
 

 

みなれない神「末ノ太郎公」  川越雀ノ森氷川神社由緒に秘められた謎 
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【ひ】雀ノ森氷川神社由緒 

神社などの由緒は早いもので江戸中期、多くは明治以降に言及されるようになったものか、整備さ

れたものであり、それより前にはほとんど語られること、意識されることはなかった。ほとんどの場合で

神社と寺が一緒になっており、神社の由緒というものに重要性を感じていなかったのだ。そこにあると

いうだけで充分だったのである。 

一般に延喜式神名帳と呼ばれるものがある。養老律令の施行細則集である延喜式の巻九（神名上）

と巻十（神名下）に記された全国の神社と祭神の記録である。ここに記された官社を式内社といい由緒

正しい神社とされている。 

ただ、このような認識が生じたのは江戸後期のことである。この時代、外来思想である仏教などの影

響を受ける前の日本本来の姿を探求しようという国学が盛んになり、式内社研究も盛んになった。特に

神名帳に載った神社名が現在のどの神社にあたるかという式内社の比定が行なわれ、様々な書物が

刊行された。このように由緒あるといわれる神社でも、それがどこなのかがはっきりしないという状態に

なったのは、式内社といえども絶対的な存在として安定していたわけではないということ、人々にとって

神社はそこにあるということが重要であって由緒に対しては関心を持っていなかったということが影響し

ている。 

式内社比定が盛んになることで、初めて各神社も自らの由緒を主張し、その格式の高さを競うように

なっていった。ただし、たとえ式内社であってもそれを証明する確証となるものはなく、それぞれがそれ

らしき話を主張しているにすぎないという場合が多かった。そのため複数の神社が同じ式内社を主張し、

確定できない「論社」という状態のものも多い。 

例えば、当社こそが武蔵国の中氷川神社であると主張する神社が 2 つある。所沢市三ヶ島と、所沢

市山口にある 2 社である。ことの発端は明治 27 年に三ヶ島にある中氷川神社の神職から県に対して

「式内社格確定願」なるものが提出されたことによ

る。それぞれ主張合戦の形となったが、いずれも根

拠は乏しく、「故老曰く…」といったたぐいの由緒伝

が目に付く。さらに、現在はこの 2 社のみではなく、

さいたま市浦和区にある神社も当社こそは中氷川

神社であると主張している状態である。 

このように、由緒書きをそのまま信じることはでき

ないのだが、その神社の成り立ちを考える上では参

考にせざるを得ない。 

 

埼玉県川越市新宿(アラジュク)町に雀ノ森氷川神

社がある。今は小さな神社だが、本殿には見事な彫

刻が施されている。（図 1） 

この雀ノ森氷川神社の由緒としては、次のような

話が今に伝わっている。 

 

当地は、古くは荒宿・新ガ宿とも書き、荒野

であったという。新河岸川と不老川に挟まれた

台地上に位置する。 

江戸期名主を務めた木野村家（元は木村姓）
図 1 雀ノ森氷川神社本殿彫刻 
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には『荒宿舊迹雀ノ森由来』という当社と同家とのかかわりを記した由緒が残る。これによる

と、人皇一〇代（一一代か）末の太郎俊仁公（狭穂彦王か）が謀反を起こし、東下りして入間

郡三芳野里に忍ばれた。そこには数軒の民家があり、貧しい老人の住む草庵に召し使いと共に

身を寄せたが、都からの追手に驚いた俊仁公は逃れて行方が知れなくなり、追手も引き揚げて

行った。翌年の春、老人の夢枕に俊仁公が立ち、都を出てからの子細を語るので、不思議に思

った老人は小祠を建てて祀った。 

その後、日本武尊が蝦夷征討の折、当地に野営し、彼の老人が尊に俊仁公の一件を言上した

ところ、尊は、俊仁公の罪を免じ、社地を定め老人に与えた。次いで尊の薨去の後、老人は大

和琴弾原の陵に参拝し、尊の神霊を勧請した。以来、三社大権現として崇め、木村家で代々祀

り、由緒は末々まで申し伝えられたという。 

また、寛平年中、旧記は残らず絶えてしまったが、その後、須佐之男命・大己貴命・日本武

尊・末ノ太郎公・御后を併せ祀り、金毘羅三社大権現と号して小祠を建立し、仁和寺開山益信

の末弟宗信が社僧を務めた。延暦一二年中、僧空海が幼年のころ、この三社大権現に出家の大

願をかけ、成就円満を機に金毘羅三社大権現の御姿を拝して自ら彫り、帝の宝内殿に納める。

延喜一二年中桃園貞純朝臣の計らいにより宝内殿に祀る空海の刻んだ金毘羅尊像を天慶二年

源経基公から当社へ寄附され、天皇の勅願により東国の金神の総社とされた。正慶元年以来

代々足利公の崇敬を受け、文和二年に義寺を建立して別当とした。更に永享四年足利家の守本

尊十一面観音像を本地堂に安置し、増々繁栄の一途をたどるが、戦国時代、当地一帯はすべて

焼き払われ荒廃の地となった。十一面観音像は行方知らずとなったが、金毘羅尊像はかろうじ

て焼失を免れた。その後、稲荷の里に移して祀られていたが、永正年中再び旧地に戻り新宿の

鎮守として祀り“雀の森”と称したとある。 

以上のように本来は金毘羅三社権現と号していたが、旧社地に戻った後、氷川神社と社号変

更をしている。江戸期に度々関東に悪病流行し、各地に須佐之男命を祀ったが、当社もその折

に氷川神社と称したと思われる。往時の御神体と伝える「元祿五壬申天九月大吉祥日」「新宿

村木野村長右衛門惣氏子」等の刻まれる「氷河大明神」の石祠（高さ一メートル二三センチメ

ートル）が覆屋の裏手に現存することから、この時には既に氷川神社と称していたことが知ら

れる。（「埼玉の神社」より） 

 

雀ノ森氷川神社の由緒も御多分に漏れず虚飾が多い。有名な人物と縁が深いように見せる方法は

よくあるパターンであり、日本武尊と関連付けるのは関東を中心に、空海と関連付けるのは全国的に

みられる常套手段である。 

祭神もその時代に人気のあった神、あるいはその時の有力者と関わりの深い神を祀っているように

思われるが、独自の神名も見受けられる。それが「末ノ太郎公」である。この神名は実に不思議だ。こ

の神の由来は由緒の冒頭にある次の記事による。 

「人皇一〇代（一一代か）末の太郎俊仁公（狭穂彦王か）が謀反を起こし、東下りして入

間郡三芳野里に忍ばれた。」 

一般的な解釈では人皇十代とは、神武天皇を１代目とした数え方で第十代の崇神天皇のこととされ

る。そして、「人皇十代末」という表現は崇神天皇の御代の末、晩期にあたるとされ、その時期の人物と

して「太郎俊仁」の名があげられているという形と解釈されている。ということは「末」は時期を示す言葉

であり、名前ではない。にも拘らず、神名は「末ノ太郎公」となっているのである。 

この太郎俊仁を由緒では狭穂彦（サホヒコ）王のこととしているが、これはこの時期に謀反を起こした

人物を探し、それらしい人を当てはめただけであり、狭穂彦王の別名として太郎も、俊仁も確認できな

い。 

サホヒコは、日本書紀では狭穂彦、古事記では沙本毘古と表記される。第九代の開化天皇の孫に

あたる。妹のサホヒメは第十一代の垂仁天皇の最初の皇后であったが、兄のサホヒコと慕いあう仲だ
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った。サホヒコはサホヒメに「夫と私とどちらを愛おしく思うか」と迫り、垂仁天皇を暗殺するために短刀

を渡した。サホヒメは自分の膝枕で眠る垂仁天皇を殺そうとするも失敗し、事情を述べた後に兄サホヒ

コの館に入ってしまった。最終的にはサホヒコの館は火に包まれ、サホヒコ、サホヒメはともに命を落と

している。つまり、狭穂彦王は討ち殺されており、逃げてはいない。また、サホヒコが謀反を起こしたの

は 11代垂仁天皇の時代である。そのため由緒に「一一代か」と注釈がつけられているのである。 

他に、この時期に謀反を起こしたものと言えば、タケハニヤスヒコノミコトがいる。日本書紀では武埴

安彦命、古事記では建波邇夜須毘古命や建波邇安王と表記されている。タケハニヤスヒコは第八代

の孝元天皇の皇子であり、第十代の崇神天皇に対し反乱を起こしたが、ヤマトトトヒモモソ姫の占いに

よって予め準備していた天皇軍に討ち取られている。首を取られており、京都府精華町には石碑があ

るという。このタケハニヤスヒコも別名に太郎も俊仁も見当たらない。 

このように第十代の崇神天皇の御代を中心とした時期に謀反を起こした人物を「太郎俊仁」に充てる

という作業では明確な成果を上げることはできない。 

そもそも第十代の崇神天皇の御代というのがいつなのか、実際にいた天皇なのかもよく分からない

のだ。崇神天皇は実在したはじめての天皇という説もあるが、現在その可能性は低いとされている。崇

神天皇を実在した初代天皇だと押すものは「御肇國天皇（ハツクニシラススメラミコト）」という呼び名が

あることを根拠の一つとしている。この「ハツクニシラススメラミコト」の呼び名は第一代の神武天皇にも

「始馭天下之天皇」と見られ、神武天皇が神話上の人物であることが明らかだから崇神天皇こそが「ハ

ツクニシラススメラミコト」つまりは日本を始めて統治した天皇だというのである。 

ただ、大王（オオキミ）という呼称から天皇に変えられたのは第四十代の天武天皇のころであり、日

本書紀や古事記（併せて記紀）の編纂についてのきっかけも天武天皇にあることを考えれば、「ハツク

ニシラススメラミコト」の呼び名もこの時期に整えられたと考えていいだろう。 

現在は、崇神天皇からの系譜と、応神天皇以降の系譜に明らかな断絶があることなどから、応神天

皇が実在する天皇の初代とする説、あるいはそれまでの王朝から替わってそれ以降の天皇につなが

る王朝を創設したのが応神天皇とする説が有力とされている。 

いずれにせよ崇神天皇は重要なシンボルであり、崇神天皇の御代というのは「国の始まりから」とい

う意味を持つ常套句になっているのだ。このため、「人皇十代」にこだわる必要はない。 

ここは、祭神に「末ノ太郎公」とあることを重視し、「末太郎俊仁」なる人物がこの地で後世に残るよう

な何かをやったと考えるのが自然だろう。では、末太郎俊仁とは何者なのか。何をし、それがなぜこの

場所だったのか。 

このように考えた時、思考の迷宮の門が開いてしまった。まずは基本的な背景として、新宿や雀ノ森

といった地名、人々の信仰のあり方をおさえておきたい。 

 

【ふ】なぜ「雀ノ森」か 

雀ノ森の地名は単純に雀が多かったからと考えられているが、そうではない。 

現在の町名である新宿（アラジュク）は、古くは「荒宿」や「荒の宿」と呼ばれていた。こちらの意味に

ついては後の章で考えていくが、一般的には荒野が広がっていた、荒れはてた場所だったからアラジ

ュクと呼ばれたのだとされている。荒れはてた場所が森だったというのもおかしな話である。 

はじめに地名を示す音があり、後に記録用の文字として漢字を利用したということを考えると、モリを

「森」としなければいけない理由はない。モリが「守」の意味であったかもしれないのだ。個人的には「森」

であっただろうと考えているが、そのことについては後ほど触れる。 
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雀がいる場所を考えると田畑など餌の多い豊かな土地がイメージされるだろう。そう考えると、雀ノ

森のスズメが「雀」の意味であると考えることも難しくなってくる。 

また、「雀が多いということは豊かな土地だ」として雀をありがたい存在と考えていたかというと、そう

でもない。 

そもそも雀は米などを食べてしまう害獣（害鳥）であり、退治する対象なのだ。米が主要な食物であり、

経済的な中心になってくると雀は非常に厄介な害鳥と認識され、ありがたがって町名とするような存在

ではなくなる。 

全国の雀の字がつく町名を調べると、「朱雀（スザク）」「雲雀（ヒバリ）」「連雀（レンジャク）」が多い。 

「朱雀」は四神の１つであり南を示し、何かしらを基準として南に位置するために名づけられたものが

多い。 

「雲雀」はヒバリ科で、春を告げる鳥の１つとして歌にも詠まれ、親しまれている。 

「連雀」はレンジャク科で、羽の一部が長く伸びている姿が肩に荷をかけている行商人の姿に似てい

るとして、荷を結んで肩にかける紐や、そのようにして商う行商人のことを連雀と呼ぶようになった。連

雀町はそんな連雀商人の集まる場所や担い紐である連雀を作る職人が多い町という意味からつけら

れた。 

これらは「雀ノ森」のような雀をそのまま使用している地名ではない。雀のままで地名に使用している

ものは、意外なことだが少ないのだ。 

栃木県には「雀の宮」という地名がある。これは雀宮神社と社名にもなっている。この「雀」について

もいくつかの説があり、未だ定まってはいないが、その一つに「鎮めの宮」が由来ではないかとする説

がある。この説自体も何を鎮めたのかで、いくつかの説に分類することができる。 

代表的なものの一つが、利根川や鬼怒川に面した場所に多く見られることから、川の氾濫を鎮める、

川の神の心を鎮めるという説である。 

また、第十代の崇神天皇の頃のこととして、毛（ケヌ）国の豪族を鎮定し東国を治めるよう勅命を受

け、後の上毛野（カミツケノ）氏、下毛野（シモツケノ）氏の始祖となった崇神天皇の長子、トヨキイリヒコ

ノミコト（豊城入彦命あるいは豊木入日子命）の業績によるとする説もある。 

さらに、そのトヨキイリヒコの孫、ヒコサシマオウ（彦狭島王あるいは彦狭島命）の子、ミモロワケノオ

ウ（御諸別王）の功績によるものとする説もある。当初は父、ヒコサシマオウが上毛野国造に任じられ

たのだが、赴任する路の途中で亡くなってしまった。これに代わってミモロワケノオウが任命されたので

ある。日本書紀には、ミモロワケノオウが「早得善政」つまり速やかに善政を布いたとあり、これによっ

て東国における反乱などはなくなったという。ミモロワケノオウは上毛野氏の祖である。 

いずれにしろ乱や荒ぶる神を鎮めるの意か、この地の平和に功績のある者(この人物がこの地を鎮

めてくれた)を祀ったとの意というものだ。 

「雀ノ森」も同様に「雀」は鎮めであり、「鎮めの森」あるいは「鎮めの守」と考えた方が自然であろう。 

雀ノ森氷川神社も雀宮神社と同様に祭神として人物である「末ノ太郎公」を祀っている。雀宮神社の

説に沿うならば、「末ノ太郎公」は何らかの功績を示したものということになる。だが、雀ノ森氷川神社

の由緒を信じるならば功績のある人物ではなく、謀反を起こした人物となる。その後、祟りをなしたとい

うのであれば祟り神信仰の一環とも考えられるが、そのような記録もない。末太郎俊仁に由来する鎮

めの地、聖地とは考えにくい。 

はじめ、日本においては聖地に建造物を設けることはしなかった。聖地に赴き、その場で祭りをする。

これが聖地のあり方である。やがて、神事の道具が整備されるとそれを補完する場所や、人々が集う

場所が必要となってくる。仮説の建物であったものがやがて常設の社に変わったのだ。つまり、聖地が
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まず先にある。現在のように好きなところに、人間の都合に合わせて好きな神社を造営するようになっ

たのは平安時代の中期ごろからである。 

つまり、雀ノ森はもともと神聖な地だったとも考えることができる。 

【み】原始的な聖地 

現在、日本人にとって神を感じ、祈るためには神社に行くことが一般的だろう。神棚や祠という場合

もあるかもしれない。いずれにしろ、日本人は特定の場所で祈る。仏に対しても寺という特定の場所が

必要だと感じている。これは、自らが修行し、悟りに達しようという本来の仏教感からはずれた、日本的

な感覚である。 

一方、キリスト教においては日常のどのような場面、どのような場所でも神を感じ、祈りをささげる。

教会で祈る場合も、家で食卓を囲んで祈る場合も、神に対する祈りという意味において序列はない。 

つまり、キリスト教における神は人のそばに常在するのに対し、日本人が感じる神は日常生活の場

とは違う場所にいる。だから、祈る場所が大事なのである。 

では、日本人の感じる神は神社や神棚、祠に存在するのだろうか。 

もともと神を信仰する場所には前述の通り社といった建物はなく、御神体となる山や岩、木などがあ

って、その周囲で神の祀りである祭祀が執り行われていた。このご神体とは、神そのものではなく、神

がやってくる場所や物のことで神籬(ヒモロギ)ともいう。 

現在の神社では、神が祀られている本殿と、神に参拝するための拝殿が配されていることが多い。

これに対し、大神神社では三輪山そのものを神が鎮まる場所とし、三輪山を望む場所に本殿を設けず

に拝殿だけ設けた社を作っている。これが、神社の古い形と言われている。 

出雲神社牓示図（図２）というもの

がある。出雲神社とは、京都府亀岡

市にある出雲大神宮のことであり、

鎌倉時代に作られた社域を示すため

の図が出雲神社牓示図である。 

図右下部の御神山の麓に鳥居が

描かれており、建物は鳥居の手前、

神域の外側に見られる。 

つまり、当時の出雲神社では拝殿

はなく、祭祀は山の麓か山中にある

磐座（神の依代となる岩）の周辺で行

われていたことが推察できる。 

つまり、大切なのは社ではなく聖な

る場所だったのだ。 

このように山や岩、木や泉といったものを神の依り代として信仰することから、原始、特に縄文時代

においては自然崇拝やアニミズムがその中心にあったというのが現在定説に近い状態となっている。 

その根拠としては、原始において日本人は狩猟をメインに自然と共にあり、自然と共存してきたとい

うこと、先述したように神の依り代として山や岩など自然物を重視していること、神を単一神ではなく八

百万の神としていることなどがあげられている。八百万の神とはあらゆる自然物、自然現象を神格化し

たものだというのだ。 

日本書紀において、ニニギノミコトに葦原中国(アシハラノナカツクニ)を治めさせようと神々が話し合

図 2 出雲神社牓示図 
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っていた時の葦原中国の様子は次のように表現されている。 

「然、彼地多有螢火光神及蠅聲邪神、復有草木咸能言語」 

（しかし、葦原中国には蛍火のように輝く神々や、蠅のようにうるさい邪神が多く、草木も

ことごとくよくしゃべるような状態だった。） 

この記述から蛍や蠅、草木に至るまですべてに精霊が宿ると考えていたとして、アニミズムの根拠と

しているが、単なる比喩表現に過ぎない。 

アニミズムと縄文時代からの日本人の感覚には大きなずれが感じられる。次章において詳しく見て

いこう。 

 

【よ】縄文時代における信仰 

アニミズムとは、諸生物、諸事物、諸現象に霊的存在を認め、その霊的存在に対する信仰を意味し、

イギリスの人類学者、エドワード・B・タイラーが著書「原始文化」で用いたことから、広まったものである。 

つまりは山や川、動植物、雷などに『アニマ（魂・生命）』を感じ取り、それらに対しての信仰が人間の

原始的な宗教の形であるという説だ。 

これは、感覚的にはわかりやすい。日本人にとっては自然物や自然現象に対する愛着はごく身近な

ものであり、その感覚は現在にまで続いている。 

ただし、タイラーが考えたような、すべての諸生物・諸事物・諸現象に神性を感じ取るということは、

縄文時代から古代日本にかけては存在していなかった。アニミズムを証明する根拠となるようなものは

見つからないのだ。 

「いや、日本では山の神や稲の神、火の神などがあるではないか」との反論もあるだろう。では、山

の神といった場合、どの山にも神がいるのか。実はそうではない。 

先述したように大神神社の三輪山などのように特定の山にしか神性を認めていないのである。 

もっと身近な感覚にしてみよう。 

故郷の風景を思い浮かべた時に、その土地を代表とする山を思い浮かべる人も多いのではないだ

ろうか。富士山は広範囲にわたってそのような代表格となる山であるが、他の地域では例えば筑波山

や岩木山など土地ごとにある。その山がどこに見えるかで自分の居場所を推定できるといったように、

生活の中に溶け込み、なくてはならない存在である。 

そのような山は周辺の数ある山々とは区別されている。その山でなければいけないのである。そして、

そのような山こそが信仰の対象になっている。 

その他、信仰の対象となっている岩も、木も、泉も同様に「そこ」、あるいは「それ」でなければならず、

厳選されているのだ。 

そもそもタイラーはキリスト教クエーカー（フレンド派）であり、彼のアニミズムは多分にクエーカーの

影響が強い。クエーカーはキリスト教の中でも神秘体験を重視することで知られている。クエーカーで

は、万人に神の〈内なる光〉が宿っていると信じており、それゆえタイラーにとってはすべての生物・事

物・事象に対して神性を感じるというのは当然のことであったのだ。 

しかし、日本人にとって神性を感じるものは特定のものに対してなのである。では、何を基準としてい

たのか。それは、縄文時代の人々の生活を見ていくと分かる。 

縄文時代、集落の中で生存できる人数は、その場所でどれだけの食糧を確保できるかということと

直結していた。確保できる食糧が多ければ人数が多くなっても大丈夫だが、確保できる食糧よりも人数

が増えてしまえば、全滅にもつながる。だから、縄文時代においては人数の管理は厳密でなければな
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らなかった。 

同様に、生活圏の管理も重要となる。これは、安全に行動できる範囲が決まっていたということであ

る。 

一般に狩猟採集型生活様式において、行動範囲が広がればそれだけ多くの食糧を得ることができ

る。ただし、居住場所から離れれば離れるほどに危険が増す。また、どれだけ多くの食糧を確保できた

としても、運搬できなければ意味がない。 

住民の人数は食糧確保のみではなく、集落の管理などの労働力としても重要である。危険にさらす

ことで労働力を減少させることは、集落の存亡にかかわる一大事なのだ。 

現在でもアフリカなどの狩猟を中心とする部族では、行動範囲を明確に規定していることが多い。こ

の場合、年齢によって行動できる範囲を広げていくということが儀式としても存在しており、縄文時代の

人々も、あるいは年齢によって行動範囲を変えていたのかもしれない。 

生活圏を限定するということは、その内側にいる同胞と、その外とを区別することにもなる。 

聖地の多くは人の生活の場から離れた場所にある。ということは、聖地は生活圏の境界を示す目印

だったのではないだろうか。 

目印は外からその集落を目指すものにとっても重要な目印、ランドマークとなる。 

実は縄文時代にも交易は行われていた。特に石器の材料となる黒曜石や、管玉などの装飾品の材

料となるヒスイなどの石は産地が決まっており、輸入に頼らざるを得ない。境界の向こうから来るもの

はそのような富を運んでくるとともに、うまくもてなせなければ交渉が決裂するし、時には疫病が持ち込

まれるといったこともあるかもしれない。このような感覚が信仰につながっていったのだろう。 

日本の神は先述の通りにいつも人ともにいるわけではなく、聖地であっても常駐しているわけではな

い。どこかからやって来るのである。だからこそ依り代であり、神籬なのだ。 

聖地は禁足地として人が立ち入ることを禁じていた。これも、そこが生活圏の境界だった名残なのだ

ろう。 

このような外からやって来る神のことを民俗学者の折口信夫は「まれびと」と表現した。個人的には、

祭という行事も「まれびと」をもてなすことから始まったのだろうと考えている。ただし、折口自身は縄文

時代から続くものとして考え出したのではなく、文学の発生や芸能などを含む古代研究の中で見出した

ものである。縄文時代は「古代」よりも古い時代となる。直接的に縄文時代を考察したものではないが、

縄文時代において交易がなされており、かつ縄文時代全体を通じて戦が見られなかったことの説明と

して「まれびと」の考え方は最も納得のいくものである。 

つまり、原始において日本人は境界を意識し、境界の向こうから来るものをもてなすことで平和と富

を確保していたのである。 

 

【い】境界にある雀ノ森氷川神社 

それ以上行ってはいけないという境界を明確にするため目印を用意する。その目印が聖地であり、

境界を越えてやってくるものは富を与えるとともに恐ろしい存在としてもてなした。これが、信仰の原型

である。 

だから、日本の神は正邪、善悪などを併せ持つ存在であり、神への接し方はもてなし、帰ってもらう

ことが基本なのだ。 

では、雀ノ森氷川神社のある場所がもともと聖地だったのだととしたら、やはり境界に位置していたと

確認できるのだろうか。 
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図３は雀ノ森氷川神社がある川

越市の地図である。川越市街は武

蔵野台地の東北端、仙波台地に位

置しており、温暖だった縄文時代に

は武蔵野台地の縁まで海(水色部

分)が入り込んでいた。 

赤く塗られている部分は貝塚跡と

なる。☆が雀ノ森氷川神社、▲には

岸町横穴墓群があった。 

この図を見ると、縄文時代におい

ては海が生活圏の境界となってい

るだろうということがイメージできる。 

だから、その境界部に墓地や貝

塚(ゴミ捨て場)があり、生活する場

所はそれよりも内側だったと考えら

れる。 

では、雀ノ森のある場所はどのよ

うな場所として、境界を成す聖地と

認識されていたのだろうか。 

雀ノ森氷川神社には神籬となるようなものはない。ということは、点としての聖地ではなく、ある程度

の広さを持った聖地であったと思われる。沖ノ島が島全体を聖地としているのは、点ではなく面の聖地

の例である。 

ある程度の面積を有する聖地と考えた場合、真っ先にイメージされるのが山であるが、該当する場

所に山はない。となるとひとまとまりとして認識されるような鬱蒼とした森だったと想定できる。 

「確かに縄文時代は近くまで海が来ており、森だったとしてもおかしくないが、その後荒地となったか

ら荒宿だったのではないか」という意見もある。雀ノ森氷川神社由緒にも「戦国時代、当地一帯はすべ

て焼き払われ荒廃の地となった」とある。では、本当に戦国時代においてこの場所が焼き払われたこ

とがあったのだろうか。 

戦国時代において、川越が戦渦に巻き込まれた例は意外に少ない。例えば、小田原攻めを中心とし

た豊臣方の関東攻めの際も早々に城門を開いており、戦闘は行われていない。 

激戦となったのは、新興勢力である後北条氏(鎌倉幕府の北条氏とはつながらないため「後」をつけ

て表現する)が扇谷(オオギガヤツ)上杉氏の持つ川越城を攻め取った時（1536）と、その後、関東管領

山内上杉氏、古河公方などと手を結んだ旧勢力の連合軍が川越城奪還を目指して包囲した時（1545

年 10 月から 1546 年 4 月）である。ただしこの戦い、特に連合軍が川越城を包囲した時の陣立てを考

えると、雀ノ森一帯が焼き払われたとは思えない。 

戦の詳細は省くが、一説には計８万と言われる連合軍の陣構えは次の通り(図 4である。 

山内上杉氏が川越城の南西二里半(約 10km)ほどの柏原に本陣、河越城の西の上戸に先手衆を布

陣させている。 

古河公方足利氏は川越城の東約一里(約 4kmに布陣させている。 

太田資正は河越城の北二里(約 8km)に布陣し、川越城の南約一里(約 4km)の砂久保に扇谷上杉氏

の本陣が置かれた。 

図 3 縄文海進時の川越 
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川越城は先述の通り仙波台地

上に位置している。城の北から東

は湿地帯が広がり、西は川が多

い。そのため北と東西の陣につい

ては城に近づくことができなかっ

たと考えることができる。 

では川越城の南はどうか。 

川越の城下は台地上で一段高

い。これに対し、扇谷上杉氏が布

陣した砂久保の辺りはぐんと低く

なっている。戦の常套としては、

上に位置したものの方が優位とさ

れる。扇谷上杉氏とすれば、城と

同じ高さ、つまり台地の上に布陣

したかったはずだ。 

後北条氏が川越を奪った際の

侵攻路は南からであり、唯一の攻

め口が南であるといってもよく、で

きるだけ有意な場所に陣を布きたい。 

また、籠城戦において城方が敗れる一番多い原因は同士討ちである。攻められ、物資が不足するこ

とで人心が乱れ、不信感に支配される。そのことで自ら敗れていくのである。攻め手はこれを促進させ

るために、補給を不可能にし、定期的に攻め立てる必要がある。そのためにも有利な場所に布陣しよう

とするだろう。この時城に籠っていたものはわずかだったというのだから、なおさらである。 

城と同じ台地上に位置し、攻めるにも守るにも有利な場所として雀ノ森近辺は条件がそろっている。

にも拘らず、ここを陣としなかったのは、陣を布くだけの場所がなかったと考えるのが自然だろう。そう

でなかったということは、そうできないような状態だった、つまり鬱蒼とした森が広がっていたと考えられ

るのだ。あるいは、この森を利用し、ゲリラ的な守備兵を配置し、扇谷上杉氏を近づけさせなかったの

かもしれない。 

連合軍が包囲した段階で森が広がっていたのであれば、その 10 年前、後北条氏が攻めた時も焼き

払われることはなかったということである。 

では連合軍が壊滅した世にいう「川越夜戦」のときはどうか。この時、砂久保に陣を布いた扇谷上杉

氏を責めたのは南から来た援軍であり、扇谷上杉氏が北上して城を攻めることはできていない。また、

この戦では、大規模な戦闘はなかったとする説もある。 

このように、この一帯が焼き払われたという形跡はなく、森が広がっており、その中で転々と祭祀が

行われていたのだと想像される。 

 

【む】アラの宿で何が鎮まったのか 

遠回りをしたが、雀ノ森が原始の聖地として相応しいことを示し、「鎮めの森」がその原型だっただろ

うということを説明してきた。 

では地域の名称である新宿（アラジュク）とはどのような意味か。 

図 4 河越合戦布陣図 
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地名は、その場所の性質を表していることが多い。ただし、地名は変わっていることも多く、歴史家た

ちを嘆かしている。その点でいえば「アラジュク」は、字が荒宿から新宿に変わってはいるものの読みは

「アラジュク」のままであったと考えられる。ただし、アラジュクの地名がいつごろからあるのかは定かで

はない。明治 22(1889)年に大仙波村、大仙波新田、岸村と合併し仙波村になるまでは新宿村と呼ばれ

ていたことは確かである。 

天正 18(1590)年、豊臣秀吉の小田原攻めで後北条氏が降伏し、徳川家康が関東を治めることにな

った際、川越城は酒井重忠に任された。その酒井重忠が天正 19(1591)年、城下に新宿を立てることを

許可したという記録がある。ただし、これが「アラジュク」であるとは記されていない。 

現在「新宿」という文字を使う地名はかなりの数となるが、ニイジュクなどといった読みも存在する。

全国の新宿という地名の所在地と読み方をまとめたものが表 1である。 

表 1 全国の新宿 

 

全部で 18か所 

アラジュクが 3  シンジュクが 10  シンシュクが 3  ニイジュクが 2 

ほとんどはシンジュクである。シンジュクと他の読み方についてはχ²検定を用いても有意な差、つま

り「たまたまこのような差があったのではない」ということが認められた。(P＜0.05) 

 

また、シンジュクやシンシュクの「シン」、ニイジュクの「ニイ」はどちらも「新」の意味をもつ言葉と解す

ることができる。「ニイ」は新嘗祭(ニイナメサイ)、新盆(ニイボン)などと使われる。 

では、「アラ」はどうか。「新しい」を現在は「アタラシイ」と読んでいるが本来は「アラタシイ」であった。

そこから「アラ」も「新」の意味と解することはできる。 

しかし、「アラタシ」から「アタラシ」と変わっていったのが平安初期ごろといわれている。「アラタ」とい

う読みは今も続いているためここから「新」の意味としている可能性もあるが、通常「新宿を立てる」とし

た場合は、「シンジュク」となるだろう。わざわざ「アラジュク」としたのは意味があるに違いない。 

一番考えられるのが、最初に「アラジュク」という音のみで地名が生じ、後にその音に合った漢字が

あてられたという状況である。雀ノ森氷川神社の由緒にも「古くは荒宿」とされていたとの記述がある。

酒井重忠が許可した新宿に因んだ地名であれば「荒宿」とはしないだろう。 

つまり、地名の意味を考える際は「アラジュク」という音のみが頼りになるのだ。 

まず「ジュク」を考えてみよう。これは「シュク」が原型だったと思われる。「シュク」は「宿」の他に「祝

（祝う）」「淑（よい、うつくしい）」「縮（縮む）」「粛（つつしむ、きびしい）」などがある。これらの中で地名と

しての意味合いにふさわしいものは「宿」であろうか。「祝」や「淑」もよい意味であるからつかわれても
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よさそうだが、現在の「祝」がつく地名では「イワイ」やそれに近い読み、あるいは「ホウ」と読むものがほ

とんどであり、「淑」のつく地名に関しては韓国に散見されるだけである。 

「縮」も縮まるという意味から地形的な使われ方がありそうなものだが、狭まる、何かに挟まるという

ようにとらえて「狭」が使われているようだ。 

一方「宿」のつく地名は全国的に多く見られ、「シュク」や「ジュク」と読むものがほとんどで、ここから

派生した「スク」「スキ」「ジク」が散見されるほか、「ヤドリ」や「ヤド」もみられる・ 

では、「宿」とは何か。意味としては「集い」「一時的にとどまるところ」となる。一時的であるところが家

や屋敷との違いとなる。 

全国の宿を含む町名を見た場合、その構成は次のような形が多い。 

⚫ 上下や方角など：＜位置にある＞宿 

⚫ 地名や地形など：＜どこにある＞宿 

⚫ 寺や宮、関など：＜何に付属する＞宿 

⚫ 本、今、元、仮など：＜性質の＞宿 

⚫ 馬、雁、神など：＜誰の＞宿 

「アラジュク」の場合、どれに当てはまるかを考えてみよう。そうすることで「アラ」が何であるかの検

討がつくはずである。 

＜位置＞＜付属＞ではないだろう。＜どこ＞に関しては、地形はないが地名の可能性は残る。ただ

し、周囲に「アラ」に因んだ地名が認められないので可能性としては低い。 

一般的には荒れた土地だったから「アラジュク」とされるが、アラジュクにある雀ノ森が聖地だったの

であるから「荒れた土地」という表現を使うか疑問が残る。 

残るは＜誰＞である。誰かが一時的にとどまる。その「誰か」が「アラ」ではないだろうか。 

聖地に一時的にとどまるもの、それは神であろう。日本人は境界の外からやって来るものを「神」とと

らえ、もてなすことで富と平安を手にした。そして「神」は外から来たものなので、速やかに帰ってもらう

必要がある。日本の神は常駐するのではなく、一時的に存在するのだ。だから「神」がとどまるところを

「宿」と表現するのは相応しいといえる。 

このようにして考えていくと「アラ」＝「神」であれば一番しっくりくるのだが、この図式は正しいのだろ

うか。 

 

【な】辞書にみる「アラ」のイメージ 

まず、精選版日本国語大辞典に解説されている「荒」の意味を整理してみよう。 

＜荒（あれ）＞ 

① 土地、建物などがいたむこと。荒廃。また、荒れ地のこと。 

② 勢いはげしく動きまわること。あばれること。 

③ 天候がおだやかでないこと。あらし。 

④ 皮膚に脂肪が欠乏してきめのあらくなること。 

⑤ 書画の幅物、巻物などの絹張や紙面が汚れ損じていること。 

⑥ 試合中、勝敗の形成の変化が激しいこと。 

⑦ 歌舞伎で、荒れ場の演技。英雄豪傑や鬼神などが怒りあばれ狂う所作をいう。 

⑧ 相場などが激しく不規則に変動すること。 

＜荒ぶ（あらぶ）＞ 
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① 乱暴なふるまいをする。荒々しくふるまう。また、風などが強く吹く。荒れる。 

② 土地が荒れる。未開である。 

③ うとくなる。情が薄くなる。 

④ 俳諧で、あまり趣向を凝らさないで、あっさりと句を作る。 

※ 対義語に「和（にぎぶ）」がある。 

※ 「ある」が風や波が激しくなる、家や都などが荒廃する様子など常に視覚性をもつのに対し、

「あらぶ」は神や人の心情や性格などについて、慣れ親しまない状態を表す。 

＜荒れる（あれる）＞ 

① （風・波・天候など、人・動物など、相場）勢いはげしく動く。 

② 手入れが悪かったり、乱暴に使ったりして、土地や建物がいたみ、損なわれる。荒廃する。 

③ 気持ちや生活などに、ゆとりやうるおいがなくなる。すさむ。 

④ 争いや騒ぎなどで、物事の進行状態がふつうでなくなる。また、勝負などが予想外の進みぐあ

いになる。 

⑤ 肌などはなめらかでなくなることにいう。かさかさしている。 

＜荒む（すさむ）＞ 

自動詞 

① 動作、程度がひどくなる。はなはだしくなる。いよいよ進む。 

② 心のおもむくままに慰みごとをする。 

③ 勢いが尽きてやむ。衰える。 

④ 心を奪われておぼれる。耽る。 

⑤ 荒れる。荒廃する。 

他動詞 

① 心のおもむくままに物事をすすめる。 

② きらって遠ざける。心を離す。きらい避ける。 

③ むごく扱う。苦しめる。 

＜荒/粗（あら）＞ 

名詞 

① 魚などの肉のよい部分を除いた残りの骨や頭。 

② 米のぬか。また、もみ。 

③ 人の言動や作品のよくないところ。おちど。 

接頭語（名詞につく） 

① 細かでない、すきまがある、の意を表す。 

② 自然のままの、の意を表す。 

③ おおよその、簡略な、の意を表す。 

 

大きく分けると、「（1） 力が強い、勢いがすごい、パワフル」というものと、「(2) 良い状態ではない、

予想通りではない、普通ではない」というものが多い。 

（1）に属する言葉としては「荒々しい」「嵐」などがあるが、「英雄豪傑や鬼神などが怒りあばれ狂う所

作」とあるように神の力が非常に大きく作用している状態と考えられる。 

（2）は（1）による結果と考えてもいい。 

日本の神は正邪も善悪も含む存在であり、神霊を分析すると「荒魂（アラミタマ）」と｢和魂（ニギミタ
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マ）の 2つの側面をもつといわれている。荒魂とは荒々しく、戦闘的で、積極的に働く神霊であり、祟り

の可能性があるという。一方、和魂は温和な、親しむべき神霊とされる。「アラ」とは神がパワフルな状

態であるということになり、だからこそ鎮まってもらう必要があったのだろう。 

これだけでも「アラジュク」が神の宿る場所であり、雀ノ森は鎮めの森だったことの説明となるとは思

うのだが、もう少し「アラ」について考えたい。 

興味深いのは魚の骨や頭をなぜ「アラ」というかである。 

残された骨などを「アラ」ということについて、辞書では細かいに対する「粗い」をあてるという説明が

多い。しかし、骨ばかりになったものを大雑把、粗いととらえるものなのだろうか。 

私としては、大王（オオキミ）といった高貴な者の葬り方にそのヒントがあると考えている。 

平成天皇が譲位の意向を伝えた際に触れられ、一部の人々に関心を持たれたものに「殯（モガリ）」

というものがある。死者を仮に安置し、一定期間様々な儀式を行うものだ。 

殯については歴史学者の和田萃の論考が基礎となっている。その後さまざまな指摘はあるが、まず

は和田論の要点をおさえておこう。 

① 殯は日本古代で普遍的に行われていた葬法で、埋葬までの期間、木棺に遺体を収めて、喪屋

（もや）・殯宮（モガリノミヤ）に安置もしくは仮埋葬し諸儀礼をおこなう。 

② 殯宮が営まれた場所は、河原（欽明・敏達・舒明・斉明）と、内裏（推古・孝徳・天武・持統）とに大

別でき、生前に住まいした宮の近郊を原則とする。 

③ 殯の期間は基本的に一年以内であるが、皇位継承に問題があった場合は長期化する。 

④ 殯宮の内部では肉親の女性と遊部（アソビベ）が奉仕し、私的な儀礼が執り行われた。 

⑤ 対して殯庭（モガリノニワ）は公的な場として、服属関係の確認を目的とする儀礼（哭泣・匍匐・誄

など）が行われた。なかでも重要なのが誄儀礼で、その最後に日嗣が奏上され和風諡号が献呈

された。 

⑥ 和風諡号が安閑天皇への献呈から始まるため、殯儀礼の成立は六世紀前半の安閑朝末に求

められる。 

⑦ 大化薄葬令や仏式葬儀の導入、火葬の採用によって殯宮は衰退し、文武天皇の殯宮を最後に

消滅した。 

まず、殯が本格的な埋葬に先立つ、仮の安置期間でありながらも、かなり長い期間であったことが分

かる。 

また、仮埋葬という言葉もみられるが、多くは外気に触れる状態で仮安置されていたようだ。葉佐池

古墳（愛媛県松山市）一号横穴式石室の調査によると、出土された人骨に、腐肉にたかる生態をもつヒ

メクロバエ属の蛹の殻が多数付着していたという。蛹殻の状況から、卵が羽化したことも確認されてい

る。ハエは暗所では活動しないという特徴があり、外光が入る場所で、蓋などもなく、ハエが容易にた

かることができた状態にあったと想像できる。 

なぜこのようなことをするかについては、死者の蘇りを願うとする招魂説、魂が鎮まり死体が白骨化

するのを待つ期間とする鎮魂説、死者に対して哀悼の意を表す期間とする説、死者と服喪者の関係を

確認する期間とする説などがある。 

私としては、白骨化することによって完全に神の世に属する状態、神と同一化された状態と認められ

るため、それを確認してから埋葬したのではないかと考えている。 

殯を「モガリ」と読むのは記紀の記述であるが、万葉集では「アラキ」と訓ませている。この「アラキ」を

本居宣長は「新たに死にたるままにて、未だ葬りあへざるほど、まずしばらく収め置くところ」といい、民

俗学者の櫻井満は「アラキのアラは誕生・出現の意、キは周りに垣をめぐらして内と外を区切ったとこ
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ろであり、再生・蘇生を祈る場」としている。 

この「アラキ」も、「アラ＝神」という構図を持ち込めば、アラはそのまま神を意味する言葉、キは「城」

であり、中に籠り、外からの侵入を防いでいる場所と考えることができる。つまり、神の世とつながり、

死者が神と同一化するための期間、外界とは区別された場ということだ。 

もっとも、朝廷としては日本の正式な言葉を「モガリ」としていた。それは記紀という正式な文書に記さ

れていることでわかる。古事記は日本的表現によって日本的なニュアンスをも表現しようとしたもので

あり、日本書紀は中国の史記における書式を用いることで外国の役人や学者が日本の成り立ちや風

俗などを理解できるようにしている。いずれも国家事業として編纂されたものであるので、その当時の

正式な言葉が使われている。 

一方、万葉集は和歌という芸術作品集であり、公的な表現としての言葉だけではなく、音のつながり

やリズムなどを重視した言葉の使用方法もなされている。現在でも俳句などにおいて一般的には使わ

れなくなった言葉が、情感を表すために使用されることが多い。季語などはその代表であろう。「アラ

キ」もそのような言葉であり、朝廷としては使用しなくなった古い言葉だったと考えられる。 

さて、このような殯をする場所を殯宮というが、この仮設の斎場建設が風習として確立されたのは古

墳時代と考えられる。もちろん殯につながる考え方や風習はあっただろう。ただ、古墳時代より以前に

関しては、近畿地方を中心とする方形周溝墓が弥生時代中庸前期から見られるものの、ほとんどの地

域においては王も大衆も区別なく葬られていたというのが一般的な考えとなっている。それは、王を葬

るための特別な場所が見つからないからだ。 

しかし、古墳時代になって全国の王、豪族が急に大衆と墓地を分け、巨大な墳墓を築き上げるよう

になったとは考えられない。墳墓を作るということはどこに、どのように葬るかという方法に属すること

なので変更しやすいだろうが、大衆と墓地を分けるという発想は思想と関連する習慣、風習に属する

ため、変化には時間を要するのが普通だからだ。 

ではどこかに王や豪族のための特別な墓地、あるいは葬るための場所があるはずだ。しかし、未だ

見つかっていないということも事実である。どこかに見落としがあるに違いない。現在は葬送に直接関

連しないと考えられているものの中にそれがあるはずである。 

注目したいのが、掘立柱建物である。 

三内丸山の大型掘立柱建物、大湯などの環状列石付近に発見された掘立柱建物、奈良県唐古・鍵

遺跡の楼閣などであり、太古の出雲大社も同類と考えられる。 

個々については後ほどみていくことにするが、これらの遺跡に共通することとしては、先に述べた通

り王や豪族の墓所として大衆の墓所とは別個のものが発見されていないという点、掘立柱建物・高楼

建物の使用目的が不明という点となる。 

私としては、これらの掘立柱建物・高楼建物こそが王や豪族を葬るための施設であったと考えてい

る。王や豪族などのリーダー格の遺体は、大衆と区別されて掘立柱建物・高楼建物に納められ、そこで

骨となった。大衆が地に埋められたのに対し、リーダー格にあるものが高い場所に収められたのは神

と一体の存在になるためである。だから、骨ばかりの状態のことを神の意である「アラ」と表現したの

だ。 

掘立柱建物・高楼建物が高貴なものを葬る場であることをイメージさせるものとして、岡山県美作市

で出土した古墳時代の陶棺(図 5)がある。現在は東京国立博物館に所蔵されているが、側面には仏の

様な人物像や馬のレリーフが施されており、仏教の影響も感じられる。 

注目したいのはその形状である。いくつもの脚柱をもつ高床の掘立柱建物を模しているようなデザイ

ンであり、それが柩であるということはとても意義深い。 
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掘立柱建物が王などの高貴な人物を葬る場所､殯の

場所として使われたことの記憶によって、このようなデ

ザインとして表現されているのだろう。 

なぜ、高い場所に安置したのか。 

先に高いところに収めたのは神と一体になるためと

書いたが、その方法として私は鳥葬が行なわれていた

のではないかと考えている。鳥葬とは、亡骸を鳥が啄ば

むことによって、死者を天に送るという葬儀の方法であ

る。 

現在日本では馴染みがなく、世界的に見てもチベット

や一部のゾロアスター信徒において行われているのみ

だ。 

その映像的イメージから、残酷なものとらえられがち

だが、神は天にいるということ、鳥(特に高空を飛ぶ猛禽

類)は空を飛ぶことによって天にまで行き来できる神に近しい存在であること、魂の存在を認識し、肉体

が残っていると死者の魂も地に残ってしまっているととらえていることなど、高度な信仰の存在がなけ

れば成り立たない。 

日本においても、神の居場所は天との認識があった。だからこそ、神がやってくるゲートとしての聖

地は山や木、そして柱といった天につながるところが多いのだ。 

その天に帰ってもらうための儀式として、鳥葬は自然な帰結である。 

平安時代となり、都における葬送地として嵐山の化野（アダシノ）、東山の鳥部野（トリベノ）、船岡山

の蓮台野（レンダイノ）が設けられた。これらの場所では死体は埋められることなく、自然のままに放置

された。風葬といわれることもあるが、要は鳥葬と同じである。 

これは高貴なものの風俗が下々に伝わり一般化された例であり、雛人形を飾るなど多くの風俗にみ

られる。当然、一般化される頃には高貴なものの風俗は新しいものにとって代わっており、古いやり方

ということになる。 

歴史上の区分としては旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時

代と移る。古墳時代には殯が行なわれていたが、大化 2(646)年に発布された薄葬令によって大規模な

墳墓は作られなくなり、それとともに殯も慶雲 4(707)年に崩御した文武天皇を最後に記録が途絶えて

いる。この後、鳥葬、つまり自然のままに葬るという方法が一般へと移っていったのだろう。 

 

【や】高楼の「アラキ」 

殯を日本書紀や古事記では「モガリ」と読み、万葉集では「アラキ」と読むこと、「アラキ」の方が古い

言葉だろうということを述べてきた。また、古墳以前にも鳥葬によって骨にし、神と同化させていただろ

うということに触れ、この骨だけの状態を「アラ」と呼び、「アラ」は神を意味する言葉だとの考えを示して

きた。 

では、この「アラキ」であっただろう遺跡を見ていくことにしたい。 

一つ目は大湯などの環状列石周辺にみられる掘立柱建物(図 6)である。 

掘立柱建物は、一般的には高床式倉庫として物の保管場所、特に穀物の備蓄に使用されたと考え

られている。 

図 5 古墳時代の陶棺 
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一方、環状列石は集団墓であり、祭祀の場であるという

のが現在有力な説となっている。 

この説をとるならば、環状列石の周辺に作られた掘立柱

建物は穀物の備蓄倉庫ではありえない。 

では、環状列石で行われた祭祀道具、あるいは埋葬に

必要な道具を保管するための倉庫だったのだろうか。 

沖ノ島における祭祀場など、古くの祭祀跡を見た限り、

古代の祭祀では使用される道具は新調されていたようだ。

例えば縄文時代の土偶、またそれ以降も長く用いられてい

た食物などを盛る土器(カワラケ)などは祭祀後にそのまま

置かれている。そうであるならば、保管する倉庫はいらない。 

埋葬するための道具も特別なものを用いたという証はない。普段使っていた道具で充分だっただろ

う。古代道具は貴重だった。石器時代においては、加工に適した黒曜石などは産地が限られ、交易に

頼らざるを得なかったし、鉄が用いられるようになっても大量生産ができるようになるまでは時間が必

要だった。このことを考えた場合、埋葬のためだけに道具を作るというのは現実的ではない。 

学者の中でもすっきりしないために、図 6にあるような復元された掘立柱建物も実に中途半端な姿

をしている。 

環状列石においても王などのリーダーを葬った特別な場所は発見されていない。ならば、掘立柱建

物こそが高貴なものを葬る「アラキ」だったと考えるのが自然ではないだろうか。 

 

二つ目は、唐古・鍵遺跡にある復元高楼(図 7)である。 

唐古・鍵遺跡は弥生時代前期から村が形成され始め、弥生

時代中期には 3つの居住区が統合された大環濠が作られた。

当時の日本では最大級の集落であったと考えられている。 

規模が大きいだけではなく、大型建築物の遺構が発見され、

当時においても高い建築技術があったことが分かる。 

図 7はこの遺跡から発見された土器に描かれていた高楼の

模様をもとにして復元されたものである。自分たちの集落を象

徴する高楼を土器にデザインしたのではないかというのだ。 

このデザインからは日本的な印象ではなく、中国あるいは朝

鮮のものに近い印象を受ける。 

本当にこのようなデザインだったのだろうか。 

現在でも陶磁器に絵を施したものは多く見られ、その土地の名物、象徴を写すことは珍しくない。こ

の土器もそのような意味合いを持って作られたのだろう。 

しかし、そういった作品は地元のものが大事に保管するためのものではなく、土産物として訪れたも

のが記念に買い求めることが多い。当時も感覚的には同じだったのではないだろうか。そう考えると、

この土器に描かれているデザインが必ずしも唐古・鍵遺跡の高楼建築のデザインと一致するとは限ら

ないということになる。朝鮮半島南部とつながりがあったということも、充分に考えられる。 

ただし、ここに高楼建物があったことは事実であり、高楼を作った目的も分からない。また、この遺跡

においても大衆とは別に王を葬った場所は確認されていない。 

 

図 6 環状列石周辺の復元掘立柱建物 

図 7 唐古・鍵遺跡の復元高楼 
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三つ目として、三内丸山を取り上げる。 

三内丸山の大型掘立柱建物(図 8)は有名であるが、何のための建物であるかは現在でも決着を見

ていない。 

この遺構は 3×2の計 6箇所の柱穴が集落の北西端に発見されたものである。穴の直径は 2ｍ。そ

こに直径 1 メートルの栗の丸柱の一部が残存していた。この栗材は炭化しているが、土中に埋められ

ていた部分なので火災によって焼けたとは考えられない。防腐処理として、わざわざ大木を焼しめたと

考えられている。 

穴の中心から隣り合う穴の中心までの間隔はすべて 4.2ｍでそろえられており、しっかりと設計され、

高い技術で建造されたことが分かる。 

しかも、柱が内側に向けて約 2°傾斜していることが確かめられている。つまり、上部が狭く、下部が

広い形になっているのだ。これも計画的な建築である証拠だ。柱を傾斜させて建てることは直立させる

よりもはるかに難しい。傾斜した柱は梁や壁などで連結されなければ自立はできない。そのため、安定

するまでは、何らかの方法で支えてやる必要があるからだ。 

そもそも、柱を内に向かって傾斜させるメリット

は、建築物の傾きや揺れに対して強いということで

あり、この大型掘立柱建物もそのために柱に傾斜

角を設けたと考えた方が自然だ。 

では、建築物が傾いたり、揺れたりするのはどの

ようなときだろうか。 

1. 地盤が緩く、建築物を支えられない 

この場合は、まずそのような場所に建てること自

体避けるだろう。何らかの理由でどうしても建築しな

ければいけないのであれば、地盤固めが先決であ

るが、そのような形跡は認められない。 

2. 地震による揺れ 

耐震構造として設計された可能性である。ただ

し、これを意識するにはかなりの頻度で地震が頻発

していたという事実が必要である。 

3. 風による揺れ 

三内丸山遺跡の立地は、当時、海を臨む高台で

あることが分かっており、風の影響は大きかっただ

ろう。 

このように考えていくと、3.の風による揺れに対した設計である可能性が高そうだ。特にこの遺構で

は直径 1ｍという他にはない太い柱が使われており、高層の建築物であったと考えられているため風

の影響は大きいだろう。 

大林組の調査、計算によると柱穴の底にかかった圧力などから、軒高 14ｍ、最高部で 17ｍ、柱の

長さは掘立て部位も含めて 16.5ｍと推定されている。また、同じ大林組プロジェクトチームによれば、こ

の地域の風はほぼ一年を通し南南西であり、この遺構の長軸が南西から北東を通る方向であることか

ら、風に対する抵抗を考えて設計されていることが指摘されている。 

逆に言えば、風の影響を受ける姿だったということであり、現在復元されているような柱と床のみの

構造（図－6）ではなく、窓はあるにせよ壁に囲まれた建物だったと考えた方が自然である。現在の復

図 8 三内丸山の復元大型掘立柱建物 
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元建物の様な構造では風が通り抜け、柱の角度や建物の向きなどをわざわざ工夫する必要はない。 

細心の注意を払い、高い技術を駆使し、稀な原材料を求め、これだけ壮大な建築物を作ったのには

それだけの理由があったはずである。 

この三内丸山遺跡でも特別な墓地は発見されていない。これだけの特別な存在をわざわざ作った理

由として「アラキ」というのは十分にあり得るだろう。 

 

【こ】最大の「アラキ」である出雲大社 

三内丸山の大型掘立柱建物も実に巨大な建築物であるが、古代の出雲大社(イズモオオヤシロ)は

はるかに壮大な建築物であった。 

平安時代の子供向け教養本である口遊（クチズサミ）では、当時の建築物が高さ順に「雲太（ウン

タ）、和二（ワニ）、京三（キョウサン）」(図 9)と書かれてある。雲太は出雲大社が一番目であること、和

二は大和にある東大寺大仏殿が二番目であること、京三は京都平安京の大極殿が三番目であること

を意味している。 

出雲大社の社伝によると、古代には 16丈（約 48ｍ）あるいは 32丈（約 96ｍ）もあったともいわれて

いる。 

三内丸山遺跡の大型掘立柱建物同様に大林組が出雲大社に

伝わる「金輪御造営差図（カナワノゴゾウエイサシズ）」(図 10)を基

にしてシミュレーションを試みたところ、延べ人員数は 126,700人、

総工期は 6 ヵ年で建築が可能であることが確かめられた。 

この大林組のシミュレーションの後、10数年を経た 2000年 3月

末、出雲大社境内を調査発掘中の大社町教育委員会発掘チーム

が、地下 1.5mのところで、偶然に不思議な木柱痕を掘りあてた。

直径 1mをこえる大木の柱痕が 3本組みになっており、径 3mにも

なる形状は「金輪御造営差図」に描かれている形状そのままであ

った。調査の結果、この木柱跡は鎌倉時代のものと推定されてい

る。少なくとも鎌倉時代においては「金輪御造営差図」と同様の建

て方であったことが確認されたのだ。 

出雲大社の由緒としては記紀に描かれている国譲り神話があ

てられている。 図 10 出雲大社 金輪御造営差図 

図 9 雲太、和二、京三 
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古事記をもとに確認してみよう。 

爾《しか》くして、答へて白（もう）ししく、 

「僕（やつかれ）が子等（こども）二はしらの神の白（もう）す随（まにま）に、僕

（やつかれ）は、違（たが）はず。此（こ）の葦原中国（あしはらのなかつくに）は命

（みこと）の随（まにま）に既に献（たてまつ）らむ。唯（ただ）に僕（やつかれ）が住

所（すみか）は、天（あま）つ神御子（みこ）の天（あま）つ日継（ひつぎ）知らすとだ

る天（あめ）の御巣（みす）の如くして、底津石根（そこついわね）に宮柱ふとしり、高

天原（たかまがはら）に千木たかしりて、治め賜はば、僕（やつかれ）は、百足（もも

た）らず八十くま手に隠りて侍らむ。亦（また）、僕（やつかれ）が子等百八十（ももや

そ）の神は、即ち八重事代主神（やえことしろぬしのかみ）、神の御尾前（みをさき）とし

て仕へ奉（まつ）らば、違（たが）ふ神は非（あら）じ」 

現代訳すると概ねこうなる。 

そこで、大国主神が答えて申すことに、 

「私の子供二柱の神が申すままに、私は背きません。この葦原中国は、仰せのままにす

っかり差し上げましょう。ただし私の住まいだけは、天つ神御子が日の御子として正当な

後継者であることを示すに十分足りる、天の宮殿のように、しっかりした土台の上に宮柱

を太く立て、高天原に千木を高くそびえさせて祭ってくだされば、私は多くの道の曲がり

角を曲がって行った先であるこの出雲に隠れていましょう。また、私の子供たちである多

くの神々は、八重事代主神が先頭に立ち、また最後尾に立って、天つ神御子にお仕えいた

しますので、背く神はないでしょう」 

「隠りて侍らむ」という表現がなされているが、「隠れる」の語が高貴なものの死を表すことから、死ん

だオオクニヌシを祀るための宮と解釈することができる。つまり、出雲大社こそが死者を葬る場所なの

である。 

一般的に知られる出雲神話は記紀に記されたもので、出雲国風土記の内容とは全くといっていいほ

ど一致しない。このことから、朝廷側が出雲の歴史(神話)を作り替えることで、出雲にあった勢力の抹

消を計ったという考えが一般的になりつつある。私としてもこの考えは納得できる。 

歴史を作り替える、つまり上手な嘘をつく方法としては真実をうまく取り入れながらその捉え方を変え

ることである。 

オオクニヌシには、オオアナムヂ・オオアナムチ・オオアナモチ・オオナムチ・オオナモチ、ヤチホコ、

アシハラノシコオ、ミモロノカミ、オオモノヌシ、ヤトカケスミモロノミコト、ウツシクニタマ・オオクニタマ、イ

ワノオオカミ、クニツクラシシオオカミ、クニシメマシシカミ、アメノシタツクラシシオオカミなどの別名を持

っている。これはオオクニヌシが多くのモデルとなる人物あるいは神を統合した存在ということである。 

このような変更が行われる中、出雲の大社の存在、そしてそれが高貴なものを葬る「アラキ」であっ

たことはあまりにも広く認識され、隠すことができなかったのだろう。 

 

【と】末ノ太郎公を生んだ古代、末氏とは 

アラが神を表す言葉であること、アラジュクがアラの宿であり、雀ノ森は鎮めの森として縄文時代に

おける境界を示す聖地であること、そしてその時代のイメージを語るためにかなり迂回してしまったが、

ここまでが基礎的な背景となる。このような時代を背景として考えながら、いよいよ「末ノ太郎公」に迫っ

てみよう。 
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雀ノ森氷川神社の祭神名は「末ノ太郎公」、由緒にみられる人物名は「末ノ太郎俊仁」である。末ノの

「ノ」は「末氏の出であるところの」「末一族に属する」という意味であるから無視してよい。そのため「末

太郎俊仁」「末太郎」「末俊仁」で調べたが、そのような人物は雀ノ森氷川神社の由緒以外には見つけ

ることはできなかった。 

そこで「末氏」を調べてみると、新撰姓氏録に「末使主(スエノオミ)氏」を見つけることができた。使主

は氏(ウジ)を尊んだ称である姓(カバネ)の一種である。出自によるものの他に、司っている職業による

ものなどがある。使主は渡来人に多い姓であり、新撰姓氏録には末氏は百済からの渡来人を祖として

いると記されてあった。 

新撰姓氏録で末使主氏を発見したのとほぼ同時期に末使主望足という人物を見つけることもでき

た。この人物は続日本紀に次のような記事として記されている。 

天平神護 3（767）年 8月 16日、大瑞と判定された瑞雲の出現によって元号が神護景雲と改元され

た。この時、特別に位を授けられたものの中に、咒禁（ジュゴン）師の末使主望足がいる。この時授けら

れた位は、外従五位下であるというものだ。 

咒禁師とは呪術によって治療を行う専門士である。敏達天皇 6（577）年に百済王が咒禁師を献上し

たとされ、これが日本に初めて咒禁が伝わった時とされる。新撰姓氏録の末使主は百済からの渡来人

を祖にするという記録と一致し、末氏も百済王が日本に献上した咒禁師の一員だったと考えていいだ

ろう。 

その後調査を続け、数名を見出すことができた。記録にある年代順に整理すると表 2ようになる。 

舎人とは、天皇や皇族などに近侍し、雑事にたずさわるものである。養老律令においては五位以上

の位階を持つものの子息を内舎人、左右大舎人、東宮舎人、中宮舎人に、六位から八位の位階を持

つものの嫡子または庶子を大舎人と左右兵衛に、一般人は衛士にするとある。 

皇后宮職は、皇后の日常生活を支えるための令外官である。蘇比麻呂はこの皇后宮職の下につい

た舎人ということになる。 

経師(キョウジ)とは、経文を書写するものである。 

史生(シショウ)とは、令制の各官庁四等官の下で文書の書写、整理などに従事した下級の書記であ

る。太政官、中務省、式部省にそれぞれ 20人、治部省、民部省、兵部省、刑部省、宮内省にそれぞれ

10人、大蔵省に 6人のほか、諸国にも置かれた。 

人  名 職名・役名 年  

末使主足人  729(長屋王の変) 長屋王邸跡から出土した木簡に名が記されてある。木簡

が書かれた年は不明。 

末使主 校生、舎人 733 皇后宮識写経所に服仕。蘇比麻呂と同人か。 

末使主蘇比麻呂 経師 733 皇后宮識写経所で写経に従う。 

734 布を給する 

735 布を給する 

738 蔵部官人。無位。 

末大鯖 刑部史生 761  

末石万呂 雇夫 762  

末使主望足 咒禁師 767 外従五位下を賜る。 

 

表 2 記録で確認できる末氏 
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雇夫(コフ)とは、令制において都で公用の労役に従事させるために地方から徴収されたものである。

石万呂は雇夫とあるため本家筋ではなかったのかもしれない。 

いずれにしろ、記録に残る末氏は律令体制が整い、咒禁師が典薬寮を構成するものとして公式に規

定される時期以降と見てよい。 

典薬寮とは、治療に司るものの省庁のようなものである。いつ成立したのか正確なところは分からな

いが、養老律令によると表 3のような構成であった。 

表 3 養老率用における典薬寮 

 

制定当時は咒禁博士の位階は医博士に次ぐ従七位上であったという。その後、正八位上に下がっ

ている。これは日本では病気平癒のための祈祷も含んだ呪術が咒禁師のみに独占されなかったという

ことが影響しているだろう。 

望足が外従五位下という高位を賜っているが、記録に残る咒禁師は望足のみであり、その後、咒禁

自体が衰退していくことになる。 

 

【ト】咒禁とは 

私の文章では「信仰」と「宗教」という言葉を使い分けている。多くの人にとってはどちらも同じではな

いかと思われているため、混乱が生じることもあるだろう。改めて私がどのような意味で「信仰」と「宗

教」という言葉を使用しているか説明しようと思う。 

「信仰」 

生活上や思考、価値観などの中に組み込まれ、習慣化されている何らかの対象に対しての

「感謝」「信頼」「恐れ」といった感情が同時に成立する「崇める」という状態である。 

多くの場合対象は神や仏などであるが、人や理論、思想、技術など何らかの特定のものを対

象とすることもある。 

信仰では、なぜその対象を崇めるのか、その意味は何かなどの知識的体系化は必ずしも必

要としない。 

「宗教」 

教義があり、その教義に示された対象である神や仏を、教義に示された通りに信仰する。教

祖がいることが多い。 

宗教で重要なのは帰属するという感覚とシステムがあることである。その宗教に入信する場

合、それぞれに特有な手続きがあり、移ることはあるにせよ所属する宗派、所属する施設(教会

や寺)が決まっている。 

このような区別によって使い分けている。 

なお、儀式や行事の有無は「信仰」と「宗教」を区別するものではない。儀式や行事は崇める対象に

対してどうすれば喜んでもらえるかといったことを考え工夫してきた結果として定型化されたものであ

る。ただし、「宗教」の場合は、崇め方ではなく、宗教への帰属意識を持たせることを目的としたものも

頭 1名 助 1名 允 1名 大属 1名 少属 1名
医師 10名 医博士 1名 正七位下 医生 40名
針師 5名 針博士 1名 従七位下 針生 20名
案摩師 2名 案摩博士 1名 正八位下 案摩生 10名
咒禁師 2名 咒禁博士 1名 咒禁生 6名
薬園師 2名 薬園生 6名
使部 20名 直丁 2名 薬戸 乳戸

正八位上（制定当時は従七位上）
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ある。 

そもそも「宗教」には信仰心が必要であり、信仰のあり方の一形態が「宗教」といえよう。 

現在、日本は「無宗教国家」といわれるが、それは信仰心がないということではない。生活の中、成

長過程のなか、娯楽の中に自然に「信仰」が寄り添っており、信仰心という面でいえば世界有数であろ

う。 

このような「信仰」と「宗教」についての考え方をベースとして咒禁について説明していく。 

咒禁は、道教を基盤とした魔術的治療法である。そこで、まず道教について確認しておきたい。 

道教とは中国における儒教、仏教と並ぶ主要な宗教である。古代中国における神仙思想を母体と

し、陰陽五行思想や道家思想と融合、仏教の影響も受けながら組織化された。ただし、日本の咒禁に

おいては現在のような道教ではなく、原始的なものがその基盤となっていたと考えられる。 

その源流は後漢に起きた「太平道」「五斗米道」の治療魔術と除災魔術にあり、その後、唐の時代に

国教化した。太平道といえば、後漢の終焉を象徴する黄巾の乱の首謀者である張角が教祖である。物

語である三国志演義では、幻術、魔術で各地の役所を襲い、軍と戦っている様子が描かれている。 

道教と魔術、呪術の関係につてはやや古い映画であるが 1985年公開の香港映画｢霊幻道士｣、

1986年公開の台湾映画「幽幻道士」に出てくるキョンシーという魔物とその退治法は道教をもとにして

いる。 

咒禁はこの治療魔術を引き継いで発展しているが、唐において咒禁師は官制の専門家であり、専門

的に養成され、魔術的治療を独占していた。唐では、道教の道士や仏教の僧尼が術をもって病を治す

ことは禁じられていたのである。 

古い時代の咒禁がどのような方術を行っていたのかは、資料が少ないので明らかではない。ここで

は「五法神」という方術を見ていくことにする。 

＜存思＞ 

五臓六腑に宿る神々である「身体神」を念じることで神々を臓腑に留めおき、健康になろうとい

う素朴な発想。 

＜禹歩＞ 

主に土地に対する呪術で、入山の前や、儀式を行う際に土地を聖別するため、清めるために

禹歩で周囲を歩き回る。 

いくつかの方法があるが、代表的なものは次の通り。 

⚫ 両足を揃える。左脚を一歩前に出す。右脚を左脚より一歩前に出す。左脚を右脚に揃え

る。右脚を一歩前に出す。左脚を右脚より一歩前に出す。右脚を左脚に揃える。といった

3拍子の歩き方である「禹歩三」 

⚫ 東方の歳星、南方の螢惑星、西方の太白星、北方の辰星、中央の鎮星を降臨させ五星

形を踏む「歩五星法」 

⚫ 北斗七星を描く「歩罡(ホコウ)」 

＜營目＞ 

片眼を閉じるという咒法。 

左營目とは左目を開けて右目を閉じることであり、右營目とは右目を開けて左目を閉じること

である。 

＜掌決＞ 

左手の親指を使って掌に割り振られた十二辰や八卦を押さえる咒法。 

＜手印＞ 
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片方の指、もしくは両方の指を使って印を結ぶ。 

このほか、呪符・護符も使われていたと思われる。この「符」は一般的に紙に文字や図を描いたもの

で、目的によって書かれるものが違う。 

先に触れた張角は、「符」を焼き、その灰をそのまま、あるいは水に溶いて服用することで体内を清

める「符水」という治療法を用いていた。 

日本の咒禁の方術がこれらと同じかどうかは分からない。それは、日本に伝わった咒禁が百済から

もたらされたものであり、唐と百済の宗教事情が同じとは限らないこと、そして日本の情勢が強い影響

を与えているだろうと考えられるからだ。 

 

【コ】日本の情勢と苦悩する咒禁師 

日本において咒禁師が官制となった年代は確定されていないが、681年に天武天皇の命で編纂が

開始され、689年に施行された飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリョウ)に記載されていた可能性がある

との説もある。仮にこれが正しいとした場合、咒禁師が日本に渡ったのが 577年であるから、110年が

たってようやく認められたことになる。ここまで時間がかかったのは日本において咒禁師の需要がなか

ったのではなく、当時の日本が信仰上大きな混乱の中にあったことが原因と思われる。 

混乱の原因は外来宗教である仏教をどのように扱うかということであった。 

仏教伝来の時期については元興寺縁起や上宮聖徳法王帝説では 538年、日本書紀には 552年と

食い違いが見られる。 

日本書紀の仏教についての記述は信用度が低いとされており、元興寺縁起や上宮聖徳法王帝説の

説を採用することが多いようだ。だが、元興寺は仏教を取り入れることに積極的であった蘇我氏が建立

した寺であり、上宮聖徳法王帝説は聖徳太子の伝記集である。いずれにしろ崇仏派の中心人物が絡

んだものであるため伝来を早く設定しようとするだろう。なお、上宮聖徳法王帝説は主要部分の成立年

代が 800年代初めから 900年代初めにかけてといわれており、伝来時期に関しての記述は元興寺縁

起に倣った可能性が高い。 

585年、蘇我馬子が自らの病平癒を祈るため仏法を信奉することの許可を敏達天皇に求め、天皇

はこれを許可した。ちょうどこのころから疫病が広まり、物部守屋と中臣勝海が疫病の原因は異国の神

を信奉したためであるとし、仏法の禁止を天皇に求めた。天皇はこれも認めたため物部守屋は自ら仏

塔を破壊、仏殿を焼き払い、仏像を海に捨てた。 

だが、疫病はいっこうに治まらず、翌年には敏達天皇が崩御する。 

あとを受けて即位した用明天皇も 587年に病となり、疾病平癒のために仏教に帰依することを望

む。ここに至って崇仏派は天皇の心にかなうものであり、廃仏派は天皇の心に反するものという構図が

出来上がる。これも影響し、両派の対立が激しくなる中、蘇我氏を味方するものも増える。 

対立の中、まず中臣勝海が殺された。 

さらに用明天皇が崩御すると、蘇我馬子は、穴穂部皇子、宅部皇子を殺害。物部氏も打ち破り、蘇

我馬子が奉じた用明天皇の皇后を即位させた。 

このようなことが咒禁師渡来後 10年のうちに起きている。咒禁師としてみればショックは大きかった

だろう。新しい宗教が日本に入ることでこれだけの混乱が生じるのだ。いくら治療のためとはいえ、道教

を前面に押し出すことははばかられたに違いない。 

その後も蘇我氏は仏法を中心とすることで力を増していった。 

日本ではこれ以降しばらく新たな宗教を取り入れることはしなかった。630年から始まる遣唐使にお



24 

 

いて、唐の皇帝から道教の師である道士を日本に連れていくこと、つまり日本において道教を受け入

れるようにとの命に対し、固辞し続けたのである。 

このような中にあって咒禁師たちはなおさらに道教色を薄めざるを得なくなっただろう。咒禁師たちは

日本に来て早々に日本式の咒禁を創造しなければならなくなったのだ。当然咒法にも影響を及ぼし、

効果にも混乱が生じる。それでも地道に活動を続け、やっと天武天皇の世に官制となったのである。 

ただ、官制となったからといって安寧な状態となったわけではなかった。767年に末使主望足が外従

五位下になったのを頂点として、咒禁は忘れ去られていく。官制となってわずか 100年足らずである。 

これは日本において祈願を含む呪術によって病を癒す職が咒禁師のみではなかったということが大

きいだろう。 

呪術といえば一番に思い出される陰陽師は、もともとは暦づくりのために星の運行を観察し、吉凶を

占うことから始まった。怨霊退散などを請け負うようになるのは平安時代だ。咒禁師の衰退に直接的に

影響を及ぼしたのは僧たちである。 

先ほど見てきた仏教導入に対する混乱でもわかるように、日本では早くから仏教の僧や尼が治療的

な咒法を行っていたのである。国家的な疫病退散も個別の疾病平癒も僧が念ずることが多く、咒禁師

の存在意味は強まらなかったのだろう。 

逆に言えば、僧に任せておけばいいものを、なぜ咒禁師を官制としたのか。何によって咒禁師たち

は官制を勝ち取ったのだろうか。私にはこれこそが末太郎俊仁につながる出来事と見ているのだが、

まずは末太郎俊仁の候補探しからはじめよう。 

 

【ヤ】末太郎俊仁は見つけられるか 

末太郎俊仁の太郎が一般的な名になったのは武士の台頭後であるので、後からつけられたものと

考えていい。 

では、末俊仁なる人物をどのように比定していくのか。方法は 2つであろう。 

A) 史料上確認できる人物からあてはまるものを比定する 

B) 史料上確認できない人物であるとし、出来事など状況証拠を固める 

歴史を標榜するのであれば、できる限り A）を採用したい。A)で検討した結果、あてはまるものがな

いという場合に B)に移行すべきである。 

では、比定するための条件とはどのようなものがあるだろうか。由緒にある人皇 10代というのは「昔

から」という意味合いしかないので省くと、次のようなものになるだろうか。 

① 謀反の疑いがかけられていた 

② その後、赦されている 

③ 神になるにたるできごとがあった 

まず、①の謀反について考えよう。謀反とはどのような罪であるか、養老律令から確かめてみる。 

⚫ 謀反（むへん）：国家を危うくせんと謀るをいう。 

⚫ 謀大逆（ぼうたいぎゃく）：山稜および宮闕を毀さんと謀るをいう。 

⚫ 謀叛（むほん）：国に背き偽に従わんと謀るをいう。 

謀大逆は、国家にとって重要な国土や建築物の破壊を意味するものだろう。謀反、謀叛については

分かりにくいが、天皇および政治機構としての国家を害そうとすることのようだ。 

いずれにせよ大罪であり、養老律令が初めに列挙する重大犯罪である八逆の初めに記されている

だけにもっともあってはならないこととしてとらえられており、このようなことが起きれば重大事として当
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然記録されることになる。 

まずは、謀反あるいは謀叛の疑いがあった出来事を探し、あてはまるものを絞ることは可能であろ

う。 

また、②を考えた場合、冤罪として嫌疑がはれた場合と、末端のものであり自分の意志とは関らずに

巻き込まれたことが明白となった場合とが考えられる。当然、末俊仁は謀反の首謀者や中心的な関係

者ではなかった。 

では咒禁師が謀反に巻き込まれるということはあり得るだろうか。 

咒禁は治療行為である。治療行為ならば、通常近づくこともできない人に対し間近に接し、直接施術

することが可能だ。このような立場のものは謀反を計画するものにとっては貴重な存在となる。この時

代、身分の差は厳格であって、見ることはもちろん、直接声を聞く、直接話しかけることもできないよう

なことも多かったからだ。 

さらに、治療行為という特徴も謀反を計画するものにとっては魅力的だっただろう。治療とは状態を

変えることであり、その替え方によっては重大な悪影響をもたらすリスクが存在する。つまり、うまくいけ

ば謀反と発覚しない可能性があるのだ。 

ただし、実行者となった場合は赦免されることは難しいだろう。許されたということは、未遂に終わっ

たのか、計画中に名だけ確認されたような程度だったのだろう。 

このような条件に合うものはいるだろうか。 

唯一可能性のある人物が、長屋王邸跡から発見された木簡に名が記されている末使主足人であ

る。残念ながら木簡の他の文字は判読できる状態でないためどのような人物かは分からない。そのた

め、末使主足人が咒禁師であったかどうかも分からない。舎人であった可能性も残る。だが、舎人であ

ればわざわざ木簡に名を記す必要はないだろう。 

長屋王は天武天皇の長男である武市皇子を父とし、かなりのスピード出世を遂げた人物である。721

年に筆頭権力者である藤原不比等が亡くなると、事実上長屋王が権力のトップとなり、律令政治を推し

進めていった。 

これに対し 729年、藤原不比等の子である藤原武智麻呂、房前、宇合、麻呂らが謀って、官人に長

屋王が国家転覆を図っていると密告させた。この密告を受けて長屋王邸に軍が向けられ、長屋王と家

族は自害したのである。 

その後、藤原四兄弟が政権を握るが、8年後、4人とも天然痘に罹って死亡している。これが長屋王

の祟りであるとされた。 

藤原四兄弟にしてみれば、長屋王の謀反を本当のこととするために関係のあるものをことごとく追求

しただろう。729年であればすでに咒禁師が官制となっている。長屋王と末使主足人の関係は咒禁を

通してのものであったと考えられるが、謀反の共謀者としてに仕立てるには絶好の人物だったに違い

ない。ただし、その後も咒禁師としての末氏は存続し、32年後に過去最高位にまで昇っていることを考

えると赦されたとみていいだろう。 

このように考えると末使主足人は①と②の条件をクリアしているといえる。問題は③だ。神となれるよ

うな状態を一律に定義づけるのは難しい。近代における権力者をそのまま神にするというものは別にし

て、人物であったとはっきりしているものが神になる場合に多いのが祟りである。菅原道真がその典型

である。この場合はじめは、祟りによる被害が起きた土地において祀られるのが普通だ。 

ということは、川越の地で祟りをなした場合に神として祀られるわけだが、末使主足人が川越、ある

いは武蔵国で祟りをなしたという記録はない。いや、長屋王の変を中心とした期間を調べても武蔵国に

おいて祟りの記録はない。 



26 

 

他に神となるような状態として考えられるのは、他者には不可能であり、偉大なことを成し遂げた、強

大な力を見せつけたという場合であろう。オオクニヌシやヤマトタケルノミコト、スサノヲなどが典型であ

り、多くの場合は、複数の事例、モデルを統合した結果である。 

逃亡者である末使主足人にこのようなことができたとは思えない。できるとすれば、当初からの目的

があって、充分に準備したうえで行われるはずである。 

ただし、末使主足人と他の誰かの実績が統合されたという可能性はあるだろう。 

その他、祖神としての氏神がある。記紀神話において多く見られるタイプの神だ。これに関しては、

その神の末裔である氏族がいなければならないが、末ノ太郎公、末俊仁を祖神とする氏族は見当たら

ない。末氏がそれにあたるかもしれないが、末使主望足以降、末氏がどうなったのか分からず、まして

や末使主足人以降も末氏が都を拠点としていたことを考えれば氏神として川越に祀る謂れはない。 

こうしてみていくと、末使主足人が重要な人物であるようだが、末ノ太郎公、末俊仁と同一人物だと

するには物足りない。 

何者かと統合されて末ノ太郎公が出来上がったという可能性は捨てきれない。その相手が実際に末

俊仁であったのだろう。そうでなければ俊仁という名が出てきた理由が分からない。太郎のような一般

的な名だけで充分だろう。 

では、末俊仁とはどのような人物か、いつ頃の人物か。 

ここからは B)の手法である「史料上確認できない人物であるとし、出来事など状況証拠を固める」こ

ととしよう。 

 

【ナ】状況から末俊仁を創造する 

ここからは確証のない話であり、今まで以上に想像力と創造力を駆使した展開となることを、まずは

宣言しておかなければならない。 

当然、新たな史料が見つかれば、容易に変更される類のものである。ただし、今現在においてはこ

のように考えると「一番しっくりくる」というものである。 

 

末俊仁が大きな功績を残し、川越の地、特にアラジュクの鎮めの森において大きな影響をなした時

期を考える場合、いくつかの条件を考えた。 

1. 末氏が渡来した以降の時期 

2. 末氏にも大きな影響を与え、変化が見られた時期 

3. 川越、もしくは武蔵国、坂東に関連する大きな変化が見られた時期 

以上である。 

１．は当然の大前提となる。２．は道教を拒否する日本において、なぜ咒禁が官制となったのかとい

う疑問にも通じる。すなわち、咒禁師が官制として律令に組み込まれた時期がこれにあたる。正確には

咒禁師を官制とするように朝廷が動き出した時期といえばいいだろう。 

３．は他に比べるとあいまいな表現となっている。その原因は都人にとって東国は未知の場所であ

り、特に坂東、現在の関東はよく分からないところであったからだ。感覚としては世界の果てといったイ

メージだ。東北地方は陸奥であり、住民を蝦夷と呼んでいたが、これはどちらかというと異世界のイメー

ジだろう。 

坂東は都からあまりにも遠いと考えられていたため、朝廷の意に沿わぬ、半独立勢力も多かった。 

このような状態であるから限定的な場所は認識されず、「あそこらへんはこんな感じだろう」ととらえら



27 

 

れていた。ようするに、中央の人々にとって東国、特に坂東は現実感のない場所だったのだ。だから、

坂東に関連する記録は少ない。 

この１～３の条件に当てはまる出来事、あるいは人物を探すとあまり候補はない。ほぼ唯一といって

いいものが、中臣氏の台頭である。 

中臣氏は仏教の導入に関連し、リーダーである中臣勝海を蘇我氏に殺されて以降力を失っていた

が、中臣鎌足によって蘇我入鹿、蘇我蝦夷が排され、大化の改新が進む中で絶対権力を得るに至っ

ている。 

この中臣鎌足は、中臣氏が古来司ってきた神事の任務を拒否し、政に専念したといわれているが、

これまで政の中心として働いていないものが、いきなりやろうとしたところで受け入れられるわけはな

い。背景となる力が必要になるのだ。中臣氏が強い影響力を持っているのは祭祀に関連するものであ

る。だがこれは仏教を優先する政策の中で有力なものではなくなってしまった。 

鎌足が政界において認められる、影響力を発揮できるようになるためには違う力が必要だった。そ

れが、かつて絶大な力を誇っていた物部氏の有してきた軍力、特に中央から忘れられていた坂東の勢

力である。 

物部氏は古来、軍を司る氏族であり、乱れの激しかった坂東の地に配下を送って安定化をはかって

いた。坂東は原住の豪族が多く、勢力争いも多く見られたのである。 

日本書紀によると、武蔵国造である笠原直使主(カサハラノアタイオミ)と同族の小杵(オキ)が国造の

地位を巡って争っていた。小杵が毛野国の首長である上毛野君小熊(カミツケヌノキミオグマ)に助力を

求めたため、534年に使主が朝廷に訴え出た。これに対し、朝廷は使主を正式に武蔵国造に任命、軍

を遣わして小杵を誅殺し、内紛を鎮定している。 

北関東に位置する群馬(上野国)、栃木（下野国）、茨木（常陸国）は馬の生産、鉄の精製と鉄製品の

製造が盛んだった。また、日本刀のもととされている蕨手刀も多く発見されている。この蕨手刀は刀身

と柄が角度を持たせてあることで、真直ぐな剣とは違い、切る力を持った武器である。平安時代、アテ

ルイ率いる蝦夷軍が使い、朝廷軍を苦しめたといわれる蝦夷刀も蕨手刀と同じ構造だっただろうといわ

れている。上毛野君小熊が納めていた毛野国は上野国と下野国を合わせたものだったので、かなりの

力を有していたのだろう。中央の施政者たちにとっても無視できる状況ではなかった。 

この時誰が遣わされたのかは記されていないが、軍に関することであり、相手が強力であるので、物

部氏が決定し、物部氏に与するものが遣わされたと考えていいだろう。というのも、633年にもとは聖徳

太子の舎人だったという物部直兄麻呂(モノノベノアタイエマロ)が武蔵国の国造に任命されたという記

録があるのである。 

笠原氏が物部氏の助力に感謝して物部を名乗るようになったとの説もあるが、笠原氏は現在の埼玉

県鴻巣市笠原付近を中心にしていた氏族であり、物部直氏は入間郡(現在の川越市、狭山市、入間

市、所沢市、富士見市、ふじみ野市など)に本拠を持っていただろうという説がある。つまり本拠とする

地がかなり離れている。物部氏が坂東の地を平らかにするために定着させたものと考えた方が自然に

思われる。 

物部氏は常陸国に武甕槌(建御雷 タケミカヅチ)を祭神とする鹿島神宮、霞ヶ浦を挟んで下総国に

経津主(フツヌシ)を祭神とする香取神社を建てている。このタケミカヅチ、フツヌシの二柱の神は国譲り

を成功させ、武神と認識されている。同神異名との説もあるが、物部氏は両神社をもって坂東の抑えの

拠点としたのだ。 

中臣鎌足はこの神社を我がものにしている。中臣氏のもともとの氏神は天児屋根と比売神であった

が、鹿島、香取を受け継いで以降はタケミカヅチ、フツヌシも氏神とした。 
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「大鑑(オオカガミ)」には中臣鎌足が鹿島の生まれであり、鹿島の神職をしていた父をついで神官を

務めた後に都に上ったという記事があるが、信じることはできない。だが、鎌足が坂東の物部残存勢力

を手中に入れることに腐心し、それが大躍進を支えたということは間違いない。 

では、末俊仁はこれにどのような関わり方をしたのだろうか。 

中臣鎌足が物部に由来する軍力を手に入れたとしても、それだけでは本当の意味で力を得たことに

はならない。軍を思うがままに動かせて初めて力を持つにいたるのだ。中臣氏はもともと直接的に軍を

動かす立場になかった。そこで目をつけたのが信仰である。信仰については古来受け継いできたノウ

ハウがある。坂東は都から遠いために新しい信仰のあり方が伝わるのが遅かった。そのため古い信仰

が残っていたのだろう。この地元の古い信仰を上手に保障してあげることができれば、人々は信頼して

くれる。 

この古い信仰を調べ、整備するのが末俊仁に命じられた役目だったのではないだろうか。神と対話

することで病を癒す力があるのならば、古い神と対話し、神自身を元気にして来いというのだ。 

本来であれば中臣鎌足の直属の部下を派遣したいところだが、そんなことをすれば、鎌足の動きが

蘇我氏に筒抜けになってしまう。末俊仁の従者として手のものを同行させたとしても、表に出ることは防

がなければならないのだ。表立って行動するものとしては、中央政界において無名に等しかった末俊

仁は適任であっただろう。末俊仁自身がうまく事が運べなかったとしても、同行した手のものが任務を

進めていけばいい。隠れ蓑になってくれればいいのだ。 

あるいは中臣氏と末氏の関係はもっと古くからあり、そのために末俊仁を任用したのかもしれない。

末氏は仏教にまつわる熾烈な権力争いを目の当たりにし、道教を前面に押し出すのではない日本式

の咒禁を整える必要があった。この場合、当然日本の信仰を学ぶ必要が生じる。これで頼れるのは中

臣氏であろう。崇仏派特に蘇我氏と、廃仏派特に物部氏および中臣氏の争いが激化したのが 587年

であり、この年中臣勝海が殺されている。ここから中臣氏は一時的に表舞台から後退している。中臣氏

と末氏が接近したのはこの時期ではないだろうか。 

では、中臣鎌足が末俊仁を坂東の地に遣わしたのはいつごろとなるか。年表を見ていくと興味深い

記録が残っていた。 

表 3 年表 

 
中臣鎌足が宮中で蘇我入鹿を殺害する前年、644年に東国、現在の静岡県、長野県を流れる富士

川周辺を中心に不思議な信仰が流行したのだ。開祖、もしくは首謀者は大生部多。読み方ははっきり

しないが、オオフベノオオだとされている。 

大生部多は蚕に似た虫を「常世(トコヨ)の神」とし、これを信奉すれば貧しいものは裕福になり、老い

534年 武蔵国造笠原直使主が同族の小杵と争う 

577年 百済王より経論、律師、禅師、比丘尼、咒禁師、造仏工、造寺工が献上される 

587年 用明天皇、病のため仏教に帰依することを望み、物部守屋、中臣勝海は反対する。 

中臣勝海が殺され、物部守屋と蘇我馬子が対立する。 

天皇没後、蘇我馬子が皇后（後の推古天皇）を奉じて、穴穂部皇子、宅部皇子を殺す 

633年 物部直兄麻呂（もののべのあたいえまろ）が武蔵国造に任命される 

物部直兄麻呂は、元は聖徳太子の舎人であった 

643年 蘇我入鹿、山背大兄王を襲わせ、山背大兄王一族滅ぶ 

644年 東国で常世神への信仰が流行し、秦河勝がこれを鎮める 

大生部多が、虫を「富貴をもたらす神」である常世神として祀ることを勧め大流行したもの 

常世神は常世にいる神であり、スクナビコナをさすか 

645年 中大兄、中臣鎌足らが宮中で蘇我入鹿を殺害。蘇我蝦夷も自死する 
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たものは若返ると説いた。大生部多は単独ではなく、巫覡(フゲキ)、すなわち神に仕える男女、神職や

巫女もいたということから、組織的な教団だったようだ。 

この教団は人々に虫を祀らせ、財を捨てさせた。この教えは都にまで広まり、虫を祀って歌い踊った

という。そこで秦造河勝(ハタノミヤツコカワカツ)が大生部多を打ったという。これでこの教義は鎮まった

と日本書紀、皇極天皇の記事にある。 

大生部多なる人物がどのようなものかは、富士川のほとりに住んでいたという以外は不明である。 

また、「打つ」という表現が「討つ」の意なのかもよく分からない。退治したことは確かだろうが、誰の

命で秦河勝が派遣されたかは明らかにされておらず、捕らえたという表現はないので、取り調べるよう

な正式な処分ではなかったのかもしれない。 

この秦河勝は聖徳太子とのつながりから、物部守屋追討に加わり、守屋の首をとった人物である。

当然この時点においては物部氏と組んでいた中臣氏と敵対する勢力に属する存在であった。しかし、

蘇我入鹿が聖徳太子の子である山城大兄王とその一族を滅ぼしたことで、中臣氏に付け入る隙が生

じた。敵の敵は味方になることができるのだ。 

つまりこの一連の騒動は中臣鎌足が演出したものではないかと考えられる。中臣氏は古来祭祀を司

っており、信仰についての知識や巫覡といった人材も豊富だっただろう。その中臣氏の後ろ盾があれ

ば、いかようにも演出できる。 

また、祀ったという虫について、日本書紀では「長さは 4寸ばかりで、橘の木や曼椒(ホソキ 山椒の

こと)にいる。色は緑色で、黒い斑点があり、蚕に似ている」と表現している。橘や山椒にいるということ

からアゲハチョウの幼虫と思われるが、わざわざ「蚕に似ている」と表記していることが興味深い。養蚕

や機織りは秦氏の得意とするところで、これによって莫大な財を成したといわれている。 

さらに、古代において予言は様々な形で表現されるとされ、重視されていた。例えば童歌の歌詞や

落書きもその類である。この騒動では虫を「常世の神」としているが、常世の国とは永遠に変わらない

国であり、死者の国である黄泉(ヨミ)の国と同義とされる。 

そして、その常世の神が蚕に似ているという。蚕の特徴は馬面である。東北地方で語られる蚕の起

源神話「オシラ様」信仰では馬と人間の娘が恋に落ち、生まれたのが蚕であるとしている。また、馬頭

観音を蚕守護として祀る地方もある。このように蚕は馬をイメージする存在である。 

馬といえば、蘇我馬子が思いつく。蘇我馬子は蘇我氏繁栄の礎を作った人物であり、蘇我氏の象徴

だ。 

すると、この蚕に似た虫が常世の神だというのは、蘇我氏が滅ぶことを暗示しているとも受け取られ

る。 

中臣氏は、坂東を自らの勢力内にする工作をしながら、それを隠すために派手な事件を演出したの

ではないか。そして、その事件に蘇我氏が滅ぶことを印象付ける要素を盛り込むことで、それが神意で

あるように操作したのではないか。そうでなければあまりにも都合がよすぎるのだ。 

 

【ム】整備された坂東 

中臣鎌足の目的は、古い信仰の保護ということではない。これは手段である。真の目的は坂東の

人々、勢力を味方にすることであり、そのために坂東の管理体制を作ることが目標となる。 

そのために末俊仁ら一行は、どのような人々が、どのような信仰を持っているか、中央との関係はど

のような状態で、自分たちの味方になるために必要なものは何かといった情報を、坂東全体を回って

かき集めたのだろう。 
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ただし、一行とはいってもごく少数であったに違いない。なぜなら蘇我氏に気づかれることがないよ

う、隠密裏に行動しなければならなかったからだ。このような行動においては、当然協力者の存在が必

要になる。常陸国には鹿島神宮、下総国には香取神宮という拠点となるべき場所がある。武蔵国の埼

玉郡には中央の援軍によって助けられた笠原氏がおり、武蔵国の入間郡には物部氏の傘下であった

だろう物部直氏がいた。笠原氏は元の国造、物部直氏はその時の国造である。特に物部直兄麻呂は

蘇我氏に主家である物部氏、そして舎人として仕えていた聖徳太子の家族を滅ぼされている。敵の敵

は味方という構図は成立しやすく、協力体制を築いていったのだろう。 

物部直氏については、聖徳太子伝暦（917年）に物部連とあるが、歴史学者、森田悌の説を採用し

直とした。ちなみに武蔵国はそのもととなる无邪志国の頃から无邪志氏、笠原氏、大部氏（武蔵氏に改

姓）と国造はみな直の姓である。 

先に少し触れたように、物部直氏は笠原氏から分かれた分家筋が名乗るようになった、あるいは笠

原使主の子が物部直と名乗るようになったという説もある。これが正しいとするならば、笠原使主が物

部氏の助力を得たのが 534年。名を改めるのはその後だろう。理由は、物部氏の力を背景として権力

を確固たるものにしよう、勢力を拡大しようというものだろう。感謝の念もあっただろうが、物部を名乗る

までするというのは利用しようとの思いが見えてくる。 

ただし、蘇我氏によって物部氏が攻め滅ぼされたのが 587年である。これ以降は物部氏の力をあて

にすることはできない。 

物部兄麻呂が武蔵国造となったのは 633年であり、50年近くも助力のあてのなくなった物部を名乗

り続けていることになる。 

物部兄麻呂は聖徳太子の舎人だったというが、聖徳太子が亡くなったのが 622年であり、蘇我入鹿

が山背大兄王を襲わせたのが 643年である。つまり、兄麻呂が国造に就任した時には、まだ聖徳太子

の子である山背大兄王は存命していたが、蘇我蝦夷から敵視されていた。そのような状況の下、聖徳

太子の舎人であったという関係や、物部を名乗っていることはリスクが高い。氏名を変えるというのは

かなり面倒くさいことではあるのだろうが、笠原氏から物部氏に変えたのであるならば、その経験からさ

らに変更することもできるだろう。事実、中臣鎌足が藤原を賜った際、中臣の一族はこぞって藤原を名

乗るようになったが、天皇より藤原は鎌足の直系のみにせよといわれ、中臣に戻している。このように

変えることは可能なのである。それを変えずに通しているところを見れば、もとが笠原氏であったとは考

えにくい。 

舎人についていえば、旺文社日本史大辞典によると「大化前代は東国の豪族の子弟から採用され

ていたが、律令下では貴族および下級官人の子弟から選ばれた」とあり、物部直氏も有力な豪族であ

ったことが分かる。重要なのは、聖徳太子との関係で兄麻呂が国造に抜擢されたことで物部直氏が力

を持ったのではなく、力を有するからこそ舎人になったということである。 

また、笠原氏はその後も続いており、源頼朝の御家人として笠原親景の名が確認できる。 

これらを考えると、笠原氏とは別の有力豪族であったと考えられる。 

 

では、末俊仁らの調査に話を戻そう。 

調査の結果、祈りの場としての神社が整備され、その神社の性質で管理体制を整えていった。それ

が直感的に感じられるのが図 11である。図は幸手市史から引用したものだが、荒川、利根川といった

河川を境界として、きれいに神社が配置されていることが分かる。 

東に香取神社があり、西側の武蔵国の大部分が氷川神社となっている。香取神社と氷川神社の間

に久伊豆神社と鷲宮神社がある。さらに、図にはないが香取神社の東には鹿島神社が配されている。 
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図 11 香取神社、久伊豆神社、鷲宮神社、氷川神社の分布 
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河川を境界にしているとはいえ、渡れないわけではなく、交流もあったことは明らかであり、それぞれの

神社が混在するのが当たり前である。自然にこのような配置になったとは到底考えられない。何らかの

意図によって、人為的に整備されたものと考えた方が自然だろう。 

では、それぞれの神社が配置された地域はどのような特徴、意味合いがあるのだろうか。 

 

【イ】各神社が配置された領域の特徴とはどんなものか 

図 11のような分布は、いっぺんにできたとは思えず、長い時間をかけて、新しく造られたり、社名・

祭神が変えられたりしていったものだろう。 

つまり、もともとあった神社も利用し、それぞれ香取神社や久伊豆神社、鷲宮神社、氷川神社にかえ

ていったというケースも多いはずだ。そのようなことが許されたのだろうか。 

世界的には、多神教であれ一神教であれ、その神がどのような神であるのかははっきりしており、他

に変えることができない存在である。だからこそ、信仰する神の違いによる戦が起こり、新たに占領し

た支配者は自分の信仰する神と、もともとその地で信仰されてきた神をどのようにあつかうかで苦心す

る。これに失敗すれば、統治は不可能になるからだ。 

一方日本の神の場合は状況が違う。中央政権は自分たちの正当性を確立させるため、系図に神を

組み込んだ。個別の神は、その段階で作られたと考えていい。 

そのような性質から、それぞれの神を意識するのは権力者間のみのことであり、一般大衆には関係

ないことだった。キリスト教であれば聖書の普及は絶対条件であるが、日本では個別の神々を記す記

紀は一般大衆には普及されていない。そのため、個別にどのような神がいるかは一般にまでは広まっ

ておらず、人々は古くからの信仰を継承していた。その神が、先述した「アラ」である。「アラ」は個別性

を有する神ではなく、神全体をさす。だから、祈りの場として神社ができ、ここに祀られている神は何と

いう名の神だと説明されても、「それもアラのうちだわな」と認識された。そしてその認識は、社名・祭神

が変わったとしても同じことであった。だからこそ、日本では、神社の社名・祭神が変わったとしても大き

な混乱も争いも生じなかったのだ。 

だが、中央政権に属する中臣氏（後の藤原氏）にとっては、どこの神社が何の神を祀っているかは重

要な意味をもつ。 

鹿島神宮および鹿島神社の祭神は武甕槌（タケミカヅチ）大神であり、香取神宮および香取神社の

祭神は経津主(フツヌシ)大神である。ともに、神話において国譲りを成功させた神であり、中央政権に

とっては自らの正当性の象徴である。 

このような意味からすると、鹿島神社、香取神社の分布する地域は、直接的に中央政権、とくに鹿島

神宮と香取神宮を手中に収めた中臣氏(後の藤原氏)による管理が可能な範囲ということになる。 

香取神社と他の神社との境界が、国境と一致しているために土地神的な意味合いがあるとの説もあ

るが、フツヌシとこの一帯との関係を示す話は香取神宮由緒にも一切ない。 

香取神宮と鹿島神宮は一対の存在とされ、香取海(現在の霞ケ浦だがもっと広域に広がっていた)の

南と北の岸にある。 

鹿島神宮の由緒には、神武東征において窮地を救った韴霊剣(フツノミタマノツルギ)はタケミカヅチ

が用いていたものであったので、神武天皇が祀らせたとある。しかし、神武東征は場所が違う。鹿島の

地との関係は全く不明である。 

香取、鹿島ともに土地との関わりが不明であるため、土地神として特定の範囲で祀られていたという

説は否定してよいだろう。 
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香取、鹿島の両神宮はその神話の性質から武神とされ、物部氏によって奉じられていた。国家の安

定的な統治のための拠点として、物部氏が建てたものを中臣氏が受け継いだと考えるのが自然であ

る。 

 

次に久伊豆神社を確認しよう。 

久伊豆神社の分布はかなり限定的であり、現在の地名でいうと、さいたま市岩槻区、鴻巣市、熊谷

市、行田市、蓮田市、加須市、越谷市、久喜市、白岡市、草加市、八潮市となる。中でも多いのが、岩

槻区、鴻巣市、行田市、蓮田市、加須市、越谷市、久喜市、白岡市である。 

祭神は大国主(オオクニヌシ)命(大己貴命とも表される)一柱、あるいは事代主(コトシロヌシ)命と合わ

せた二柱である。 

総本社がどこかは不明。加須市にある玉敷神社が延喜式武蔵国埼玉郡の玉敷神社に比定され、江

戸時代までは「久伊豆大明神」とも称されていたために、ここが本来の総本社ではないかとの説もあ

る。 

また、鴻巣市笠原にある久伊豆神社は延喜式武蔵国足立郡の足立神社に比定されているが、複数

の候補がある論社である。 

久伊豆神社は平安中期以降、武蔵七党と呼ばれる武士団が奉じていたという。特に私市(キサイチ)

党、あるいは野与(ノイヨおるいはノヨ)党が久伊豆神を氏神として篤く尊崇したとされる。この野与党の

構成員が鬼窪氏、白岡氏、金重氏、笠原氏、多賀谷氏などである。ここにある笠原氏は武蔵国造につ

ながるものではないかと考えられる。 

このようなことから、久伊豆神社の分布域は、物部氏に助けられた笠原氏の本拠と、関係性の深い

諸氏の治める地域であり、物部の跡を継ぐ中臣氏に対し比較的友好関係にあった範囲と考えられる。 

 

次に鷲宮神社である。 

祭神は天穂日(アメノホヒ)命、武夷鳥(タケヒナトリ)命、大己貴(オオナムチ)命である。 

アメノホヒは古事記では天之菩卑能命、日本書紀では天穂日命と表記され、その他にも多くの別称

を持っている。出雲国造の祖神とされ、タケヒナトリは子にあたる。 

鷲宮神社由緒によると、神代の昔に、アメノホヒとその子タケヒナトリとが、二十七人の部族等を率い

て神崎神社を建て、オオナムチ(オオクニヌシ)を奉祀したのに始まり、次にアメノホヒを崇め、別宮を建

てて奉祀したという。このアメノホヒを祀った宮が鷲宮神社につながるとされている。 

つまり、最初に祀られたのはオオクニヌシということになる。 

境内には縄文時代から古墳時代にかけての県選定重要遺跡である鷲宮神社境内遺跡(堀之内遺

跡)があり、古くから重要な地であったようだ。 

土師(ハジ)氏が出雲より移り、創建した神社ともいわれている。土師氏とは土器や埴輪の製作を司

る部曲である。部曲とは豪族の私有民であり、専門の職業を持つ。部民ともいう。 

また、鷲宮神社は太田荘の総鎮守といわれている。この太田荘は、埼玉郡太田郷を中心とする地域

が中世において荘園化したものであり、鷲宮神社の分布域も「武蔵国太田荘鷲宮大明神氏子名面帳

(1665年)」により確認できる太田荘の範囲と一致している。 

図 12は久喜市教育委員会が作成した「久喜市の歴史と文化財 2 鷲宮神社」から引用した、鷲宮

神社の氏子がどこにいたのかという資料となる。氏子の分布は鷲宮神社の分布と等しいので寛文

5(1665)年当時の太田荘域と一致することが見て取れる。 

これだけ一致しているということは、地縁的な鎮守神、土地神の性質が強いということだ。ただし、こ 
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図 12 寛文 5 年における鷲宮神社氏子の分布 

れは寛文 5年の段階での話だ。寛文年間といえば江戸 4代将軍家綱の時代であり、川越に所縁があ

ることで言えば老中であり、川越藩主である松平伊豆守信綱が亡くなったのが寛文 2年である。 
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創建当初から土地神として奉じられていたとは考えられない。 

ただ、吾妻鏡に鎌倉幕府が鷲宮神社を厚く庇護していたとの記録があり、味方にすするならば強力

な勢力をもつ地だったのだろう。 

祭神から考えた場合、現在の主たる祭神はアメノホヒとその子であるタケヒナトリである。オオナムチ

は本殿と並ぶ位置にある神崎社に祀られている。だが、由緒によれば神崎神社でオオナムチを祀った

のはアメノホヒであり、祭神として古いのはオオナムチであることが分かる。 

つまり、当初の祀り方としては久伊豆神社と同じようにオオクニヌシを中心としたものだったわけだ。

オオクニヌシは国譲りを承諾し、中央政権の存在を受け入れたものである。これは、中央政権の皇族

や貴族たちとは異なる出だが、中央政権の協力者という立場といえる。 

一方、アメノホヒはアマテラスとスサノヲの誓約（ウケイ）によって生まれた子である。一般的には、国

譲りの最初の使者としてオオクニヌシのもとに行くが、オオクニヌシに感化された神とされる。しかし、

｢出雲国造神賀詞｣では、アメノホヒは地上の様子をアマテラスに報告し、アメノヒナトリ（タケヒナトリ）と

フツヌシとともに地上を治めることに成功したとされている。アメノホヒは出雲国造家の祖神であり、｢出

雲国造神賀詞｣は出雲国造が新任した際、天皇に奏上する祝いの言葉であるので、当然祖神の功績

をアピールするかたちである。 

タケミカヅチは古事記と日本書紀のどちらにも国譲りの神として描かれているが、フツヌシは日本書

紀にしかその名がなく、｢出雲国造神賀詞｣に突然登場してくる。鷲宮神社が分布する東には、フツヌシ

を祭神とする香取神社が分布しており、中臣氏との関係性もうかがえる。 

 

つまり、中臣氏の直接的な影響を受ける地域が鹿島、香取の分布域であり、その西隣には中臣氏と

の関係構築が比較的容易い地域として久伊豆、鷲宮を分布させたのではないだろうか。 

さらにその西、武蔵国の大部分が氷川神社の分布域となる。ここは、鹿島、香取の分布域や、久伊

豆、鷲宮の分布域とは一線を画す場所だった。 

 

【ヨ】アラの信仰を認める氷川神社 

古代における武蔵国足立郡、現在のさいたま市大宮区にある氷川神社が総本社とされる。祭神は

スサノヲ、イナダヒメ、オオナムチの 3柱である。 

約 200社、あるいは 280数社あるといわれ、正確には全国にいくつあるのかよく分からないが、私

が調べられた範囲では埼玉県に 181社、東京都に 73社、神奈川県に 2社、福島県に 1社の計 257

社であった。他の資料では埼玉県に 162社、東京都に 59社、茨城県、栃木県、北海道に各 2社、神

奈川県と千葉県が各 1社の計 229社としている。 

いずれにせよ、旧武蔵国の範囲内がほとんどで、他の地域では見られないというのも一つの特徴で

ある。 

社伝によると、5代、孝昭天皇の 3年に創建されたといわれる。ヤマトタケルが東征のおりに参拝し

たといわれ、これによってヤマトタケルの負傷していた足が治り、立てるようになったことが「足立」の地

名の由来とされる。 

一般的には武蔵国一宮といわれる。一宮とはその国を治めるために中央から派遣される国司が、就

任時に最初に参拝する神社のことであり、その国を代表する神社といえるが、その選定基準は不明で

ある。そのため、一宮とされる、あるいは名乗っている神社が複数存在する国もある。 

出雲国は一般的には出雲大社が一宮だが、実際には出雲熊野大社が一宮であるとされ、祭祀行事
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においても出雲大社の神職である出雲国造を、出雲熊野大社の神職が罵倒するという神事がある。 

武蔵国も一宮とする神社が氷川神社の他にもう 1社ある。小野神社だ。祭神は天下春（アメノシタハ

ル）命であり、小野神社では武蔵国開拓の祖神としている。 

シタハルは思兼（オモイカネ）の子であり、兄弟神として戸隠神社宝光社の祭神である天表春（アメノ

ウワハル）命がいる。シタハルは秩父国造などの祖とされている。 

武蔵国はもともと无邪志（ムサシ）国、胸刺（ムナサシ、あるいはムサシ）国、知々夫（チチブ）国であ

り、初代国造はそれぞれ无邪志が兄多毛比（エタモヒ）命、胸刺が伊狭知（イサチ）値、知々夫が知々

夫彦であるとされるが、いずれも伝説の存在である。 

このうち、イサチはエタモヒの子ともされ、その祖は鷲宮神社に祀られるアメノホヒとされる。つまり、

武蔵国造家と出雲国造家は同祖となる。 

氷川神社の社殿によると、 

成務天皇のとき、夭邪志国造である兄多毛比命が出雲族をひきつれてこの地に移住し、祖

神を祀って氏神とした 

とされている。 

 

久伊豆神社や鷲宮神社でもそうだったが、武蔵国の有力者、豪族は出雲とのつながりを強調され、

出雲から移り住んだとされているのだが、これは中央政権が押し付けた主張である。中央政権にとって

は、自分たちと所縁の深い西国こそが初めに栄えたところであり、東国、その先の坂東などは、中央政

権の権力者にとって人と認められる者たちは住んでいない、未開の地という認識だった。だからこそ、

そのような未開の地を治め、力を持ち、中央政権に影響を与えるようなものたちは、自分たちの領域か

ら移ったものとしたかったのだ。現実には、もともと多くのものが住み、そのような原住の人々の中か

ら、その土地において吸収と離散が繰り返される中、力をつけ、豪族となっていったものたちが産まれ

ていったのだろう。 

このような、古代や中世における東国は鄙びた場所であり、劣っているという印象は、現在でも根強

く信じられているため、歴史考証でもこの認識をもとに論じられることが多い。 

氷川神社の社名の由来もそのような影響が窺われる。 

氷川の由来は、「氷川大宮縁起」「新編武蔵風土記稿」に出雲国の杵築大社（出雲大社）を遷して氷

川神社の神号を賜ると伝わることを理由に、出雲国の簸川、現在の斐伊川に因むとするのが一般的で

ある。これも東国の独自性を否定し、西国から新しいもの、良いものを取り入れたという形であり、何に

ついても「これはいつ中国から伝わったのか」といった歴史的考え方と同じ構図になっている。 

ただし、氷川と簸川は古い発音では、全くの別物となる。 

現在、濁音や半濁音などを除く基本的な発音は 50音といわれているが、現実にはや行とわ行に欠

落がある。上代においては母音が 8音あり、基本的な発音は 87～88音あったとされる。 

氷川神社の「ヒ」は甲類に分類され、同じ発音の字に日、陽、霊、一、桧などがある。一方、簸川の

「ヒ」は乙類に分類され、同じ発音の字に火、樋、干、肥などがある。 

これからすると、簸川がもととなって氷川神社の名が産まれたというのは難しい。簸川を肥川と表記

している資料もあるが、簸と同様乙類に含まれる字であり、氷とは発音が違う。 

もともとは別個の神社であったものを中央政権が無理やり出雲とのつながりをこじつけたといった印

象が強い。 

なぜ出雲あるのかというところにも、中央で権力を持つものたちの気持ちがあらわれている。出雲

は、「国譲り」より前には政権として中心的な存在であったが、「国譲り」をすることによって新しい権力
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者に従う立場となった。もともとの力を考えると無視はできない特別な存在ではあるが、中央の権力者

にしてみれば「勢力には入っているけど、自分たちとは違う」存在と認識されている。そのような存在の

さらに下に位置するような形に坂東を置いているということを考えると、中央の権力者の特権意識と底

意地の悪さが感じられる。 

ただ、坂東の豪族たちも徐々に中央とのつながりを強化しなければ生き残れないということを認識す

るようになり、自らも出雲との関係、中央との関係をアピールするようになっていく。これによって中央で

の力を強めようというのだが、自分たちの都合のよいようにルールを作ることのできる中央権力者の政

治力に敵うことはなかった。 

ただし、このような動きは豪族にかかわるものであって、その配下や一般の人々には関係ない。これ

ら大衆は古くからの信仰を守り続けていたのだ。古くからの信仰とは「アラ」への信仰である。 

中臣鎌足から始まる藤原氏は、地域性を整理し、それが一目瞭然となるように神社を拝するととも

に、大衆に対しては古くからの信仰を許した。その名残が氷川神社にある。 

江戸時代の文献に、大宮の氷川神社にある門客人神社について「もとは荒脛巾(アラハバキ)社」と

あり、新編武蔵風土記稿には末社として愛宕社、荒脛社、天神社、稲荷社が記載されている。 

また、江戸名所図会(図 12および 13)にも男體宮、女體宮と並ぶようにして荒波々幾社が確認でき

る。 

図 12 江戸名所図会の氷川神社 

図 13 荒波ゝ幾と思しき神社(部分拡大) 
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民俗学者の折口信夫は、「地主神みたいな、神杜以前の土着神（おそらく土地の精霊）を、かえって

客神として取り扱う。だからあべこべに、ほんとうの後来神または、時あって来る神を客神、客人権現な

どいう名で示していないのだと思います」といい土着的な神が後から来た神に主人の座を取って代わら

れたと解している。 

同じく民俗学者である石上堅も「日本民俗語大辞典」において「門客人を『ハバキ神』というのも、脛

巾(ハバキ)をつけて旅を続けて来たゆえの称呼で、元は、遠来の『遠津神（トオツカミ）』のことで、この

神がほんとうは、その土地草分けの地主神であったのだ。それが、あとから来た今来神（イマキノカミ）

に、その本殿を譲って、別殿の神となったのだ。遠津神という印象が、脛巾をはかせてしまったのであ

り、これがさらに神門に安置される左右の武臣にまで変る原因でもあった」と説明している。 

つまり、アラハバキとは古い、もともとの信仰の対象たる神ということだ。 

このアラハバキという神がどのような神であるかは諸説乱立し、分かってはいない。代表的な説とし

ては、ハバキを脛巾(旅行や作業のために脛に巻く布)とするもの、ハバキを蛇の古語とするもの、アラ

を鉄の古語とするもの、縄文の神とするもの等がある。それぞれ考察を加えていてはそれだけで一冊

の厚めの書籍ができるほどであるので、ここでは「アラを個別の神とするために中央政権が与えた神

名」という私の考えをもとに説明していく。 

アラハバキ神社と思われる神社は全国に存在するが、そのほとんどが武蔵(28社)、出雲および隠

岐(24社)、伊予(23社)である。陸奥も 18社と多いが範囲が広く、現在の都道府県に分けた場合、割合

は高くない。そして、武蔵の中でも多いのが大宮の氷川神社がある足立郡である。足立郡だけで 19

社。武蔵全体の 68％を占めている。そしてその多くが氷川神社の摂社もしくは末社である。新編武蔵

風土記稿によれば 18社であり、足立郡にあるアラハバキ神社のほとんどを占めている。 

これは江戸時代、新編武蔵風土記稿が成立した 1828年の段階で分かる範囲であり、古い時代に

はもっと多かったのだろう。 

あるいは、アラハバキという神名を用いずに「アラ」を祀り、祈りを捧げていた人々も多いに違いな

い。 

このような人々に対し、中臣鎌足は祈りの場所を提供することで信頼を勝ち取った。なぜそれほどま

でして、統治するものだけではなく、坂東の人々を味方にしようとしたのか。それは、古くからの信仰を

守る人々が強いからである。 

 

【ミ】神の力は人の認識によって決まる 

権力者の誕生は、神をどれだけ上手に祀ることができるか、あるいは上手に祀ることができるものを

管理できるかということから始まった。そこで、中央の施政者は、自らの正当性と力をアピールするため

に「神をコントロールする」ということに力を注いできた。 

その第一段階が神に名を与えることである。名を与えることで、個が特定され、他と区別される。そう

することで物語が生まれ、その神がどのような特徴があるかが決まる。このように名を与えるということ

は、神に対しその特性を縛る行為である。 

次に、願いを聞き届け、叶えてもらおうという祈願と、その手法である祈祷が生まれる。 

同様に好きな場所に任意の神社をコピーする「勧請」や、神を神輿に乗せて自由に移動させるという

方法が生み出される。 

これらも神の思考や行動を縛っている。このように神に縛りを与える、拘束する行為が「咒(呪)」であ

る。 
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「咒(呪)」は恨みに関するものだけではない。幸あれと願い、神を動かそうとする場合も「咒(呪)」であ

る。その典型が平安時代に疫病を鎮めるために行われた祇園御霊会である。 

このように権力者が力を示すために、人々に神への対応(咒)を見せるようになったことで、神は恐れ

奉るだけではなく、コントロールできる存在だという認識が広まっていった。平安時代には多くの人々が

呪を行うようになっている。 

これに対し神も受身だけではなかった。願うものに対し、力を貸すに値するかを見るのだ。値すると

判断されれば神は力を貸す。値しなければ咒は返され、願ったものに災いが与えられる。これは現代

でも同様だ。勉強もせずに試験の合格を願っても神は力を貸しはしないしが、成果を出すために人一

倍努力するものならば神は力を貸すだろう。 

末氏の家業である咒禁も同じだ。神の力を借りて病を癒す術であるからには、神はその覚悟を見て

いる。治る意思がないものや、治った後に私利私欲を尽くそうなどと考えているようなものは治りはしな

い。 

いずれにせよ中央政権が整備した神は「人のコントロールを受け入れる」神であり、人の話を聞き、

人に従う。神力も人がコントロールできる程度ということになる。 

一方、アラを代表とする古い信仰では、神は人のコントロールを受け付けない。神がいつ来訪するか

は神の意思次第であり、人は神のもてなし方を引き継いでいくしかない。神が来訪した場合であって

も、それによって何がもたらされるかは神次第である。人々は神をもてなし、神が満足して速やかに帰

ることを待った。 

このように古い信仰の神は一切の外力を受け付けない。それだけに神力も強力である。 

神がどれほどの力を持つかは、神自体の能力によるのではなく、人が神をどのように認識している

かによるのである。 

そして、強い神を祀っている人々と、弱い神を祀っている人々では前者の方が強力であるのは自明

の理といえるだろう。残念ながら坂東の豪族たちは政治力にたけていなかったため、権力者として他を

凌駕するものは生まれなかったが、中臣鎌足以降、権力の頂点に立つものや天下をとるものは坂東に

つながりを持つものたちだった。鎌倉から室町に続く政権、徳川政権、そして明治以降の政権もそうで

ある。 

それほど強い神を信仰し、強力だった人々だが、現在はアラへの信仰も忘れられ、明治政府以来の

神道教育によって日本中統一された神社のイメージが浸透した。 

それどころか、最近では神の力を感じられるパワースポットに平気で接近し、神に願い事をいうとき

には名前と住所を言わないと誰の願いかが神に伝わらないなどと主張するものも増えてきた。これが

一般認識になれば、神の力は人が直接触れても悪影響が出るほどの負荷があるわけではなく、人の

助けがなければ誰の願いかもわからないほどのひ弱なものになってしまうだろう。 

鎌倉時代の歌人、西行法師の歌に 

「何事のおわしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる」 

というものがある。これは西行が伊勢神宮を訪れた際に読んだものだ。何という神がいるからではな

く、どのようなご利益があるからでもない。ただただありがたく、畏れ多く、かたじけないと感じる。 

そのようなかたちでもいいのだろう。 

 

【フ】末ノ太郎公の創造 

中臣鎌足の命を受け、物部が地ならしした坂東を協力者に仕立て上げ、できれば傘下にするべく調
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査したわけだが、末俊仁にしてみれば、余所者が入り込み、そこに住む人々の大切にしている信仰に

ついて触れ、神と語らうなどということは畏れ多く、強い不安に苛まれたことだろう。 

そんな中、川越の地は武蔵国造である物部直氏の拠点であり、様々な助力があったと考えられる。

末俊仁にとっては非常にありがたく、強い好印象が残ったことだろう。内密の任務であるため他言は無

用であるが、帰宅後家族にはよく語って聞かせたのではないだろうか。 

アラジュクの雀ノ森(シズメノモリ)を信仰の場とし、守ってきた人にとって俊仁はどのように映っただろ

う。 

雀ノ森は聖地であった。これは神体山や磐座と同様の存在である。ただ、磐座とは違い、森全体を

聖地としていた。そのため、祭祀の場所は特定されておらず、毎回場所を変えて行なわれていたと考え

られる。このやり方は、島全体が聖地であり、今も禁足地となっている沖ノ島と同じである。 

これが末俊仁らによって祈りの場所が定められ、社または祠が建てられる。 

はじめは戸惑いがあっただろうが、祈りの場所、祭祀の場所が定まったことで、人々が集まりやすく

なり、管理もしやすくなっただろう。雀ノ森を守る人々も感謝の気持ちが生じたのではないだろうか。 

末俊仁らの任務が大化の改新のきっかけとなった乙巳の変(645年)の準備として、その前年である

644年に行われたとすると、その 85年後、729年に長屋王の変が起き、末使主足人が謀反に関わる

ものとして追われることとなった。 

俊仁と足人の関係を考えると孫または曾孫にあたるだろうか。俊仁の語った坂東アラジュクの地の

思い出は充分語り継がれていたと考えていい。 

前述の通り、都のものにとって坂東は辺境の地であり、ファンタジーとしてのあこがれはあるが、実

際に足を向けるということは考えられない場所であった。ただしそれは、土地に関する情報がない場合

だ。土地に関する情報があり、頼るべき目当てがある場合は、隠れる場所としてはこれほど好条件の

場所はない。 

では、長屋王の変が起きたころにおける川越のある武蔵国の状況はどうだっただろうか。 

物部直兄麻呂が武蔵国造に任命されたのは 633年。末俊仁が下向した時の国造は兄麻呂であっ

たと考えていいだろう。 

一方、長屋王の変は 729年であり、兄麻呂が国造になってから 96年経っている。当然代替わりをし

ている。問題は兄麻呂と同じ物部直氏だったのかということだ。 

764年、藤原仲麻呂の乱、あるいは恵美押勝の乱と呼ばれる事件が発生した。これを鎮めるにあた

って功のあったのが丈部直不破麻呂(ハセツカベノアタイフワマロ)である。この功によって武蔵宿禰の

氏姓を賜り、武蔵国造になったのが 767年である。 

丈部直氏は大宮台地を根拠地とし大宮氷川神社とも関係が深い。物部直氏とは別の氏族である。 

不破麻呂と同じく藤原仲麻呂の乱で功があったものに物部直広成がおり、768年に入間宿禰の氏姓

を賜っている。こちらが物部直兄麻呂につながる。 

武蔵国における権力が物部直氏から丈部直氏にいつ移行したのかが分からないため、末使主足人

が身を隠すために川越に入ったころには物部直氏が国造だったかどうかは分からない。ただ、広成が

入間宿禰を賜ったように入間郡の川越に物部直氏が根を張り続けていたことは間違いない。足人が頼

ることはできたのだ。 

では、雀ノ森を守ってきた人々からすれば、足人はどのように受け取られたのだろうか。 

俊仁が整備した祈りの場は大切に守られていた。当然、これを建てた末俊仁についても言い伝えら

れていただろう。 

そこへ同じ「末」と名乗るものがやって来る。本来は来訪神、まれびと神であるアラを信仰するものに
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とって、末使主足人は来訪神の再来と映ったのではないだろうか。これが主祭神として祀られることに

つながったのだろう。 

時間の経過とともに個人名は曖昧となり、エピソードも混同され混乱していく。確かなことは「末某（な

にがし）」ということだけとなる。そのため、武士の台頭とともに一般的になった太郎をあて「末太郎公」

となった。 

いずれにせよ、神となった当人からすれば驚きだろう。本人たちの人生は、まさに波乱万丈である。 

末使主足人は官制である咒禁師のはじめか、まだ官制として認められなかった時期と見られる。こ

れから咒禁が認められるようになるために大切な時期であり、だからこそ精力的に働いただろう。その

結果、謀反の疑いに巻き込まれてしまった。後に許されたとはいえ、命の危機にあったのである。 

末俊仁の時には咒禁は正式に認められていない。咒禁の未来のために身を粉にした人生だったの

だろう。 

人が神となる例はある。ただ、その多くは大きな祟りをなしたか、国などに大きな成果を成したもの

だ。このうち古くからあるのは祟り神であり、代表としては菅原道真や平将門などである。成果を上げた

ものを神にするというのは意外に新しい。豊臣秀吉や徳川家康がその例であり、子孫が神として祀る

例がほとんどである。八幡神を応神天皇にあてることもあるが、これは後に行われたことで、応神天皇

をモデルにして八幡神が産まれたわけではない。 

末太郎公という神は祟り神ではない。末氏の子孫が祀ったものでもない。人々の純粋な思いから生

まれた神なのだろう。 

 

【ヒ】残る雀ノ森氷川神社の謎 

雀ノ森氷川神社でしか確認できない祭神である末ノ太郎公が何者なのかと、その背景となる原始的

な信仰についてみてきた。ある程度整理できたと思うが、雀ノ森氷川神社由緒のなぞはまだまだ存在

している。 

細かく考察していくときりがなくなるので、締めとしてどの様な謎があるかを大まかに解説していくこと

にしたい。 

まずは、由緒に書かれたエピソードを簡単に整理してみよう。 

⚫ 末太郎俊仁公を祀る 

⚫ 日本武尊の霊を勧請する 

⚫ 三社大権現と号する 

⚫ 須佐之男命、大己貴命、日本武尊、末ノ太郎公、御后を合わせて祀る 

⚫ 金毘羅三社大権現と号する 

⚫ 幼年の空海、三社大権現に出家の大願をかけ、成就の後、金毘羅大権現を自ら彫って帝

の宝内殿に納める 

⚫ 源経基が空海の金毘羅像を金毘羅大権現社に納める 

⚫ 東国における金毘羅信仰の総社とされる 

⚫ 正慶元年から足利家の崇敬を受ける 

⚫ 足利尊氏の時代に別当寺を建てる 

⚫ 6代足利義教の頃に十一面観音像を納める 

⚫ 戦国の混乱で十一面観音は失われたが、金毘羅像は残る 

⚫ 一時、稲荷の里(場所は不明)に移る 
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⚫ 11代足利義澄のころに旧地に戻る 

⚫ 氷川神社に社号を変える 

まず初めに末太郎俊仁と日本武尊を祀ったことが分かる。さらにこの時点で「三社大権現」としたと

いう。 

この時点での疑問点は２つ。1つめは「日本武尊の霊を勧請した」という点。もう一つは「三社を名乗

る」という点である。 

勧請とは、任意の神を、任意の場所に祀ることをいう。このことで、好きな場所に好きな神社を建てる

ことが可能となった。ただ、この勧請という考え方は日本固有のものではなく、後に取り入れられたもの

である。 

もともと勧請という語は仏教用語である。意味は「仏に説法してくれるように願い、また、その教えが

世に長くあるよう請うこと」であり、ここから「神仏の来臨や神託を請い願うこと。また、高僧などを請い

迎えること」を意味するようになった。さらに神仏習合を背景とし、神仏を招いて奉安することを意味す

るようになった。寺はもともと好きなところに建てることができたということも、この考えの発展に影響し

ているだろう。 

さて、このように勧請が盛んとなったのは仏教が根付いてからであり、平安初期ごろからではないか

と考えられる。 

つまり、「日本武尊の霊を勧請した」のであれば、早くても平安初期のころとなる。 

次に三社の謎である。三社とは三つの社、つまり三柱の神を祀ったことを意味する。三社祭で有名

な浅草神社の祭神も檜前浜成命(ヒノクマノハマナリノミコト)、土師真中知命(ハジノマナカチノミコト)、

檜前武成命(ヒノクマノタケナリノミコト)の三神である。 

雀ノ森氷川神社の前身である三社大権現も三柱の神を祀っていたものと考えられるが、三社と名乗

るようになったという時点で二柱しか記されていない。このことが、多くの事柄に影響し、矛盾が生じる

こととなる。 

次いで、金毘羅三社大権現となった際の祭神が五柱記されている。スサノヲ、オオナムチ、ヤマトタ

ケル、末ノ太郎公と御后である。ここで不思議なのは、金毘羅三社大権現であるにもかかわらず祭神

に金毘羅権現あるいは同体とみなされるオオモノヌシの名はない。 

オオモノヌシはオオクニヌシの和魂（ニギミタマ）とされ、オオナムチはオオクニヌシの別名であること

からオオナムチを金毘羅権現と見立てたとも考えられるが、金毘羅権現と同体とみなされるのはあくま

でオオモノヌシであり、オオナムチではない。 

氷川信仰における祭神の場合はオオナムチだ。スサノオ、オオナムチとあるため、この五柱の祭神

は金毘羅信仰というよりも氷川信仰の祭神として相応しい。 

ただし、氷川信仰の神だとしても御后という祭神が引っかかる存在として浮かび上がる。由緒の書き

方で言えば、御后とは末ノ太郎公の后というように解釈できる。しかし、妻を連れていたという表現も、

妻が一緒に祀られたという記載もなく、いきなり登場しているのだ。 

これは、五柱の祭神のうちスサノヲ、オオナムチは明らかに後から祀られた神であること、もともと三

社大権現とされていたため残りの三柱の神が当初祀られた神であろうというように考えられ、整理され

たことによるのだろう。 

この御后とは本来スサノヲの后であるクシイナダヒメだったのではないだろうか。これが、神名が忘

れられ、女神であったこと、あるいはいずれかの祭神の妻にあたるということのみが伝わったため、初

期三社の一柱として末ノ太郎公の妻とされたのだろう。 

金毘羅三社大権現と呼ばれたことを考えると、初期の三柱は末ノ太郎公、日本武尊、金毘羅権現だ
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ったのではないだろうか。 

金毘羅権現は大物主と同体と考えられているが、いつ頃からそのように考えられるようになったのか

ははっきりしていない。金毘羅信仰の総本宮である金刀比羅宮の由来も 2つの説がある。 

1つめは、オオモノヌシが象頭山に一時的な滞在場所である行宮（アングウ）をつくり、その跡地を琴

平神社とした。その後、仏教神である宮毘羅（クビラ）と習合したというもの。 

２つめは、はじめに真言宗の松尾寺が象頭山に建てられ、仏教守護の神として宮毘羅が祀られた。

その後、役小角（エンノオヅヌ、エンノオヅノ）が象頭山で金毘羅（クンピーラ）に遇ったことから金毘羅

大権現としたというもの。 

金毘羅権現である宮毘羅は仏教守護の神である十二神将に含まれる。もとはガンジス河に棲むワ

ニを神格化したものである。そのために水運を司るとされた。 

オオモノヌシは先に触れたようにオオクニヌシの和魂とされる。古事記において、ともに国造りを進め

ていたスクナビコナに去られたオオクニヌシが途方に暮れていると、海の向こうから現れた神として描

かれている。この時オオモノヌシは、自分を御諸山（オモロヤマ、現在の三輪山）に祀れば国造りを手

伝うといったという。このため、オオモノヌシを祀る根本地は三輪山（大神神社）とされている。この古事

記の表現ではオオクニヌシとオオモノヌシは別神である。オオクニヌシの「幸霊（サキミタマ）・奇魂（クシ

ミタマ）」としているのは日本書紀の表現であるが、こちらではオオモノヌシという名は記されていない。

特徴としては山の神としての性質が強い。 

オオモノヌシは祟り神としての性質も持っており、これを見ればオオクニヌシの和魂の部分、つまり

荒々しくない部分を取り出したものとは言えないことが分かる。やはり、もともとは別の神であったのだ

ろう。日本書紀、古事記の表現にも差異が生じており、どのようにあつかうかについて、この段階では

確立されていなかったことが分かる。これが確立していくのが、江戸中期以降の国学による「神道」の

研究によってである。 

当然、それまでにもそれぞれの信仰の中で神に対する認識は形作られてきたであろう。だが、雀ノ森

氷川神社の由緒がまとめられたのは江戸時代と思われ、その過程においてその当時流行りだしてきた

復古思想を主流とする国学の知識が活用されていてもおかしくない。 

雀ノ森氷川神社由緒をまとめた人物は、かなりの学を納めた人物のようだ。由緒に出てくる人物も神

社の格を高めるために厳選している。ただし、当時の常識と現在の評価は違っており、現在の知識か

らすればそれぞれのエピソードは創作と見ていいだろう。 

空海は現在の香川県に生まれ、１５歳で都に上る。今でいうキャリア組官僚となるために学問にはげ

む中仏教と出会い、出家を志した。つまり、出家を発願したのは都においてであり、川越にまで来ると

いうことは考えられない。 

空海の彫った金毘羅像を納めた人物として源経基をあげている。源経基は確かに武蔵介として武蔵

国に下っていたが、金毘羅像を納めたとされる時期は、平将門の叛意を訴えるために都に上り、逆に

拘禁されている。その後、将門の行動が都に知らされ、将門の反乱が本当のことと分かると赦された

が、それまで自由が奪われていたのだ。川越に金毘羅像を治めるような時間はないように思われる。 

足利家から熱く遇されたというのも根拠は薄い。足利家は源氏の正統を継ぐ家柄であり、鎌倉幕府

の頃は鎌倉にいた。その後室町時代は京を拠点としている。直轄領は各地に分散されていたようだが

川越が直轄領であったという記録はみつけられなかった。 

源経基と足利家に共通するものといえば「源氏の正統」ということである。この「源氏の正統」に価値

があると考えられるようになったのは江戸時代だ。徳川家康が自らの系図を「源氏の正統」とし、源氏

こそが武士の棟梁であるというイメージ戦略を進めた結果である。 
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このように雀ノ森氷川神社由緒が江戸時代、それも中期以降にまとめられたということは間違いない

と思うが、この作業の中で、当時の祭神をもともとの祭神として記載してしまった。それが金毘羅三社

大権現の五柱の神々ではないだろうか。この時、由緒をまとめていたものは祭神とは増えることはあっ

ても減る、消されるということはないと考えていたのだろう。そして、そうであるならばこの五柱の祭神は

氷川信仰の神々と考えてよい。由緒をまとめている時期には氷川神社に変わっていたのである。 

ただし、根本的な謎はまだ残っている。なぜこの地で金毘羅信仰の神社が成立したのかということで

ある。確かに縄文時代には仙波台地の縁まで海が来ていた。その記憶が伝承されたのか。あるいは

赤間川、新河岸川、不老川といった河川があるので、川を使った運送の守護としたのだろうか。 

金毘羅信仰が流行ったために取り入れたということも考えられる。現在の雀ノ森氷川神社には江戸

時代に流行した富士講の名残として、模擬的な富士山が残されている。これに昇ることで富士登山と

同じご利益があるとされたものだ。このように流行を敏感にキャッチし取り入れるような気風があったの

だろう。ただし、金毘羅信仰が全国に広まったのは、有名な寺社に旅行することが流行した江戸時代

のことである。 

もともと氷川神社だったものが金毘羅権現と変わったならば話はスムーズである。だが事実はその

逆の順番であり、実に悩ましい。 

このようにまだまだ雀ノ森氷川神社は魅力的な謎に包まれている。 

ただ一つ言えることは、末ノ太郎公という謎の神をこの土地の人々は、長く守り続けてきたということ

だ。分かりやすい神、流行の神、権力者に近しい神などに変えようと思えばできたはずである。それを

しなかったということは、末ノ太郎公は特別な存在と認識されていたのだろう。 

仮に、私が考えたように末氏がモデルであったなら、自分が神として祀られ、大切にされてきたことを

どのような思いで眺めているだろうか。祖国の命で日本にわたり、自分たちの力を発揮し普及させよう

とした矢先に日本の権力争いによってその存在価値も失われそうになった。そこから世代を超えた苦

労を重ね、やっと官制にまでたどりつくことができたが、ついに根付くことはできなかった。そんな末氏

の歴史と並べると何とも皮肉なことに思えるかもしれない。 

だが、これからも末ノ太郎公という謎の神は、雀ノ森氷川神社で祀られ続け、守られ続けるだろう。

理屈ではなく、感謝の気持ちをもって。 

 

【蛇足】 

本編は終了したわけだが、ここで２つほど蛇足を加えようと思う。 

まずは軽いところから。 

今回の考証では咒禁師が重要な役割を担った。咒禁師は咒をもって治療を行う専門家である。そこ

で各章の頭、章数を表す部分に咒言を忍ばせてみた。 

各章の頭にある言葉を並べると 

ひ、ふ、み、よ、い、む、な、や、こ、と、ト、コ、ヤ、ナ、ム、イ、ヨ、ミ、フ、ヒ 

となる。一から十までと十から一までの数字を表す古い言葉だ。 

これは、ひふみ祝詞やニギハヤヒの布留の言（フルノコト）などさまざまなものに含まれている基本的

な咒言である。単に数を数えたのではなく根源的な意味合いがあるとされているが、解釈は様々だ。 

心を落ち着かせたいときにこれを繰り返すといい。 

ちなみにニギハヤヒは物部氏の祖とされ、ニギハヤヒの布留の言は物部の呪文などとも呼ばれるこ

とがある。 

むやみに咒言を記して大丈夫なのかと心配される方もいるだろう。大丈夫、皆様には影響はない。
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咒（呪）はそれを願い、咒としての行動を示したものと神との契約である。もし神がその願いを助力する

に値しないと返すとすならば、それは咒を施した私に対してである。 

ではどのような咒を願ったのか。それは「一般民衆の歴史に対し興味関心がもたれる」ということだ。

歴史は、史料を根拠として古の再現を試みる。史料には書や文といった文献と、発掘された遺物とが

あるが、その性質上権力者のものがほとんどである。そのため、歴史はその当時の権力者がどのよう

なことを考え、何をしていたかということになってしまう。 

ほとんどの諸外国では権力者の思想、信仰と民衆のそれが一致しているのでそれほど問題とはな

らない。しかし、日本の場合は本編で見てきたように、権力者の思想、信仰と民衆のそれとは違ってい

る。なので権力者の歴史のみでは日本の成り立ちを理解できないのだ。 

例えば、権力者の祭と民衆の祭は違う。古くから伝わる祭であっても、民衆の祭の中には正式な神

事が含まれない場合もある。これを権力者が作った記紀をもとにして解釈しようとしても無理なのだ。 

だから、民衆が何を信じ、何を考え、何をしてきたのかに興味関心が広まり、新たな歴史の考証方法

が生まれることを望んだのである。 

 

もう１つの蛇足は、本編での考証を覆すかもしれないことである。 

本編において敵役として登場した蘇我馬子の墓とされているのが石舞台古墳である。この古墳は早

くから墳丘部分の盛り土が除かれ、その型が不明である。ただし、基底部の形は方形だと確認されて

いる。そのため方墳だろうといわれている。 

蘇我馬子が活躍していた時代、天皇陵の型は方墳と決まっていた。八角墳となるのは次の舒明天

皇からだ。推古天皇陵は方墳であり、馬子の墳墓も方墳だったとすると「蘇我氏は自らが天皇であるか

のようにふるまった」という日本書紀に記されるイメージと一致する。逆に言えば、蘇我氏のイメージは

日本書紀に記されたものによってつくられたものなのである。このイメージが当然のものとされてきた

が、近年そのイメージを覆す研究がなされるようになった。 

日本書紀編纂の責任者は舎人親王であるが、大きな影響を及ぼしたのは藤原不比等であるという。

藤原不比等は中臣鎌足の次男とされている。つまり、蘇我氏を滅ぼした側の主張が日本書紀に記され

ているということになる。 

日本書紀に描かれる蘇我氏は逆臣であるが、実際には大化の改新によって推進された政治改革の

礎を作ったのは蘇我氏であった。 

蘇我氏はそれまでの部民制を廃して屯倉制とした。部民制とは、王権に従属する諸豪族が、王権の

承認のもと一定の範囲で人民を所有し、それを基盤に王権に対して尽くすというものである。部はもと

もと伴(トモ)と言われていた。つまり、多くの伴を所有した大豪族が大伴氏であり、多くの部を所有した

大豪族が物部氏となる。 

屯倉制は中央政権の直轄地である屯倉(ミヤケ)を全国に置き、これを基盤として中央による政治を

行うものだ。蘇我氏はこの屯倉の拡大に対し積極的に貢献することで権力を拡大した。 

この屯倉では、農民たちの戸籍を作って管理したといわれ、大化の改新で進められた律令公民制の

基礎的考えへと発展していく。 

現在、蘇我氏が討たれたのは逆賊だからではなく、優秀で権力が集中していたからだとの考えが広

まっている 

つまり、蘇我氏は日本書紀が描くような「悪逆であり、改革に邪魔となるような存在」ではなかった。 

であるならば、当然天皇陵と同型の墳墓にすることは憚られただろう。そこで浮上してくるのが方墳

の上に饅頭のような円墳が乗った上円下方墳である。石舞台古墳が上円下方墳だったのではないか
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という説は以前からあったものだ。 

この上円下方墳は全国的にも非常に珍しく、調査中のものも含め７基ほど(表６)しかない。 

表 6 上円下方墳 

（発見順） 場所 １辺 高さ   

石のカラト古墳 奈良県奈良市と京都府木津川市の境 13.8m 2.93m 7～8世紀 

清水柳北 1号墳 静岡県沼津市 12ｍ 約 2m 8世紀初頭 

武蔵府中熊野神社古墳 東京都府中市 32ｍ 5ｍ以上 7世紀中ごろ 

天文台構内古墳 東京都三鷹市 27～28ｍ 約 2ｍ 7世紀後半 

野地久保古墳 福島県白河市 16ｍ 約 1.5ｍ 7世紀後半～8世紀初頭 

山王塚古墳 埼玉県川越市 63ｍ 4.5ｍ 8世紀初め 

宮塚古墳 埼玉県熊谷市 17×24ｍ 約 2ｍ 7世紀末 

  

石舞台古墳 奈良県明日香村 50ｍ   
6世紀末～7世紀前期 

蘇我馬子没 626年 

ただし、明治天皇以降の天皇陵も上円下方墳だが、これはモデルとした舒明天皇陵、天智天皇陵、

天武天皇陵を上円下方墳と誤認(これらは正確に言えば上八角下方墳である)されたからであるため除

いている。 

この上円下方墳の中で基底部になる方墳部が一番大きいものが川越にある山王塚古墳なのだ。 

石舞台古墳が上円下方墳だったとすると、これらの上円下方墳も何らかの形で蘇我氏とつながりが

あったと考えられる。ただし、上円下方墳が蘇我氏固有の形式というわけではない。蘇我氏の他の墳

墓の形式の中に上円下方墳は見られない。 

では、どのような関係にあるものたちが作ったのか。 

現在、上円下方墳の被葬者ではっきりとわかっているものはない。そのため、状況証拠から推測す

ることにする。 

注目すべきなのは、やはり川越にある山王塚古墳だろう。高さこそ武蔵府中熊野神社古墳の方が高

いが、規模は最も大きい。石舞台古墳をも上回っている。単純に考えれば、それだけ強力な勢力を持

つ人物の墓ということになる。 

細かな考察はおくとして、私が最も可能性のあると考えているのは高麗王（コマノコニキシ）氏であ

る。物部直氏は先に触れた通り８世紀後半に丈部氏(武蔵宿禰氏)に国造の座を奪われるところをみて

も、ここまでの規模の墳墓を作る力はなさそうだ。 

高麗王氏の初代は高麗王若光（ジャクコウ）であり、それまで駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸、

下野に居住していた高麗人 1799人を集めて設けられた高麗郡のリーダーである。高麗郡ができたの

は 716年であり、山王塚古墳が作られた 8世紀初期と一致する。時期的に若光自身の墓とは考えら

れないが、若光の指揮のもと再び集結した高句麗の人々が力を合わせて作ったとも考えられる。 

高麗郡が当初どれほどの範囲だったのか分からないが、江戸時代には現在の地名でいうところの

日高市、飯能市、鶴ヶ島市 3市の全域、および狭山市、川越市、入間市、毛呂山町 3市 1町のそれぞ

れ 1部が含まれていたという。 

では、高句麗の人々が上円下方墳という特殊なデザインの墳墓を作るということがあり得るのか。 

高句麗の古墳としては世界遺産となった高句麗古墳群が代表的だが、その中でも階段ピラミッド型

の古墳が特徴的だ。日本と違い岩山が多い地域であるため石塚ではあるが方墳を重ねたような形状

をしている。上円下方墳は、これを土で作るために簡略化したものと考えられないだろうか。 

山王塚古墳の埋葬者として考えられるのは、高句麗の王と高句麗国そのものだろう。高句麗は 668

年に滅んでいる。もちろん日本に王の遺体が運ばれた事実はない。だが、その霊を祭るモニュメントと



47 

 

して王陵を模した上円下方墳をつくったと考えることはできる。モニュメントであるから、他にはないほど

に大きいのだろう。 

では、蘇我氏との関係はどうだろう。 

蘇我氏が多くの渡来系氏族と関係を深め、それを力として台頭してきたことは知られている。代表的

な存在が倭漢（東漢、ヤマトノアヤ）氏だろうが、他にも船氏や鞍作氏などとも関わりが深い。 

このような渡来系氏族への接近法としては様々なケースがあっただろうが、その一つの形が婚姻関

係を結ぶというものだ。蘇我氏は天皇家との間にも婚姻関係を結ぶことで権力を高めていっている。同

じように渡来系の氏族とも婚姻関係を結んだケースもあった。 

蘇我入鹿は名を鞍作といい、蘇我林臣鞍作、蘇我鞍作大郎（太郎ではない）などとも呼ばれている。

ここから渡来系の鞍作氏の娘を母としていたのではないかとの説もある。 

日本書紀欽明紀には、蘇我稲目が高句麗の女性を娶ったとの記事がある。蘇我稲目は蘇我馬子の

父である。高句麗の女性がその後どうなったのか、子をなしたのかなどについては不明だ。同様に馬

子の母親についても説が分かれていて確定されていない。もし、馬子の母親が高句麗の女性であった

のなら、母親系の上円下方墳を自らの墳墓とした可能性も高まりそうだ。馬子の母が高句麗の女性で

ない場合でも、父の稲目を通して高麗氏とのつながりは強かっただろう。 

その他にも蘇我氏の系譜を見ると、稲目の父が蘇我高麗、蘇我高麗の父が蘇我韓子であり、渡来

系、とくに朝鮮半島所縁の氏族との関係を想起させる。もっとも、稲目よりも前の系譜については後世

の創作との説もある。 

このように渡来系氏族と積極的に関係を持った蘇我氏を、末氏はなぜ頼らなかったのか。全く頼らな

かったかは分からないが、大きな理由としては他の渡来系氏族よりも遅れてしまったこと、末氏が咒禁

師であり日本の信仰を学ぶ必要があったからだろう。 

いずれにせよ、蘇我氏と高麗氏は深い関係性でつながっていたと考えられる。 

仮に、馬子の陵墓が上円下方墳であり、山王塚古墳が高麗氏の作ったものであるならば、川越を含

む武蔵国の世界観が大きく変わってくる。 

所詮は仮説をもとに仮説を立てたものである。証明されるには、山王塚古墳の調査が進み被葬者や

作ったものが確定されること、蘇我馬子と同時代のものが書いた日記などの史料から石舞台古墳の形

状が明らかになることなどが必要となる。それが果たされた場合、武蔵国は今までのように「鄙びた、

辺境の、無視してもいい」と認識されていた場所ではなく、「積極的に取り入れるべき大切な場所」と認

識されていたことになってくるだろう。 

その場合、物部氏がなぜ物部直氏を川越に置いたのかという意味も重要なものとなってくる。そのよ

うなパワーバランスの中心に雀ノ森氷川神社があったのかもしれない。 


