上の宮を
常宮と 定めたまひて
あぢさはふ 目言も絶えぬ
しかれかも 一
[云 そこをしも ]あやに悲しみ
ぬえ鳥の 片恋づま 一
[ 云 しつつ ]
]通はす君が
朝鳥の 一
[ 云 朝霧の
夏草の 思ひ萎えて

夕星の か行きかく行き
大船の たゆたふ見れば
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慰もる 心もあらず
そこ故に 為むすべ知れや
音のみも 名のみも絶えず
天地の いや遠長く
偲ひ行かむ 御名に懸かせる
明日香川 万代までに
はしきやし 我が大君の
形見かここを

やすみしし 我が大君の
あり通ふ 難波の宮は
鯨魚取り 海片付きて
玉拾ふ 浜辺を清み
朝羽振る 波の音騒き
夕なぎに 楫の音聞こゆ
暁の 寝覚に聞けば
海石の 潮干の共
浦洲には 千鳥妻呼び
葦辺には 鶴が音響む
見る人の 語りにすれば
聞く人の 見まく欲りする

柿本人麻呂「万葉集 巻二ー一九六」
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御食向ふ 味経の宮は
見れど飽かぬかも

田邊福麻呂「万葉集 巻六ー一〇六二 田邊福麻呂歌集より撰」
御食向ふ南淵山の巌には降りしはだれか消え残りたる

作者未詳「万葉集 巻九ー一七〇九 柿本人麻呂歌集より撰」

他にも万葉歌 には御食つ 国、という 言葉で 御食を供する国 のことを詠 み込んだも のが複 数、採ら

れています。謳 われている のは淡路、 志摩、 伊勢。歌番号九 三四は、九 三三の反歌 なので 、ここで
謳われている野島は、そのまま淡路のこと。
天地の 遠きがごとく
日月の 長きがごとく
おしてる 難波の宮に
我ご大君 国知らすらし
御食つ国 日の御調と
淡路の 野島の海人の
海の底 沖つ海石に
鰒玉 さはに潜き出
舟並めて 仕へ奉るし
貴し見れば

山部赤人「万葉集 巻六ー九三三」
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朝なぎに楫の音聞こゆ御食つ国野島の海人の舟にしあるらし

山部赤人「万葉集 巻六ー九三四」

大伴家持「万葉集 巻六ー一〇三三」

御食つ国志摩の海人ならしま熊野の小舟に乗りて沖へ漕ぐ見ゆ

やすみしし 我ご大君
高照らす 日の御子の
きこしをす 御食つ国
神風の 伊勢の国は
国見ればしも 山見れば
高く貴し 川見れば
さやけく清し 水門なす
海もゆたけし 見わたす
島も名高し ここをしも
まぐはしみかも かけまくも
あやに畏き 山辺の
五十師の原に うちひさす
大宮仕へ 朝日なす
まぐはしも 夕日なす
うらぐはしも 春山の
しなひ栄えて 秋山の
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色なつかしき ももしきの
大宮人は 天地
日月とともに 万代にもが

作者未詳「万葉集 巻十三ー三二三四」

さらには、時 代がかなり 下ってしま います けれど、延喜式 によると御 食とは別に 御贄。 みにえと

読みますが、こちらは天皇や宮中に供出する食材と、その産地として畿内五国の山城・大和・河内・

和泉・摂津と、志摩・紀伊・淡路・若狭・近江・参河などが記載されています。

…当時の食品 輸送を考え ると、恐ら くはこ れらが限界で、 当たり前に なりますが 、安房 のような
東国は適するわけもありませんね。

余談になりま すが、そも そも安房と いう国 が置かれたのは 、歴史的に 意外と後だ ったこ とは、一
番最初にお話した通り。

乙未、越前国の羽咋・能登・鳳至・珠洲の四郡を割きて始めて能登国を置く。上総国の平

群・安房・朝夷・長狹の四郡を割きて安房国を置く。陸奥国の石城・標葉・行方・宇太・

曰理と常陸国の菊多との六郡を割きて石城国を置く。白河・石背・会津・安積・信夫の五

郡を割きて石背国を置く。常陸国多珂郡の郷二百一十烟を割きて菊多郡と曰ひて石城国
に属く。

「続日本紀 巻八 元正天皇 養老二年（七一八年） 五月二日」再引用

景行期に安房 という国は 当然、存在 してい ませんでしたか ら日本書紀 で淡水門が 上総国 とされて
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いるのも、極め て自然なこ と。因みに 、その 日本書紀の成立 は二年後。 養老四年（ 七二〇 年）のこ
とです。

走った所為な のでしょう 。汗が噴き 出して 、こめかみと背 中を流れて ゆきます。 相変わ らず鼻の

奥はつん、とし ていて滲み 続ける涙と 洟水。 呼吸はまだ、楽 になったと はとても言 えない 状態で、

もっともっと浮 島を眺めて いたいので すが、 そうも言ってい られません 。吸入薬は 車に残 したまま
で、仕方なく、そろそろとまた、堤防を戻り始めます。

自分でも解り ません。何 故、こうま で自分 が浮島に惹かれ てしまうの か。そもそ も、安 房国を周

ると決めた時点 で、わたし の頭にあっ たのは 、とにもかくに も安房忌部 でした。浮 島の存 在など、
考えてもいませんでしたし、何処にある島かすらも知らなかったわけで。

ですが、布良 崎神社もそ うなのです けれど 、旅をしている とこういう 、全くのノ ーマー クの場所

を、気づけば訪 ねてしまい 、訪ねてし まえば 、そこには新し い歓びが待 っていてく れます 。巡り合

せ、あるいは偶 然。そんな 言葉で語る にはあ まりにもそぐわ ない、まる でわたしで はない 、何かの
意思によって出会い、招かれたのように感じてしまう場所たち。

正直、実際に ほんの一㎞ 先に横たわ る浮島 は、わたしの感 覚では高橋 氏文や日本 書紀が 言う白い

大蛤や鰹を獲る には果たし てどうなの か、と 思えてしまって います。鰹 はまだしも 蛤は厳 しいので

はないか、と。 淡水と海水 とが交じり 合う、 砂地でしか蛤は 獲れなかっ たはずです から。 …もちろ

ん、かつての浮島界隈と現代のそれとでは、また地形も多少は異なっていたのでしょうが。
安房国【行程上卅四日、下十七日】

調、緋細布十二端、細貲布十八端、薄貲布九端、縹細布二百五十端、鳥子鰒、都都伎
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「延喜式 巻二四 主計寮上 安房国」

鰒各廿斤、放耳鰒六十六斤四兩、著耳鰒八十斤、長鰒七十二斤。自餘輸細布、調布、凡
鰒。
庸、輸海松四百斤。自餘輸布。
中男作物、紙、熟麻、葈、紅花、堅魚、鰒。

常陸国【行程上卅日、下十五日】

調、緋帛七十疋、緋纈◆卅、紺帛七十疋、黄帛一百六十疋、◆一千五百廿五疋、長幡
部◆七疋、倭文卅一端。自餘輸◆、暴布。
庸、輸布。

中男作物、麻四百斤、苧、紙、熟麻、白暴熟麻、紅花、茜、麻子、雜醋、鰒。

「延喜式 巻二十四 主計寮上 常陸国」

※◆ 糸偏に施の 旁の 表記です。

やはり延喜式 の記述にな りますけれ ど、安 房は鰹、獲れて いたようで すね。一方 の常陸 には、記

載なし。それで は蛤は、と なりますが 千葉県 出土の木簡に、 蛤の文字が 認められる ようで す。ただ
し、あくまでも千葉県であって、安房、ではありません。

かつて干潟だ った東京湾 。当時の国 で言う ならば、安房は もとより、 その先の上 総でも なく、さ

らに先の下総。 つまりは、 現代の幕張 や船橋 周辺になります けれど、そ の辺りであ るなら ば、蛤は

確実に獲れてい た、とも思 いますが。 逆に、 湖と鹿島灘とい う外海にご く近かい常 陸の方 が、しっ

くり来てしまう予感は、まだ常陸を訪ねていないはずなのに、してしまっています。
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それだけでは ありません 。海の色が …、わ たしにはどうも 、ここでは ないよと言 ってい る気がし

てならなかった んですね。 実際に勝山 側はと もかく、浮島周 辺は海が急 激に深くな ってい ること、
後からの調べで判明しています。

ですが、それ とは全く別 次元で、浮 島とい う島が、神意の ようなもの で護られて いる印 象を放っ

ていたことも事 実。そして 、こちらも 後から の調べて判明し たのですが 、浮島内は 滅多に 人が足を
踏み入れないだけあって、原生林で覆われている、とのこと。
「日本最後の原始の島」

そんな風にも 呼ばれてい るようです 。…だ から、ですね。 だからあれ ほど、泣け てしま ったので
しょう、きっと。
御食つ国安房の浮島
荒磯越す波を畏み
うちひさつ宮ありし日の
知らえずも
漕ぎ渡らむや漕ぎ渡らまく欲しきてふ
しくしくに思ひ思へど
白波の五百重の波のさはきては
よく見ていませ
畏みて見れども飽かず
旅なれば夕さりていまあれ離れむ
荒磯に波に島蔭に
いつにそ逢はむ

133

しなが鳥安房の浮島
畏けば
目こそ隔てれ心隔てや
神坐す斎つ島ゆゑに忌はりて渡らまく欲し安房の浮島

遼川るか

（於：勝山漁港）

ようやく車に 戻り、先ず は吸入を。 人心地 ついてから見上 げた空には 、鳶が数羽 、ゆっ たり描く
弧。間もなく、夜がやってきます。

これまでにも 、上古に東 国、と呼ば れた土 地を歩いてきて います。そ の土地、そ の旅ご とに思い

感じることは様 々でしたが 初めてでし た。東 国、すなわち為 政者たちに よって何か を変え られてし

まった哀しみを負う土地、という思い込みではない目で見つめ、そしてそれを肌で感じ取れた国は。

この国へ渡り 、開拓して いった忌部 と末裔 たち。彼らが祀 ったのは自 らの祖であ り、恐 らくはわ

たしたちが日頃思っている神という存在よりも、ずっとずっと近く、何よりも人そのものでした。

それから数百 年後、安房 に至ったの は倭建 。その父・景行 は我が子の 足跡を確か めなが らも、こ

の地の産物を認 めました。 そして、そ れらは 後に中男作物と いう税の一 つとして、 畿内へ 。さらに

数百年後、もう 一つの税で ある防人た ちが、 この地から筑紫 へと旅立ち 、また帰っ た来て いたので
しょう。

果たして彼らは、哀しんでいたのでしょうか。嘆いていたのでしょうか。…それは、解りません。

氏族の誇りを負 い、それに 生きた者も います 。統治者として 、それでも 乱れること なく、 多くの民

たちが平らかに 生きられる ことを望み 続けた 者がいます。故 郷を後にす ることの哀 しみに 耐えなが
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らも、やはりみなが平らかに生きられるのであるならば、と辛い勤めに臨んだ者たちもいます。

哀しみは哀し みとして、 嘆きは嘆き として 、けれども同時 に誇りもま た、誇りと して。 それぞれ
の立場で、人は生きます。…生きています。

知りすぎてし まったわた したち現代 人とは 違い、知る術が 少なかった からこそ、 知らな かったか

らこそ、もしか したら現代 よりもずっ と恐れ ずに、構えもせ ずに、未知 なるものを 受け止 め、受け
入れていたかもしれない、いにしえの人々。

彼らが見つめ ていたのは 、いつだっ てきっ と、その先に広 がる無限の 可能性だっ た。… そんな風

に感じてしまう のは、今の わたしが少 し疲れ てしまっている からなのか もしれませ ん。た だ、そう
思いたいのかも、しれません。

かつて上総で 、道はそれ でも繋がっ てゆく 、と感じていま した。そし てその思い をまた 新たにし

てくれたのが、 安房国。す でに陸路す らもな く、海路を丸木 舟とさして 変わらない もので 、畿内と

安房を行き来し ていた往時 が見せてく れたの は、人の子が宿 す力であり 、知恵であ り、そ して何よ
りも思いというもの。

土に生き、海 を行き、そ して謡う。 播いて 、殖やして、刈 り、また謡 う。産んで 、育ん で、護っ

て、謡い、生き て、ただ生 きて、ただ なお謡 う。きっと、そ れだけです 。たった、 それだ けである

ことが、逆にあ まりにも眩 しい。太古 より人 というものが負 っているの は、たった それだ けなので
しょうね。

うみつみちの 果てとして ある安房国 。この 国に掛かる枕詞 はしなが鳥 、となりま す。万 葉集にた
った一首だけ採られている、高橋蟲麻呂のあの名歌によります。
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題詞・上総の末の珠名娘子を詠む一首

しなが鳥 安房に継ぎたる
梓弓 周淮の珠名は
胸別けの 広き我妹
腰細の すがる娘子の
その顔の きらきらしきに
花のごと 笑みて立てれば
玉桙の 道行く人は
おのが行く 道は行かずて
呼ばなくに 門に至りぬ
さし並ぶ 隣の君は
あらかじめ 己妻離れて
乞はなくに 鍵さへ奉る
人皆の かく惑へれば
たちしなひ 寄りてぞ妹は
たはれてありける

短歌を并せたり

反歌

高橋蟲麻呂「万葉集 巻九ー一七三八」 高橋連蟲麻呂歌集より撰
題詞・上総の末の珠名娘子を詠む一首

金門にし人の来立てば夜中にも身はたな知らず出でてぞ逢ひける

高橋蟲麻呂「万葉集 巻九ー一七三九」 高橋連蟲麻呂歌集より撰
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しなが鳥。様 々な水鳥を さす言葉の ようで すが、恐らくは 現代のカイ ツブリが最 も有力 である、

とされています 。ただ、興 味深いのは このカ イツブリ、その 生涯を殆ど を水上で暮 らし、 歩くとい

うことが極端に 少ないよう ですね。何 でも、 足が身体のかな り後ろから 生えていて 、とて もバラン
スが悪く、そもそも歩くことにはあまり適さない身体なのだそうです。

けれども、そ の足は一度 水中に入る や否や 、まるで櫂のよ うな役割を 果たし、泳 ぐのに も、潜る
のにもとても適している、と。

覚えていらっしゃるでしょうか。磐鹿六雁命が、駕久我久と鳴く鳥に掛けた呪いを。

「汝鳥、其の音を恋ひ兒を見むと欲ふに、他し浦に飛び遷りて其の形を見さず。今より後、

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」

陸に登るを得ざれ。若し大地の下に居ば、必ず死なむ。海中を住処とせよ」

「陸に上ることは赦さない。ずっと海中で暮らすといい」

…件の鳥、も しかしらカ イツブリだ ったの かも知れません ね。もしそ うだとした ら、蟲 麻呂には

もはや天晴れ、 と言いたく もなります し、同 時にちょっと出 来すぎかな 、とも思っ てしま うのです

が。…因みにカイツブリの鳴き声は決して、ガクガクとは聞こえないらしいですけれども。

そしてもう一 つ。それほ どに水を力 強く掻 くカイツブリの 足は、黒潮 に乗ってこ の地へ やってき

た忌部たちの舟 の櫂にも通 じると、思 えてな りませんし、陸 上を不恰好 に歩く様を 想像す ると何故

か、愚直に、不 器用に、そ れでも誠意 をもっ て生きようとし た広成老が 残した、古 語拾遺 の言葉た
ちさえも、透けて見えてきそうです。
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しなが鳥安房 。後日談に なりますが 、実は 、訪ね漏らして しまった場 所が幾つか あり、 この地を

再訪するのは、 そう遠くあ りません。 秋にな るのか、冬にな るのか。で すが、今日 のとこ ろは帰り

ます。会社に車を戻さなくてはなりませんし。日もすっかり沈んでしまいました。

最後にもう一 度、浮島を 振り返りま す。向 こう側の堤防に 隠されて、 もう大ボッ ケも小 ボッケも

遼川るか

（於：勝山漁港）

見えません。続 いて今日、 自身が訪ね て周っ て来た東と南の 方角へ、ま た来ること を約束 しながら
深く、深く、一礼を。海に、空に、そして土にも、です。
しなが鳥安房のくぬかにわたつみに幣取り向けむ早帰り来む

勝山漁港の空に昇る月。
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しながとりあはゆ・拾遺
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あれから半年 。梅雨明け の蒸し暑さ ばかり が思い出される あの日の安 房国は、今 ではす っかり冬
枯れて、寒々とした景色ばかりをわたしに映します。

年も変わり、 すでに松の 内すらも過 ぎてし まったこの日、 ようやく叶 う安房再訪 の為、 家を出た

のは四時前のこ と。アクア ラインを通 って千 葉県に入り、こ のお社へ向 かう途中で 見たの は、今年
になって初めて拝めた日の出でした。

千葉県南房総 市千倉町牧 田。内房線 千倉駅 から程近い、こ の地に下立 松原神社の 論社が 鎮座して

いることに気づ いたのは、 夏の安房訪 問から 数週間後。確か 、宮下や沓 見の莫越山 神社か ら真っ直

ない。

お陰様で、滝口の時とは違い、さほど迷う

の、と地域では呼んでいる、とのこと。

のが滝口の、そして今訪ねているものを牧田

ように、下立松原神社もまた、夏に訪ねたも

と い う 地 名 を 冠し て 地 元 でも 呼 ば れ てい る

下立松原神社。莫越山神社が宮下と沓見、

だったことも少しずつ思い出しました。

に俄然、興味を持った、というお粗末な経緯

式 で は 社 格 小 とさ れ る 下 立松 原 神 社 の存 在

口地区の下立松原神社を訪ねて、それで延喜

…というよりも、そもそもがもう一方の滝

ぐ野島崎へと進 んでしまい 、ちょっと モチュ ベーションが落 ちていた時 間帯に、通 り過ぎ てしまっ
たのでしょう。

牧田地区の下立松原神社本殿。拝殿は
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お陰様で、滝 口の時とは 違い、さほ ど迷う ことなく着けた お社で、そ ういえばこ れもま た、今年
初めて。まさしく初詣になるのだな、と思いながら参道を進みます。

牧田の下立松 原神社の主 祭神は天日 鷲命、 合祀が木花開耶 姫命、月夜 見命、と。 滝口の それは主

祭神が天日鷲命 、天太玉命 、天富命、 伊弉諾 命、伊弉冊命。 合祀に至っ ては、やた らに多 いのでこ

こでは割愛。… 天日鷲命は ともかく、 天太玉 命、天富命あた りの名前が 上がって来 ないこ とを是と
見るか、非と見るか、が難しいところになりそうですか。

それぞれの創 建は、前述 の通り滝口 が由布 津主命。牧田は 社伝による と美奴射持 命との ことです

が、ごめんなさ い。この美 奴射持命が 誰か、 はわたしには手 繰れていま せん。一説 には由 布津主命
と同一人物だ、とのとこなのですがどうでしょう。

二つの下立松 原神社に関 し、いまだ どちら が式内社である こと判明し ていない根 拠は、 実は立地

にあるようです 。…いや、 正鵠に言う ならば 、立地の問題さ えなければ 滝口と定め てしま ってもよ

大二座 小四座

いのではないか、という気持ちすらわたしの中にもあります。
安房国六座
並

並

后神天比理乃咩命神社 大。元名洲神

安房坐神社 名神大。月次。新甞

大

安房郡二座

朝夷郡四座

小
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天神社
莫越山神社
下立松原神社
高家神社

「延喜式 巻九 神祇九」再引用

曰く、下立松 原神社は、 延喜式に朝 夷郡に ある、とされて いるのに対 し、滝口地 区は延 喜式編纂

当時は、安房郡 に、牧田地 区は逆に朝 夷郡に 、それぞれ属し ていたので はないか、 と。根 拠として
いる文献は和名類聚抄、となります。

和名類聚抄によると、安房郡には太田・塩海・麻原・大井・河曲・白浜・神戸・神余の郷があり、

一方の朝夷郡に は、御原・ 新田・大潴 ・満禄 ・健田の郷があ る、と。そ して、滝口 は白浜 郷、牧田
は健田郷に含まれていたことになるのですが。

ならば、牧田 で決まりじ ゃないか、 と言え たら良かったん ですけれど ね。そうは 単純な お話では

ない訳で、その 根拠が先に ご紹介して いる洲 宮神社縁起にあ る、とされ る下立松原 神社に 関する記

述です。繰り返 しますが、 わたし自身 は洲宮 神社縁起を確認 していない ので、その 書き下 し文を孫
引きとしてご紹介します。

またここに奇異き鳥ありて大空を翔る。金色の羽、日に輝きて雷光の如し。其の鳴声山川

に答えて地震る。故れ人悉く恐れ戦きて逃げ惑えり。ここに於て由布津主命、霊物と思え

り。故れ手に大はじ弓、天の羽羽矢を取り、八目鳴鏑を持ちそえ、弦音高く打ち響かせて

申さく。神まこと神明ならば、請いねがわくはその験を現わすべし。荒振る神ならば、直

に飛び去れと。このとき神、人に著きて告る。吾は天日鷲翔矢神なり。吾この国に鎮座せ
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んと欲す。故れ天上の祭式の如く吾が前に斎き奉らば、まさにこの国安泰におわらん。こ

こに於て由布津主命、祖神の御稜威を畏れて、請のまにま瑞の新宮を造りまつり、御稜威

と幸魂奇魂を鎮座せしめて祭拝。松原神社と称え奉る。其の称うる故は、この神山、松樹

大いに茂り生いて、蒼々緑々、大空を凌ぐがゆえなり。又この神、宝殿の正面の戸よりは、

高貴の大神並みに天布止玉命を出入し給わしめ、それを畏みて常に妻戸より出入れし給う。

「洲崎神社縁起」

※菱沼勇・梅田義彦 著「房総の古社」よ り の 孫 引 き で す 。

恐らく下立松 原神社とい うお社に関 する史 料としては、こ れが最重要 だと思われ ます。 そして注

目すべきは、や はり創建が 由布津主命 、と明 記されているこ とですね。 逆に、美奴 射持命 の名前は

見当たらず。同 一人物説も 、恐らくは これを 根拠として興っ たものであ る、と考え た方が 妥当でし

ょう。つまり、 洲宮神社縁 起に、下立 松原神 社の創建者が由 布津主命と あるからこ そ、誰 かは判明
しない美奴射持命は、きっと同一人物、と後付けされたのだろう、と。

加えてもう一点。
「松樹大いに茂り生いて「という描写は、牧田には当たらない印象がしてしまう
のです。

これは実際に 、来てみて たからこそ 感じら れるのですが、 こちら牧田 の下立松原 神社は 、境内に

あるのはほぼ杉の木ばかり。もちろん、千年以上の昔のことですから、当時と変わらずに今もある、

とは決して思っていないのですが、それでも滝口には、その形跡が残っているわけでして。

あとは、相変 わらず根拠 も論拠もな い、わ たしがただそう 感じた、と いう印象の 話にな ってしま

うのですが、牧 田のものは 、お社とし て湛え ている空気にか すかな違和 感を覚えて しまい まして。
何がどう、ということではなくて、ただ何となく、なんですけれどもね。
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参拝を済ませ 、境内をひ と回りして みます 。源頼朝の馬洗 池跡や御霊 白幡神社な ど、後 世の影響

を受けたものも 多く見られ ますね。あ るいは 、鎌倉期などは 、こちらの 神社の方が 栄えて いた、と
いうことでしょうか。

…古歌紀行を していると 、本当に自 分の中 の不思議を思い ます。例え ば洲崎神社 と洲宮 神社での

ことなど、物的 な証拠があ ったとして も、そ れで納得できな ければ従い ませんし、 逆にこ こ・下立

松原神社のよう に根拠が揃 えば揃うほ ど、そ れを採りたくな ってしまう こともあっ て。結 局のとこ

ろ自身が訪ねて 感じたもの を、何より も最重 要視しているわ けで、なら ば最初から 史料な ど漁らず

とも、自身の感 覚だけを頼 りに出来る か、と いうとそれもま た叶わない 。…随分と 身勝手 といいま
すか、ご都合主義だな、と率直に思います。

ですが、それ でもやっぱ りそう感じ たから 。これが最後に 残るもので もあります し、そ もそも多

くの学者さんや 研究者さん が、議論し ても出 ていない答えで あるならば 、こう思う ことこ そが上代

文学や、それに纏わる故地を訪ねる醍醐味。…そうしてしまってもいいんじゃないでしょうか。

そうそう、件 の和名抄の 謎について は、そ もそも和名抄自 体の成立ま でに掛かっ たタイ ムラグが

関与しているかもしれない、という説も複数目にしていること、書き添えておきます。

それと、前記 孫引きさせ て頂いてい る洲宮 神社縁起。再度 、書かせて 下さい。も しかす ると、こ

遼川るか

れこそが失われた安房国風土記の一部、そのものかもしれない、ということを。
思ふことを思ふと言はむひとの世のうつろひやすく言痛くあれば

（於：牧田の下立松原神社境内）
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◇◆◇

牧田の下立松 原神社から は、さほど 離れて いない場所に、 やはり夏に は訪ね漏ら してし まったも

う一つの式内社 があります 。その祭神 は磐鹿 六雁命。はい、 膳部の祖に して、浮島 伝説で は鰹や蛤

を料理したあの 、磐鹿六雁 。だからか 、国内 唯一の料理関係 者にご利益 があるお社 です。 延喜式で
の社格は小。高家神社、と書いてたかべじんじゃ、と読みます。

わたし自身も 、その世界 の末席を汚 す身で すから、流石に 前回、ここ を落として しまっ たことに

気づいた際は、ちょっと頭を抱えたくなってしまったこと、今だから明かせるお話です。

道路を挟んで 参道向かい の駐車場で 、先ず は身支度。本当 は包丁を持 参・お祓い しても らいたか

ったんですけれ ど、古歌紀 行の目的か らは逸 れてしまうため 、今回は断 念。…いや 、本当 にそうし
たくなったら、今度はちゃんとその為だけに来たいな、と。

ですが、それ でもやはり 各地を周っ ている 時よりは、ほん の少しだけ 背筋も伸び ますし 、この期

に及んで身だし なみくらい は何とか。 帽子は 当然、脱いで車 の中に残し 、シートベ ルトで くしゃく

しゃになっていた襟も、きちんと合わせて一番上のボタンまで、しっかり掛け直しました。

式内社・高家神社。先ずはそのあまりに整然とした参道や境内に、ちょっと驚いてしまいました。

境内には、二百 年を経たお 社を再建す るべく 、奉賛を乞う案 内も掲示さ れているの ですが 、どうで

しょう。…各地 でもっと寂 れてしまっ ている 無人社などを多 く見ている から、です かね。 むしろわ
たしには、予想に反する威勢堂々たる佇まいに思えてしまったのですが。

境内もかなり 広く、しか も途中の玉 砂利一 つ、石段一つ、 そして白木 を多く使用 してい るであろ
う拝殿一つとっても

「流石は醤油処 ・千葉にあ る、国内唯 一の料 理の神様をお祀 りする神社 だ…。醤油 業者さ んの信奉
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も、きっと厚いのだろうな…」

とかなり下世話なことを考えていたのに気づき、思わず自身を咎めたくなりましたが。

祭神・磐鹿六雁命。浮島での活躍の後の彼については、やはり高橋氏文に詳しいです。

六雁命、七十二年の秋八月に病を受て、同じ月に薨せぬ。時に、天皇聞こしめして大きに

悲しび給ふ。親王の式に准へて葬りを賜ひき。宣命の使として、藤河別命と武男心命と等
を遣はす。宣命に云はく、

「天皇が大御言らまと宣りたまはく、王子の六雁命の思ほさざる外に卒せ上りたりと聞こし

めし、夜昼に悲愁び給ひて大坐します。天皇の御世の間は平らかにして、相見そこなはさ

むと思ほす間に別れゆけり。然あれば今思ほし食す所は、十一月の新嘗の会も膳職の御膳

の事も、六雁命の労はしく始め成せる所なり。是を以ちて、六雁命の御魂をば膳職にいは

ひ奉りて、春秋の永き世の神財と仕へ奉らしめむ。子孫等をば、長き世の遠き世の、膳職

の長とも、上総国の長とも、淡路国の長とも定めて、余氏は任けたまはでをさめたまはむ。

若し、膳臣等の継がず在らば、朕が王子等をして、他氏の人等を相交へては乱らしめじ。

和加佐の国は六雁命に永く子孫等が遠き世の国家と為よと定めて授け賜ひてき。此の事は

世々にし過り違へじ。此の志を知りたびて吉く膳職の内も外も護り守りたて、災患の事等

も無く在らしめ給ひたべとなむ思ほし食すと申すと宣りたまふ天皇の大御命らまを虚つ御
魂も聞きたべと申す」
と宣りたまふ。

「『政事要略』所引 高橋氏文逸文」
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…中々、すご い内容です 。つまり、 磐鹿六 雁命が病死して 、景行は彼 を親王とし て葬っ た、と。

親王といったら 、皇子のこ とですから 破格の …、もとい。と んでもない 厚遇をして 葬儀を 出した、
ということです。

実は、すでに ご紹介した 本朝月令に 引用さ れている高橋氏 文の中にも 、こんな記 述があ って、引
っかかってはいたんですけれど、これで疑問は解消です。
朕が王子磐鹿六◆命

「『本朝月令』所引 高橋氏文逸文」再引用

※◆は獣偏 に葛という 旁の 表記です。

元々「なみよみのかひゆ」でも少し触れていますが古代、火を扱い、それに纏わる職というのは、

それなりに地位 ある者が務 めていまし た。磐 鹿六雁命の出自 も、大元を 辿れば皇族 です。 第八代孝

元天皇の曾孫に 当たる、と されていま す。… 欠史八代なので 、真偽のほ どについて は、何 も申せま
せんけれどね。

そして、この 磐鹿六雁命 を祖とした 膳部な る氏のもう一つ の名が高橋 氏。高橋氏 は律令 下でも宮

内省内膳司に仕 えていたわ けですが、 忌部に 対する中臣同様 、同じ宮内 省内膳司に て務め る安曇氏

とはそれなりに 勢力争いを 繰り広げま して。 古来ある家伝を まとめて上 奏したもの 。それ が、高橋
氏文となります。日本後紀にも両氏の争った記述がありますね。

壬申、流内膳奉膳正六位上安曇宿祢継成於佐渡国。初安曇高橋二氏、争供奉神事。是以去

年十一月新嘗之日、有勅以高橋氏為前、而継成不遵詔旨、背職出去。憲司請誅之、特恩旨以減死

「『類聚国史』所引 日本後紀 巻一 桓武天皇 延暦十一年（七九二年） 三月十八日」
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簡単に意訳しますと、

「神事に奉仕す るときの順 序について 、かね てから争ってい た高橋氏と 安曇氏に前 年、高 橋氏を先

とする詔をだし たところ、 安曇継成が これを 不服として職務 放棄。出奔 してしまっ たので 、佐渡へ

配流した。官司は死刑を求めてきたが、天皇の恩旨で死罪を免じ、流刑に処した」

という感じで しょうか。 高橋氏文の 上奏は 、この三年前の 延暦八年（ 七八九年） とされ ています

一 定 の評 価は され てい るも のの 、

こ れ ら氏 族の 家伝 は、 それ ぞれ に

す 。 すで に少 し書 いて いま すが 、

史 的 に、 色々 とあ るこ とと 思い ま

読 む のか 、と いう 点に つい ては 歴

古 語拾 遺同 様、 高橋 氏文 をど う

いそうです。

思 い がそ ここ こに 感じ られ てし ま

ち ょ っと 古代 氏族 の厚 い、 熱い 、

す ね 。偶 然な んで しょ うけ れど 、

い ま すか 安房 国、 この 手が 多い で

え ら れて いま す。 …し かし 何と 言

な ど に引 用さ れた 、逸 文の みが 伝

で は 、失 われ てし まっ て本 朝月 令

と もあ れ、 この 高橋 氏文 。現 在

から、この前年 の詔に、も しかしたら 高橋氏 にとってはよい 結果を招い た一因とな ったの かもしれ
ませんね。

高家神社拝殿前。
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一定の評価はさ れているも のの、歴史 的に見 れば公平性、客 観性にかけ ている、と ばっさ り言い切

ってしまっている論も、決して少なくはありません。あくまでも記紀こそが、この国の正史である、
とする立場で見れば、と。

夏に安房を訪 ね、その後 ずっと、わ たしの 中でこの問いに 対する自身 の回答は、 得られ ているの

か、いないのか 。…言って しまえば、 現代に 生きるわたした ちですらも 、これに似 たこと は日々、

遭遇しています よね。個々 の価値観、 個々に 信じるもの、個 々の優先順 位、そして 個々の 立場でし
か解り得ない、多く語られることのない種々の事象と、思いと。

国という一つ の政治体制 が、そこに 筋道を つけること自体 は仕方があ りませんし 、必要 なことで

もあるでしょう 。同時に、 ただ事実だ けを至 上とする学問の 世界にも、 それは必要 不可欠 。けれど

も何度も書いて いますが、 わたしはあ くまで も史料としてで はなく、文 学としてこ れら文 献と向き

合いたいと思っ ています。 いや、そう しない と、とんでもな いことにも なってしま うわけ で、もは
や収拾など不可能になってしまうんですよ。

では、文学と は一体、何 なのでしょ うか。 例えば、万葉に 多く収めら れている恋 歌一つ をとって

も、恋に歓ぶも の、恋に嘆 くもの、と そこに 寄せられた思い も、立場も 、信じるも のも様 々。時に

わたしは、その ドラマの一 方に肩入れ し、時 にドラマよりも 歴史によっ て証明され ている 事実に注

視し、そして時 にはその歴 史すらも疑 ってき ていますから。 ここにある のは、それ こそ下 立松原神

社ではありませ んが、ただ そう感じた から。 …こうとしか答 えられるは ずもなく、 同時に かつて他
の古歌紀行文で書いてきたことさえも、自身で否定することもあって。

…解りません。本当に、解らないのです。ですが、こうとも言えるのではないでしょうか。
「解らないからこそ、やっている。解らないからこそ、やり続けている」

と。この先、 一体どれだ けの土地を 訪ね、 どれだけの史料 も、文学と しての文献 も読み 、どれだ
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けの紀行文を書けば、あるいはいつかこの答えがでるのでしょうか。

いや、もしか したら。も うとっくに 答えは 出ているのかも しれません ね。今より も、ず っとずっ

遼川るか

と以前。それこ そ小倉百人 一首の絵札 を最初 に手にした四歳 のあの日、 あの瞬間に もう、 答えは出
てしまっているのかもしれません。
ゆき謡ひすべのたどきの知らざれば歌思ふ心慰もるまで

（於：高家神社境内）

高家神社の境 内には、か なり大きな アカハ ラがやって来て いました。 飛び交う度 に、大 きく撓る

枝を眺めて、ふ と思ってし まいました 。枝は わたし。アカハ ラは旅。あ るいは旅に よって 出会う、
様々な訪問地と、数多の史料や文献、そして歌。
また一つ、大きく撓り、そして戻る枝を耳の後ろで感じていました。
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しながとりあはゆ・後拾遺
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この国に、そ のために最 初に来たの は四年 前の七月。様々 に変わる生 活の中で、 紀行文 を書くこ

とも、謡うこと も、旅する ことすらも 、叶わ なくなっている 自身に対し もう一度。 もう一 度、謡い

たい。もう一度 書きたい、 というあの 懐かし い感触が、水底 に生まれた 泡のように 、ちい さくちい
さく揺れながら湧いて来たのは多分、一ヵ月くらい前だったと思います。

ほんの三〇枚 ほど、書い ただけで止 まって いる紀行文。何 だか、自分 がとても大 切なも のを置き

去りにしてしま っているよ うな、思い 出した いのに思い出せ ない曲の歌 詞のような 、そん なもどか

しさに、ふと車 にエンジン を掛けてし まって いました。とに かく先ずは 、もう一度 、安房 へゆかな
くては。…今朝のことです。

正直、もう一 度書くため に、安房と いう国 の感触をこの身 体に降ろし たかっただ けでし た。安房

の風を肌に感じ て、安房の 海の色を確 かめて 、空の匂いを嗅 ぎたかった 。それだけ だった はずなの
に、まさか出会えてしまうなんて…。
慌てて車を停めたスーパーの駐車場で、思わずにはいられませんでした。

「ありがとう。ありがとう、しながとり安房。待っていてくれて、本当にありがとう…」

きっかけは、 道を間違え たことです 。目指 していたのは宮 下と沓見の 莫越山神社 。アク アライン

で千葉に上陸し 、そのまま 房総半島を 西から 東南へ、と突っ 切るつもり で走ってい たので すが、国

道四一〇号ではなく、少し行き過ぎて国道四六五号に入ってしまったんですね。
ですが、

「今日は、目的 が目的だも の。そんな にキリ キリしなくても いいじゃな い。のんび り行け たら、そ
れで…」

と地図だけ確 認し、一旦 海岸近くま で走っ てから、国道四 一〇号に向 かうべく、 長狭街 道を進ん
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でいると、ある交差点名が目に飛び込んできました。

主基○○○公 園。…すぐ に車を停め たくと も、後続車がい るのでそれ も叶わず、 そのま ま進むと

今度は主基交差 点、との標 識です。さ らに少 し進み、道傍の スーパーの 駐車場へと ハンド ルを切り

ます。かつて自身が書いた「さゝなみのしがゆ・弐」の記述を、急いで携帯電話から確認しました。

…間違いありません。自身で書いています。曰く、安房は明治の主基斎田に卜定された国だ、と。

ならば、さきほど通り過ぎた交差点の近くにきっと、きっと、あるはずです。そう、主基斎田址が、
です。

車を駐車場か ら出し、来 た道を可能 な限り ゆっくりと戻り ます。主基 交差点を越 え、さ らに少し

行った道路脇に あったのは 、主基斉田 址公園 、と書かれた案 内看板でし た。それに 習って 左折する

と広がっていたのは、のどかな田園風景。すでに刈り入れを済ませた一面の田圃です。

そして、そん な拓けた景 色の中にぽ つん、 と木々に囲まれ た一画が。 恐らくはあ れが、 そうなの
でしょう。

車を降りると 、最初に襲 ってきたの は音の ない空。長狭街 道から、そ う離れては いない ので、車

が行き交う音は 、確かに聞 こえていま す。で すが、まるでそ れらの音を すでに雑草 ばかり が生える

田圃たちがすべ て受け止め 、吸い込ん でしま っているかのよ うな、穏や かな静けさ 。聞こ えるのは
自身の靴音、衣擦れ、そして息。

見渡す限り、 人間はわた ししかいな いとい う空間に最後に 身をおいた のは何時以 来にな るでしょ

うか。晩秋から 初冬へ、と 世界全体が ゆっく り進む真昼、か つて何度も 覚えていた あの「 理由の解
らない懐かしさ」が込み上げてきて、それすらも懐かしく。
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公園。周囲の田圃がそれか。

「ああ、戻ってきたんだ。帰って来られたんだ…」

そう、漏れてしまった声までも、田圃たちに包

まれ、吸い込まれてゆきます。

主基斎田。自作より引きます。

斎田。言葉としての意味は、大嘗祭（天皇

の即位後、最初の新嘗祭）に使用される新穀

を献上することを卜定された田、となりま

すか。悠紀と主基の二つあって、京都以東以

南を悠紀の地方、京都以西以北を主基の地方、
としていたと思います。

明治では悠紀に甲斐国、主基に安房国が卜

定され、大正のときは悠紀の地方に愛知県、

主基の地方が香川県。昭和の悠紀がここ、滋
賀県は御上神社正面。主基は福岡だったと記

遼川るか「さゝなみのしがゆ・弐」

の交互で固定（ 例外は冷泉 天皇の播磨 国）さ れていて、卜定 していたの はそれぞれ の国の 、どの都

続けるならば 、明治以前 は宇多天皇 の大嘗 祭よりずっと、 悠紀が近江 国、主基が 丹波国 と備中国

憶していますが。…平成は悠紀が秋田、主基が大分。

安房国主基斎田址を囲むようにして設えられた主基斉田址
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か、という点のみでした。それが明治期以降、現在の様式に変更。

よって事実上 、首都圏か らほど近い 斎田址 は、甲斐か安房 にしかない 、と言って しまっ ていいと
思います。因みに甲斐の悠紀斎田は、現在の甲府市内です。

…平安中期以 前でいえば 、元明期と 元正期 の悠紀が遠江国 。ですが、 流石に現代 の自治 体区分だ

と静岡県とは言 え、実質的 には静岡の 西側、 愛知寄りです。 往時は、東 から伊豆国 、駿河 国、そし

て遠江国、と三 つの国に分 かれていた くらい で、遠江国は、 浜名湖を中 心とする国 でした から、首
都圏とは言いがたいのではないか、と。

また、調べた 範囲では、 肝心の斎田 が遠江 国の何処だった かも、全く 解っていま せんね 、残念な
がら。

田圃の中に設 えられた一 画。案内板 には、 主基斉田址公園 の文字。ぐ るり、と取 り囲む 木々の真
ん中には、記念碑が高く聳えます。そして相変わらず音が、いない…。
天地に
おほみたからのわざあれば
いざ謡はむや斎ひ言
唱ふ唱へよ
穂に田にも
斎つ陸田種子斎つ稲に
祈ひ祷ひ祀り祓ひては
いついつなほし幸はふを
斎つ田由機須機
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高照らす日に地めづられ
めづられば芽萌え出づる
久方の雨いや降れば芽のゑむ
いよよいよよか
いやましに
いやさかはえに
いやましにませ
弥日異にまされ斎つ稲あきづしまやまとの国になほましにませ

遼川るか

（於：安房国主基斉田址）

「さゝなみの しがゆ・弐 」でも書き ました が、上代文学を 嗜好しては いても、基 本的に わたしは

決して皇国史観 に傾倒して いる人間で はあり ません。なので 、天皇即位 に際しての 大嘗祭 云々につ

いても、だがらどうだ、という感慨があるわけではないのですが、それでも、人が生きていく以上、
食べるという行為は不可欠。

突き詰めてしまうなら、政治というものは、ただ飢えることなく食べられることを願い、求める、

一つの形に過ぎ ない、と思 っています し、そ の為に人々が腐 心し、悩み 、挑み、続 けた様 は、それ
こそが人間本来の姿。

その現れの一 つとしてあ る、悠紀と 主基の 斎田には、込み 上げてきて しまうもの があり ます。稲

や稲穂を見るだ けで、理由 も判らない 涙が溢 れてしまうこと も。来たこ となどない 場所な のに、ど

うしても拭い去れない懐かしさに突き動かされ、叫びたくなってしまうことも。

すべては血が負う記憶なのだ、と。土と空が湛える、時間の堆積なのだ、と。そう思うしかない、
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ということはそ れでも確実 にあるのだ 、と。 それだけを思い 、満たされ て、一面の 田圃に 一礼をし
ます。

◇◆◇

主基斎田もそ うなのです が、安房国 が授け てくれた、思っ ても見なか った出会い がもう 一つ。安
房国分寺跡です。

すでにご紹介 しています が、改めて この安 房国が辿った経 緯をお話し ましょう。 そもそ も上古に

於いて、現在の 千葉県内に 相当する土 地には 、上総国と下総 国が置かれ ていました 。安房 ・長狭・

朝夷・平群など の郡はそれ まで、すべ て上総 国に含まれてい たんですね 。そこに下 りたの が、この
詔です。

乙未、越前国の羽咋・能登・鳳至・珠洲の四郡を割きて始めて能登国を置く。上総国の平

群・安房・朝夷・長狹の四郡を割きて安房国を置く。陸奥国の石城・標葉・行方・宇太曰

理と常陸国の菊多との六郡を割きて石城国を置く。白河・石背・会津・安積・信夫の五郡

を割きて石背国を置く。常陸国の多珂郡の郷二百一十烟を割きて名けて菊多郡と曰ひて石
城国に属く。

「続日本紀 巻八 元正天皇 養老二年（七一八年）五月二日」再引用

上総国から平 群・安房・ 朝夷・長狹 ら、四 郡を分割して安 房という国 を置け、と 。けれ ども、そ
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の二十数年後、 詔は覆され ます。聖武 が大き な国策を次々発 布していた 時期で、こ こ・安 房から遠
い大和では、少しずつ天平の迷走が始まっていました。

十二月丙戌、外従五位下秦前大魚を参河守とす。外従五位下馬史比奈麻呂を甲斐守。外従

五位下紀朝臣廣名を上総守。外従五位下守部連牛養を下総守。従五位下阿倍朝臣子嶋を肥
後守。安房国を上総国に并せ、能登国を越中国に并す。

「続日本紀 巻十四 聖武天皇 天平十三年（七四一年）十二月十日」再引用

再び安房が、 国として復 帰したのは 、その 十五年後。これ 以後は、特 に大きな変 化もな く、時代
は平安・そして鎌倉へと進みます。
乙卯、勅して曰はく、

「頃者、上下れる諸使、惣て駅家に附ること、理に於て穏にあらず。亦、駅子を苦しめむ。

今より以後、為ら令に依るべし。その能登・安房・和泉等の国は旧に依りて分ち立てよ」
とのたまふ。

「続日本紀 巻二十 孝謙天皇 天平宝字元年（七五七年）五月八日」再引用

ですが、前述しているように天平期、聖武の迷走は続きました。相次ぐ飢饉や疫病の流行、暴動・

反乱などへの国 策としての 対応だった わけで すが、恭仁や難 波、紫香楽 などの宮の 造営と それに付

随する、橋や道 路の整備。 世に言う盧 舍那仏 、つまりは奈良 の大仏造営 。それらに 先駆け て行われ
た大規模な行幸たち、などなど。
中でも、地方各国にも大きな影響を及ぼしたのが、有名なこちら。
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乙巳、詔して曰はく、

「朕、薄徳を以て忝くも重き任を承けたまはる。政化弘まらず、寤寐に多く慚づ。古の

明主は、皆光業を能くしき。国泰く人楽しび、災除り福至りき。何なる政化を修めてか、

能くこのこの道に臻らむ。頃者、年穀豊かならず、疫癘頻りに至る。慙懼交集りて、唯労

きて己を罪へり。是を以て、広く蒼生の為に遍く景福を求めむ。故に、前年に使を馳せて、

天下の神宮を増し飾りき。去歳は普く天下をして釈迦牟尼仏尊像の高さ一丈六尺なる各一

鋪を造らしめ、并せて大般若経各一部を写さしめたり。今春より已來、秋稼に至るまで、

風雨順序ひ、五穀豊かに穰らむ。此れ乃ち、誠を徴して願を啓くこと、霊◆荅ふるが如し、
載ち惶り載ち懼ぢて、自ら寧きこと無し。経を案ふるに云はく、

『若し有らむ国土に、この経王を講宣し読誦し、恭敬供養し、流通せむときには、我ら四

王、常に来りて擁護せむ。一切の災障も皆消殄せしめむ。憂愁・疾疫をも亦除差せしめむ。
所願心に遂げて、恒に生歓喜を生ぜしめむ』

といへり。天下の諸国をして各七重塔一区を敬ひ造らしめ、并せて金光明最勝王経・妙

法蓮華経各一部を写さしむべし。朕また別に擬りて、金字の金光明最勝王経を写し、搭毎

に各一部を置かしめむ。冀はくは、聖法の盛、天地とと与に永く流り、擁護の恩、幽明を

被りて恒に満たむことを。その造塔の寺は、兼ねて国華とせむ。必ず好き処を択ひて、実

に久かるべし。人に近くは、薫臭の及ぶ所を欲せず。人に遠くは、衆を労はして帰集する

ことを欲はず。国司等、各務めて厳飾を存ち、兼ねて潔清を尽すべし。近く諸天に感け、

臨護を庶幾ふ。遐邇に布れ告げて、朕が意を知らしめよ。また、毎国の僧寺に封五十戸、

水田一十町施せ。尼寺には水田十町。僧寺は、必が廿僧有らしめよ。その寺の名は金光明

四天王護国の寺とせよ。尼寺は一十尼。その名は法華滅罪の寺とせよ。両寺は相去りて、

教戒を受くべし。若し闕くること有らば、即ち補ひ満つべし。その僧尼、毎月の八日に必
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ず最勝王経を転読すべし。月の半に至る毎に戒羯磨を誦せよ。毎月の六齋日には、公私と
もに漁猟殺生すること得ざれ。国司等、恒に検校を加ふべし」
とのたまふ。

「続日本紀 巻十四 聖武天皇 天平十三年（七四一年）三月二四日」

※◆は 貝偏に兄の 旁の 表記です。

はい、国分寺 と国分尼寺 建立の詔で す。そ してこれ以後、 諸国は約二 〇年をかけ て国分 寺・国分

尼寺を造営して いったわけ ですが、注 目すべ きは、安房国が 上総に併合 されたり、 また分 離独立し

七五七年（天平宝字元年）五月八日

七四一年（天平十三年）十二月十日

七四一年（天平十三年）三月二四日

七一八年（養老二年）五月二日

各地で国分寺・国分尼寺完成

安房国再成立

安房、上総国に併合

国分寺・国分尼寺建立の詔

安房国成立

た流れとの時系列でしょう。

七六〇年前後（天平宝字年間）

つまり、国分 寺・国分尼 寺建立の詔 の約十 ヶ月に、安房は そもそも国 ではなくな り、そ れから時

は流れて十五年 後。再び国 として成立 した頃 には各地で、恐 らくは早い 国ではすで に、国 分寺・国
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分尼寺が完成していた、ということなんです

が。そんなわけで、わたし自身は安房に国分

寺はない、と最初から思い込んでしまってい

ました。調べようとも、探そうともしていま
せんでしたね。

いや実際、復元されている上総国分尼寺な

どを思うと、詔発布一年弱で国ではなくなる

＝ 造 営 の 義 務 を負 う 必 要 がな く な っ ても な

お、そのまま造営し続けたとは、とてもとて
も…。かかる資金・人手・資材などだって莫

大だったことで しょうし、 何よりそれ を監督 し、何よりそれ を監督・指 揮・遂行す る役人 の配置だ

作者未詳「万葉集 巻十六ー三八四六」

って、変わって しまったは ずですから 。万葉 集に採られてい る、仏教の 影響が見ら れるや り取りを
引きます。
題詞：戯れに僧を嗤ふ歌一首

法師らが鬚の剃り杭馬繋いたくな引きそ法師は泣かむ

題詞：法師の報ふる歌一首

壇越やしかもな言ひそ里長が課役徴らば汝も泣かむ

作者未詳「万葉集 巻十六ー三八四六」
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復元された上総国分尼寺。

「坊さんたちの （剃髪した 顔に残る） 杭のよ うに伸びた髭に 馬を繋いで やったよ。 そんな に引っ張
ってやんなさんなよ、坊さんが我慢しているからさ」

「檀家さんや、 そんなこと 言うんじゃ ないよ 。あんたたちだ って、里長 が課役を強 制した ら、我慢
しなくちゃならないんだから」

かなりの意訳 になります けれど、こ んなよ うな戯れ歌の応 酬です。… すみません 、これ じゃあ仏

教の影響という よりは、当 時の租税に 対する 風刺になってし まっていま すか。ただ 、底流 している

のは、神職とは 違い当時の 僧侶という ものが かなり市井の人 々にとって は親しみや すい、 と言いま

すか、ひれ伏す ような存在 ではなかっ たこと 、手繰れると思 います。も ちろん、こ れは少 なく見積
もっても畿内のものなのでしょうけれども。
続いて、こんな歌もご紹介します。

]

池田朝臣「万葉集 巻一六ー三八四〇」

題詞：池田朝臣の大神朝臣奥守を嗤ふ歌一首 池
[ 田朝臣の名は忘失せり

寺々の女餓鬼申さく大神の男餓鬼賜りてその子産まはむ

題詞：大神朝臣奥守の報へて嗤ふ歌一首

仏造るま朱足らずは水溜まる池田の朝臣が鼻の上を掘れ

大神朝臣奥守「万葉集 巻一六ー三八四一」

「寺々にいる女餓鬼たちが言うことには、大神の男餓鬼を夫にして子どもを産みたいそうだよ」

「大仏を造る水 銀が足りな いというの なら、 水が溜まりそう なくらい低 い池田朝臣 の鼻の 上を掘れ
ばいいよ」
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やり取りその ものは、互 いの容貌に 対する 皮肉をたっぷり 込めたじゃ れ合いなの でしょ う。餓鬼

は、仁王像や四 天王像の足 元に踏みつ けられ て、苦悶の表情 を浮かべて いる、あの 餓鬼の こと。き

っと、大神朝臣 は餓鬼のよ うに、痩せ 細って いたのでしょう ね。だから 、そんなじ ゃ女餓 鬼に狙わ

れちゃうじゃな いの、とか らかったの でしょ う。それに対し 大神朝臣は 、池田朝臣 の低い 鼻をから
かい返しました。

ですが、それでも微かに滲んでしまうのは、天平の歪。大仏の造営に水銀は不可欠だったわけで、

それが足りない ならば、と 戯れ歌に即 座に詠 み込めてしまう ほど、少な くとも官人 たちの 間には、

水銀の発掘・確 保に四苦八 苦している 朝廷の 内情が、知れ渡 っていたか らでしょう 。…し かも、大

仏云々を謡って いるのは、 よりによっ て大神 氏です。大神、 すなわち三 輪山を祀る 大神神 社系の氏
族ですからね。それはそれは、含みもきっとあったことではないか、と。

いずれにして も、人々が 安らかに暮 らせる ことだけを望み 、願った聖 武の政策は 、けれ どもそれ

によって多くの人々に労苦と我慢を強いることになってしまっていた時代、それが天平です。

宮下と沓見の 莫越山神社 を参拝した 後、国 道一二八号で一 気に内房側 へ出ようと してい ました。
館山まで出て、そこから洲崎神社の参拝へ、と。

お天気のいい日。ついつい眠くなってしまいがちな午後です。思えば、これまでの安房訪問時は、

基本的にほぼ常 に海岸線近 くを周って いたの で、主基斎田址 の長狭街道 もそうです が、こ の国道一

二八号のように 、外房と内 房を繋ぐ内 陸部の 道は、そもそも そういう目 で走ったこ とがな かった事
実を、自覚していませんでした。

日曜日の国道 は交通量も 多く、あま りスピ ードが出せませ ん。といっ て、海岸部 のよう に目を奪

われる景色も少 なく、ただ ぼんやりと ハンド ルを握っていた のですけれ ど、自身の 左側を 流れてい

った看板に、再 び車を停め たくなった のは、 もう館山駅まで 一㎞を切っ た地点。安 房国分 寺の案内
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板です。

…一瞬、理解 が出来ませ んでした。 主基斎 田址のように、 ただノーマ ークのポイ ントに 偶然、辿
り着いてしまった、というだけではありません。
「安房にあるの、国分寺が…？」

たまたま道路が二股に分かれていたので、とりあえず国道から逸れ

て脇道へ逃れます。けれども、もう頭の中は軽いパニックを起こして

いて、何が何だかよく解りません。脳裏に浮かんでは流れ、消えてゆ

く続日本紀の記述の断片と、年号という数字の羅列たち。

いや、それだけは済みません。天平、それはこの国の歴史に於いて

有数の、世界への窓が大きく開け放たれていた時代。国際都市として

栄え、誇り、その一方で足元には暗い、暗すぎる影が不気味に広がっ

てもいた平城京。深く、濃く、刻まれた光と闇。さんざめく人々の声

と歌と花。朱雀門の朱色、哀しみ、狂気、欲、策謀、救世への願い、
祈り、祈り、祈り…。
「どうして？ どうして…」

心のどこかで、安房とは切り離してしまっていた、天平のイメージ

が次々と流れ込んできます。それは、ここまでに訪ねて周ったからこ

そ形になっていた、安房国の印象とは、あまりにも遠いものたちで、
その重みが自身の身体にずしり、と降りてしまっていました。
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脇道を少し戻 り、幾つか の路地を通 り過ぎ ます。そして気 づけば現代 の安房国分 寺、正 式名・真
言宗日色山国分寺の山門前に出ていました。

さらに驚いたのは、真言宗日色山国分寺と彫られた石塔の前に千葉県指定史跡 安房国分寺跡、と。
「あるんだ、あったんだ…」

何がそこまで 受け入れ難 いのでしょ うか。 これまでに作り 上げてきた 素朴で、そ れでも 土に、海

に生きてゆくこ とを選んだ 人々の躍動 。祖神 を祀り、播くこ とと殖やす こと。育て ること と獲るこ

とと、そして何 より作るこ と。そうい った生 命が本来、宿す べくして宿 しているぬ くもり 、大らか

さ、朗らかさ、などと一線を画すどろり、とした影に浸食されてゆくような、この感触なのか。

あるいは、そ んな一面だ けしか見て いなか った、見ようと もしていな かった、以 前のわ たし自身
なのか。よく、解りません。

真言宗日色山 国分寺横に 広がる空間 を歩い てみます。案内 には古瓦が 多数、出土 してい る旨、書

かれていました が、広さ自 体は各地の 国分寺 跡と比較すると 、意外など の狭さです 。内容 も金堂の

基壇こそ、確か に発掘され ていますが 、いわ ゆる伽藍の跡は ありません 。礎石らし きもの も見つか

っていないようで、ついきっきまでの困惑が、呆気ないほどあっさりと引いてしまいました。

帰宅後に確認 できたので すが、他に は釈迦 堂の跡も見つか っているよ うですね。 ですが 、やはり

伽藍は未確認。 これを、ま だ発掘され ていな いからと捉える のか。ある いは、そも そも存 在してい

なかったと捉えるのか。これによって往時の安房国分寺の輪郭は、随分と変わってしまいそうです。

幾つかの見解 も調べまし たし、加え てわた し自身が現地で 直感してし まったもの も、ほ ぼ同じ。

やはり、安房国 分寺は…。 少なくとも 各地で 見た、聖武の執 念と狂気と 切望を湛え る存在 としてあ
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った、天平の国 分寺は…、 安房国には なかっ たのでしょう。 もっと言っ てしまえば 建立で きなかっ
たのではないか、と。

各国がそれぞ れに国分寺 造営に取り 組んで いた時期、この 世には存在 しなかった 安房国 。それだ

けを根拠とする には弱いか もしれませ んが、 恐らくはこの場 所に元々存 在していた 寺を改 修するよ

遼川るか

うな規模で、国 分寺を成立 させようと したの ではないでしょ うか。そう 考えるのが 、少な くともわ
たしには一番納得できます。

おほせごとはも

（於：安房国分寺跡）

る海岸線からはおよそ十㎞ 。
M代わって館山湾、つまりは内房か

安房神社などが点在する、忌部が辿り着き、上陸した、とされ

の安房国の中心地であった、とも言えてしまいます。

いないようですが、必ずあるのでしょう。同時に、ここが天平期

寺の跡も、きっと眠っているのでしょうね。いまだ見つかっては

国分寺がここである以上、きっとこの界隈には、国府や国分尼

なのだ、と。

っていた、日本という国の版図の一つとしてあった、天平の安房

は違い、すでに古東海道（うみつみち）、の果ての地ではなくな

れが、天平の安房国だ、と。忌部たちや、倭建がやってきた頃と

昔、確かにここにあった古刹の存在を、静かに訴えています。こ

とはいっても、基壇跡や出土している古瓦などが一三〇〇年の

鳥が鳴くあづま知らるかあをによし奈良つおほてら
おほみことはも

真言宗日色山国分寺。この敷地内に安

房国分寺跡はある。
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る海岸線からは およそ十㎞ 。代わって 館山湾 、つまりは内房 からの距離 は約三㎞。 この立 地が物語

っています。畿内から安房や上総、下総へ続くルートが、変わってしまっていることを。

古東海道はも う完全に伊 勢から一気 に安房 までやってくる 海路ではな く、陸路で 走水の 海まで来

てから、木更津 界隈に渡海 するそれに 切り替 わってしまって いたからこ そ、でしょ う。往 々にして

官道に近い、あ るいは沿う 形で国府な どは置 かれます。そう しないと不 便ですから 。倭建 の東征時

は、それでもま だ二つのル ートが語ら れてい たのですけれど もね。天平 の頃までに は、駅 馬や駅鈴

などの制度も、 行き渡って いましたか ら、当 然なんですけれ ども。そし て、それこ そが安 房が上総
の一部となったり、そうではなくなったりした要因の一つでもあるでしょう。

古代官道から 逸れ、人の 行き来が少 なくな れば、その土地 に流れる時 間の速度は 、次第 に遅くな

ってゆきます。 新しい人、 物、技術、 情報。 それらから少し ずつ、少し ずつ取り残 されて いったゆ

えに、国としての威勢もなかなか振るわず、上総の属州ともなってしまったのかも知れません。

ですが、仮に そうだとし ても、それ だから こそ今、こうし て訪ねられ てもいる、 という こと。忌
部たちの足跡が、それほど変わることなく残ってもいる、ということです。

海岸部と山ば かりで、農 地としては あまり 期待できなかっ たであろう ことは、訪 ねて周 った今な

らば、何となく 理解できま す。大きな 風車が 回る莫越山神社 界隈の水持 ちの悪さも 、あち こちに残
る溜池も。

延喜式主計寮に残る租税内容にしても、上総に課せられていたものとの差はあまりにも大きい。
安房国【行程上卅四日、下十七日】

調、緋細布十二端、細貲布十八端、薄貲布九端、縹細布二百五十端、鳥子鰒、都都伎鰒各
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廿斤、放耳鰒六十六斤四兩、著耳鰒八十斤、長鰒七十二斤。自餘輸細布、調布、凡鰒。
庸、輸海松四百斤。自餘輸布。
中男作物、紙、熟麻、葈、紅花、堅魚、鰒。
上総国【行程上卅日、下十五日】

調、◆二百疋、緋細布廿端、薄貲布百十四端、細貲布六十三端、小堅貲布五十一端、紺

望陀布五十端、縹望陀布七十三端、縹細布三百八十端、望陀貲布百端【長八丈、廣一尺九
寸】、貲布一百八端、自余輸望陀布、細布、調布、鰒。
庸、輸布。

中男作物、麻二百斤、紙、熟麻、白暴熟麻、葈、紅花、漆、芥子、雜醋、鰒、凝海藻。

「延喜式 巻二十四 主計寮上」一部再引用

※◆ 糸偏に施の 旁の 表記です。

皮肉なことに 、この地に 麻を齎した 忌部の 功績は、上陸地 の安房より も上総に大 きな恵 みを授け

ました。…いや 、むしろ、 それこそが 忌部の 底力があってこ そ、なので しょう。奥 地へ、 より奥地

へ、と開拓を進 めた結果で あり、その 開拓の 助けとなったも のは、他で もない技術 者集団 ・忌部氏
の業。

きっと彼らに は、安房だ 、上総だ、 などと いう小さな考え などなく、 あったのは 大八島 国、あき

づしまやまと。 日本という 国のすべて に、寄 与することを。 それこそが 彼らの誇り であり 、そして

開拓を支えた原 動力ともな ったことで しょう 。…ならばもう 、ずっとず っと後世を 生きる 者があれ

これ考えてしま うことなど 、無粋にし て邪推 ではありません か。するべ きは、ただ この安 房国に今
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なお息づく、か つての断片 たちへ感謝 を込め て、謡って書く だけです。 …それだけ を胸に また、わ
たしは帰りましょう。

最後になってしまいましたが、安房に限定しない、すべての忌部氏の中には、万葉歌人もいます。

忌部首黒麻呂。 四首、採ら れています ね。残 念ながらわたし が手繰れる 範囲の忌部 氏の系 譜の中に
は、彼の名前を見つけることは出来ませんでしたが。
題詞：忌部首黒麻呂の遅く来るを恨る歌一首

山の端にいさよふ月の出でむかと我が待つ君が夜はくたちつつ

忌部首黒麻呂「万葉集 巻六ー一〇〇八」

忌部首黒麻呂「万葉集 巻八ー一六四七」

忌部首黒麻呂「万葉集 巻八ー一五五六」

秋田刈る仮廬もいまだ壊たねば雁が音寒し霜も置きぬがに

梅の花枝にか散ると見るまでに風に乱れて雪ぞ降り来る

題詞：夢の裏に作る歌一首

あらき田の鹿猪田の稲を倉に上げてあなひねひねし我が恋ふらくは

右の歌一首は、忌部首黒麻呂が夢の裏に此の恋の歌を作りて友に贈り、覚きて誦習せしむる前の如し

忌部首黒麻呂「万葉集 巻十六ー三八四八」
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長くなるので 引用は割愛 しますが、 続日本 紀にも彼が天平 宝字二年（ 七五八年） 八月に 正六位上

より従五位下に なったこと 。翌天平宝 字三年 （七五九年）十 二月には首 から連に改 姓した こと。天

平宝字六年（七六二年）一月には、図書寮の内史局助になったこと、などが認められます。

同時代の忌部 氏で、系譜 として辿れ るのは 広成老の大叔父 に当たる忌 部鳥麻呂（ 広成老 の祖父・

忌部虫名の弟。 日本書紀の 編纂者の一 人・忌 部子首の孫）で すか。いず れにしても 、忌部 首の祖は

子首の曽祖父で ある忌部豊 止美。そし て、忌 部子首は忌部宿 禰の祖とな りますから 、恐ら くは子首

の父・佐賀斯の弟たちの曾孫あたりではないか、と推測しますがいかがでしょうか。

]

また、忌部首 ではあれど 、個人が誰 かは特 定できていない ものも一首 。こちらも 黒麻呂 のもので
はないか、という説は複数見ています。
題詞：忌部首、数種の物を詠む歌一首 名
[ は忘失せし

からたちと茨刈り除け倉建てむ屎遠くまれ櫛造る刀自

忌部首「万葉集 巻十六ー三八三二」

ともあれ、黒 麻呂のもの と特定でき る四首 です。…いやい や、いまだ 奈良に都が あった 頃に詠ま

れたであろう歌としてはかなり技巧的ですし、何と言いますか。もう平安初期のもののようですね。

それこそ、小倉 百人一首の 歌番号二十 番まで に収められてい てもおかし くないよう な風情 です。率
直に意外。広成老のあの愚直な印象とは随分、遠いですね…。

同時期を代表 する万葉歌 人と言えば 、もち ろん大伴家持な のですが、 個人的には 家持の 方がずっ

と万葉調に感じ られてしま うのですけ れども 。恐らく、神職 でもなく、 政治家でも なく、 氏族の嫡
流でもまたなかった、中級官僚ゆえの歌境なのかもしれません。

そして都は長岡京へ、さらには平安京へ。天平すらも遠く、古く、去っていったのでしょう。
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都路を遠みか安房のおほそらに見ゆるいにしへつちにほふ国

遼川るか

（於：安房国国分寺跡）
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名残惜しさはいまだ尽きず、それならば最後にまた、浮島を眺めてゆこうと思います。

日が沈む直前の浮島周辺の海。

後記

過去、故地を訪問してから脱稿までに最も時間がかかってしまったのは「あきづしまやまとゆ・弐」です。

確かあの時は、パソコンのハードディスク・クラッシュで、書き溜めていた後半が、完全に失われるという

アクシデントと、そこから再度、書き始めるまでに要した時間の結果だった、と。…その間に、足柄・竹生
島・甲斐などを書き上げてしまっていますからね。期間にして、三年半でした。

ですが、それよりもずっと長く掛かってしまったのが本作「しながとりあはゆ」です。最初の安房訪問が

二〇〇九年の七月、そしてこの後記を書いているのは、二〇〇一四年も暮れようとしている今日です。実に

五年も眠らせてしまい、本当に安房国には申し訳ないことをしてしまった、と思っています。

「あきづしまやまとゆ・弐」はそれでも、他のものを書いていたのに対し、本作は眠らせてしまっていた

理由が全く異なります。掌編としての「ももきねみのゆ」こそは書きあげましたが、それとてもう四年も前
のこと。ならばこの間は何をしていたのか、と言えば
「何もしていなかった」

としか答えられません。本当に、古歌紀行文どころか、日々の雑詠すらも滞ってしまい、歌から、旅から、

上代文学から、自身が遠ざかってゆくことへのかすかな恐怖と、たくさんのもどかしさばかりが募っていっ
た五年間でした。

それだけに、本作を脱稿できた今、嬉しさよりも安堵の気持ちが、ただただ自身の中に溢れています。

拙宅のある神奈川に近いからでしょうか。実は二〇〇九年七月よりもさらに前。作中でも少し触れていま

すが、沓見の莫越山神社だけは、訪ねています。それが、確かめるに二〇〇六年の九月のことですか。…今

となってはもはや、自身の日記と個々の画像の撮影年月日だけが頼り、という状態なのですけれども。
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「なつそひくうなかみがたゆ」を脱稿した勢いで、次は安房国を。そんな、シンプルな動機から始めて、

足掛け八年にも渡って、訪ねては去り、去っては訪ねた、しながとりあは。けれども訪ねるたびに、それま

でには見えなかった、新しい表情を見せ続けてくれたこの国の懐の深さを、本作を書きながら何度も噛み締
めていました。

作中では扱いませんでしたが、故地としてではなく、純粋に観光と言いますか、歌材を求めるという意味

での寄り道も、また多かったですね。野島崎灯台と、房総半島最南端の碑、それから千葉県指定の天然記念
物・屏風岩などなど。

屏風岩周辺では、プラスチックのボウルを片手に海苔、でしょうか。海藻類を採っていた地元の方の姿が

とても印象的でした。…可笑しいのがその屏風岩周辺の画像でして、何故かそれらを写したものばかり。肝
心の屏風岩そのものが写っていません。

不思議なことに、自身にとって思い入れが一番ある訪問地は、浮島と洲崎神社のはずなのに、訪問回数で

は沓見の莫越山神社が、四度の安房訪問で四回。つまり毎回訪ねていまして、続いて洲崎神社と浮島が三回
ずつ。二回訪ねたのは、安房神社と宮下の莫越山神社だったはずです。

…いや、現実的なことを言いますと、書きながら足りない画像に次々気づいてしまう、という台所事情で

して。都合四度目の沓見の莫越山神社訪問時に関しては、その周辺の風車を撮りたかった、というのが実際

のお話。最後の安房訪問は、後拾遺にも書きましたけれど安房国の空気をもう一度感じることと、写真を撮
ることだけが目的だったものですから。

なので、そこでまさか主基斎田址と国分寺跡に辿り着けるとは…。あの時、どれだけ思ったことでしょう
か。

「ありがとう。ありがとう、しながとり安房。待っていてくれて、本当にありがとう…」
と。
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これだけの時間が経過してしまうと、訪問時とは変わってしまっているものもあります。奥州白河藩主老

中・松平定信による洲崎神社の扁額は、架け替えられたようで、現在は藤平某という方の作になっていまし

た。安房神社で、布良崎神社の場所を教えていただいたコミニティ・センターのような施設は現在、お茶も

飲める休憩所です。あるいは、わたしが知らないだけで、それぞれへの最後の訪問時とでは、他にも変わっ
たものが、きっともっとあることでしょう。

それも含めて、作中の時制はあくまでも訪問時のもの、として統一していますこと、ここにお断りいたし
ます。

これだけの時間が流れて、安房同様に産まれることを待っていてくれる土地が、旅が、もう一つ、…いや。

厳密には二つなのですが、わたしの中にあります。暮れてゆく二〇一四年。叶うのならば、来るべき二〇一
五年には、そちらの旅も書き上げられますように。

拝

そして、すべての皆様にとって二〇一五年が幸多きものとなりますことを、心から願いつつ筆を擱かせて
いただきます。
本当にありがとうございました。

二〇一四年十二月二十四日

遼川るか
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本稿を書くにあたり、参考にさせて戴いた文献・
●万葉集関連

サイトを以下に記します。
WEB

「万葉集検索データベース・ソフト」 （山口大学）
「萬葉集」（一）～（四） 高木市之助ほか 校注 （岩波日本古典文学大系）
「新編国歌大観準拠 万葉集」上・下 伊藤博 校注 （角川文庫）
「新訓 万葉集」上・下 佐々木信綱 編 （岩波書店）
「万葉集」上・中・下 桜井満 訳注 （旺文社文庫）
「万葉集ハンドブック」 多田一臣 編 （三省堂）
「万葉ことば辞典」 青木生子 橋本達雄 監修 （大和書房）
「万葉集地名歌総覧」 樋口和也 （近代文芸社）
「万葉集辞典」 中西進 著 （講談社）
「初期万葉歌の史的背景」 菅野雅雄 著 （和泉書院）
「古代和歌と祝祭」 森朝男 著 （有精堂出版）
「万葉集の民俗学」 桜井満 監修 （桜楓社）
カラーブックス」 松田修（保育社）

「万葉集のある暮らし」 澤柳友子 （明石書店）
「万葉の植物

「万葉集大成」（一）～（二〇）（平凡社）
●古事記
「古事記 上
/ 代歌謡」 （小学館日本古典文学全集）
「新訂 古事記」 武田祐吉 訳注 （角川文庫）
「古事記」 倉野憲司 校注（岩波文庫）
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●日本書紀
「日本書紀」上・下 坂本太郎ほか 校注（岩波日本古典文学大系）

坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋 校注（岩波文庫）

「日本書紀」上・下 宇治谷孟 校註 （講談社学術文庫）
「日本書紀」（一）～（五）
●続日本紀
「続日本紀 蓬左文庫本」（一）～（五） （八木書店）
「続日本紀」青木和夫ほか 校注 （岩波新日本古典文学体系）
「続日本紀」上・中・下 宇治谷孟 校註 （講談社学術文庫）
「続日本紀」（一）～（四） 直木孝次郎 他 訳注 平凡社 （東洋文庫）
●日本後紀
「国史大系 日本後紀 新訂増補 普及版」 黒板勝美 国史大系編修会 （吉川弘文館）
「日本後紀」 上・中・下 森田悌 訳注 （講談社学術文庫）
●続日本後紀

「国史大系 続日本後紀 新訂増補 普及版」 前・後 黒板勝美 国史大系編修会 （吉川弘文館）
「日本後紀」 上・下 森田悌 訳注 （講談社学術文庫）
●日本文徳天皇実録

「国史大系 日本文徳天皇実録 新訂増補 普及版」 黒板勝美 国史大系編修会 （吉川弘文館）
●日本三代実録

「国史大系 日本三代実録 新訂増補 普及版」 前・後 黒板勝美 国史大系編修会 （吉川弘文館）
●常陸国風土記
「風土記」 秋本吉郎 校注 （岩波日本古典文学大系）
「風土記を読む」 中村啓信 谷口雅博 飯泉健司 編 （おうふう）
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「風土記」 吉野裕 訳 （東洋文庫）
「常陸国風土記」 全約注 秋元吉徳 （講談社学術文庫）
●伊勢国風土記逸文
「風土記」 秋本吉郎 校注 （岩波日本古典文学大系）
「風土記を読む」 中村啓信 谷口雅博 飯泉健司 編 （おうふう）

編著（批評社）
純一 （吉川弘文館）

監修 （右分書院）

校注 （岩波文庫）

校本の部」鎌田

訓註」大野七三

「風土記」 吉野裕 訳 （東洋文庫）
●先代旧事本紀
「先代旧事本紀
「先代旧事本紀の研究
●古語拾遺
「古語拾遺」西宮一民
「『古語拾遺』を読む」青木紀元
●高橋氏文
「高橋氏文注釈」 上代文献を読む会 編 （翰林書房）
●新撰姓氏録
「新撰姓氏録の研究」 佐伯有清 （吉川弘文館）
●和名類聚抄
「和名類聚抄の文献学的研究」 林忠鵬 （勉誠出版）
●系図関連
「古代豪族系図集覧」 近藤敏喬 編 （東京堂出版）
●延喜式
「延喜式」国史大系編修会 （吉川弘文館／国史大系十九～二十一）
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「日本古典全集

延喜式」（一）～（四） 與謝野寛・正宗敦夫・與謝野晶子編纂 （現代思想社）

「延喜式」虎尾俊哉 著 （吉川弘文館）
「延喜式祝詞教本」（神社新報社）
●養老令など律令関連
「註解養老令」 会田範治 著 （有信堂）

ー
CD

」 神社本庁 （神社本庁）
ROM

「律令制と古代社会」 竹内理三先生喜寿記念論文集刊行会 （東京堂出版）
●神社全般
「平成『祭』データ 全
/ 国神社祭祀総合調査
●古代歌謡
「記紀歌謡集」 武田祐吉 校註 （岩波文庫）
「古代歌謡」 土橋寛・小西甚一 校注（岩波日本文学大系）
「上代歌謡」 高木市之助 校註 （朝日新聞日本古典選）
「日本の歌謡」 真鍋昌弘・宮岡薫・永池健二・小野恭靖 編 （双文社出版）
「古代和歌史研究」伊藤博 （塙書房）
「古代和歌の発生ー歌の呪性と様式ー」古橋信孝 （東京大学出版会）
「歌経標式ー注釈と研究ー」沖森卓也 佐藤信 平沢竜介 矢島泉 （桜楓社）
●上代語
「古代の声 うた・踊り・ことば・神話」 西郷信綱 （朝日選書）
●和歌全般
「新編国歌大観
ー ROM
」 監修 新編国歌大観編集委員会 （角川学芸出版）
CD
「時代統合情報システム」
ttp://tois.nichibun.ac.jp/
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●安房国全般
「房総の万葉」 池田重 編著 （新典社）
「房総の古社」 菱沼勇・梅田義彦 著 （有峰書店）
「古代房総文化の謎」 石井則孝 著 （新人物往来社）

」
HP
八
ttp://www.sunosaki.info/page

一
ttp://www

.php

.ocn.ne.jp/~awajinja/index.htm

」
HP

「千葉県の歴史」 小笠原長和・川村優 著 （山川出版社）
●安房神社
「安房神社
●洲崎神社
「洲崎神社
●忌部氏全般

二 .ucom.ne.jp/hetoyc
一五
ttp://wwr

/index.html

「神紋と社家の姓氏」
一 /syake/sh_south.html
ttp://www.harimaya.com/o_kamon
一七 .ocn.ne.jp/~kanada/index.html
ttp://www
「おとくに」
●丸子連
「古樹紀之房間」
●洲宮神社縁起関連
「南房総データベース」
ttp://furusato.mbit.or.jp/
「房総の古社」 菱沼勇・梅田義彦 著（有峰書店）
●古東海道全般
「神奈川の東海道」 上・下 神奈川東海道ルネッサンス推進協議会 （神奈川新聞社）
●月の沙漠関連
「日本の唱歌」 金田一春彦 安西愛子 （講談社）
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」
HP

〇
ttp://had

●ヒルムシロ ス
/ ベリヒユ
「ポケット図鑑 日本の野草・雑草」 日野東 平野隆久（成美堂出版）
「岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科 植物生態研究室
●カイツブリ
「原色日本野鳥生態図鑑ー水鳥編」 中村登流 中村雅彦 著 （保育社）
「 SUNTORY HP
」
ttp://www.suntory.co.jp/?ke=hd
「 NATURE PHOTO GALLERY
」
三 .famille.ne.jp/~ochi/index.html
ttp://www
●枕詞全般
「枕詞と古代地名」 勝村公 著（批評社）
●辞書類
「時代別国語大辞典 上代編」 上代語辞典編修委員会編（三省堂）
「古語大事典」 中田祝夫 和田利政 北原保雄 編（小学館）

ttp://map.yahoo.co.jp/

.big.ous.ac.jp/index.html

は冒頭のｈを省略していますよし、アクセスの際はその修正を各位、お願い申し上げます。
URL

YAHOO JAPAN地図」

●地図
「
※参考サイトの
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二〇一四年十二月二十四日

二〇一四年八月十三、十二月十五、二十～二十三日

二〇一三年十一月十七、十二月六日

二〇一三年十一月十六日

二〇一〇年一月二十三、二十九日

二〇一〇年一月十六日

二〇〇九年七月十九日

二〇〇六年九月十三日

遼川るか公式サイト瓊音にて掲載開始

執筆再々開

執筆再開のち中断

安房国再々訪

執筆開始のち中断

安房国再訪

安房国訪問

安房国沓見の莫越山神社・上総国玉前神社参拝
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