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平城遷都1300年を迎えて
NPO法人社叢学会

本年は和銅3年(710)の3月10日に、藤原京か
ら平城京へ都が遷ってから数えて1300年になる。
奈良県、奈良市を中心に様々なイベントが開催さ
れるが、本学会も5月30日に春日大社で総会・研
究大会を開くことになっている。
“青丹よし寧楽のみやこ”と『万葉集』に歌わ
れた平城京の歴史と文化は、天平勝宝4年(752)4
月9日の東大寺の大仏開眼供養会の盛儀に集中的
に象徴されているが、天平の代の内実は政争と争
乱の渦中にあった。非天平なるがゆえに｢天王貴
平治百年｣の代が希求されたといえるかもしれな
い。
正倉院御物をはじめとして華麗な天平文化は盛
んに論議されているが、本格的なわが国最初の条
坊制の大藤原京が、なぜわずか16年で棄都された
のか、その真相については充分に究明されていな
い。平城遷都の詔は和銅元年(708)の2月15日にだ
され、同年の3月13日には遷都決行のための大人
事異動が強行されている。遷都の理由については、
藤原京の場合、東南が高く西北が低いという地勢
の欠陥のほか、港(木津)から遠いなどの不便さな
どのほかに、大納言から右大臣に昇進した藤原不
比等の長安城を強く意識してのなみなみならぬ平
城新京造営の決意があった(『藤原不比等』朝日
選書)。
遷都の詔の「当今、平城の地、四禽(四神)図に
叶ひ、三山鎮をなす」のくだりのみが注目されが

理事長・京都大学名誉教授
上 田 正 昭

ちだが、遷都の建議が「王公大臣」によるもので
あり、「衆議忍び難く、詞情切なり」と元明女帝
みずからが表明されていたことを重視する必要が
ある。
和銅元年の元明天皇の御製歌に“ますらをの鞆
の音すなりもののふの大まえつきみ楯立つらし
も”と詠まれているのも(『万葉集』)、蝦夷掃討
や大嘗祭のおりの歌とするような従来の解釈では
到底理解できない。“もののふの大まえつきみ”
を原文が「物部乃大臣」と記すとおり、左大臣物
部（石上）麻呂が、平城新京造営の占地に、物部
の氏人たちを率いて楯立てをしているさまを、占
地視察のおりに目撃しての不安が詠まれている。
慶雲元年(704)に唐から帰国した遣唐執節使粟
田朝臣真人から長安城の状況をつぶさに聴聞した
大納言藤原不比等は、粟田真人を中納言に抜擢し
て、平城遷都にとりくむ。
現在のように南面する春日造の本殿ができたの
は神護景雲元年(768)からであり、それまでは、
天平勝宝8年(756)の「東大寺山界四至図」が描く
とおり、桜井市の纏向遺跡の巨大建物群と同じ、
東西軸の西向きの神地であった。
藤原氏の氏神をまつる春日大社も、藤原氏の氏
寺興福寺も、その造営には藤原不比等が深いかか
わりをもっていた。改めて平城遷都のいわれをか
えりみる必要がある。
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３つの社叢定点観測事業にご参加ください！
フォト・コンテスト 定点観測

全国一の宮研究

現在、会員による3種の社叢研究が行われています。 これらの資料は本部に常時保管されており、自由に閲
① 鎮守の森のフォト・コンテスト、② 社叢定点観測、 覧していただくことができます。
③ 全国一の宮研究(「社叢の場所研究」改め)です。
なお定点観測をさらに簡略化して、社叢の正面・参
道・社殿の3つの写真だけの観測もよしとします。で
きれば毎年2、5、8、11月の、それぞれ1日をはさむ前
第4回フォト･コンテスト作品募集中！
後2週間の間に撮影してください。それらの成果を3月
第3回フォト・コンテストの優秀作品は今年の総会
末までに本部事務局にお送りいただければ、毎年の総
で発表されましたが、最優秀賞に「杜笑う？」(富士
会時にA4用紙に一枚または数枚にまとめてポスター・
社):林廣伸、優秀賞は「福岡県指定天然記念物のクス
セッションとして発表します。
ノキ」(太宰府天満宮天神の森):小才寛康、「やすら
社叢を選ぶ基準は、① 住まいの至近にある社叢、
い四社ネットワークの、これぞ原点か」(川上大神宮
② 好きな社叢、② その市区町村でいちばん古い社叢、
社):谷口隆捷、佳作は「雲立の楠」(浜松八幡神社):
などですが、判断に迷われるときは本部事務局までご
林本和俊「鎮守の森と日常生活のがんばり」(洲崎浜
相談下さい。しかるべきアドバイザーをご紹介します。
宮神明神):伊達敏行「やすらい祭」(川上神社):吉田
茂(敬称略・順不同)でした。
第4回フォト・コンテストの締切は「鎮守の森だよ
全国一の宮研究を始めます！
り」41号でお知らせしましたように来年3月末です。
昨年11月6日に犬山市で第1回研究会を行い、17人の
ふるってご応募ください。発表は来年の総会でおこな
会員が参加した「社叢の場所研究」の名称を改めます。
われ、優秀者には記念品がおくられます。
対象を全国約70の「一の宮」にかぎった理由は、社叢
とその環境の変遷を歴史的に跡づけたいという研究目
的からで、その点「一の宮」は、① その呼称は官撰
定点観測に簡略版も
でなく民衆からおきた、② 祭神にクニツカミが多い、
社叢定点観測は12件の観測があり、今年の総会で公
③ その歴史は縄文・弥生時代にまでさかのぼること
開されました。所澤神明社(埼玉県所沢市宮本町)・大
ができる古いものが多い、④ 地域の王や豪族、組織
国魂神社(東京都府中市宮町)･高麗神社(埼玉県日高市
体系と密接な関係がある、⑤ 地域の地理的変遷と深
新堀)神川勝氏、神戸市立延命寺公園(旧白水入会地放
い関係をもつ、⑥ 会員相互が共通の問題意識にたつ
棄林、神戸市西区)川村道哉氏、藁園神社(滋賀県高島
ことができる、といった利点をもっているからです。
市新旭町藁園)八田知昭氏、寒川神社(神奈川県寒川町
そこで全国一の宮を対象として、会員の皆さまに長
宮山)･小和田熊野神社(神奈川県茅ケ崎市小和田･本村
期間にわたって研究的に取り組んでいただきたいと考
八王子神社(神奈川県茅ケ崎市本村･鶴嶺八幡宮(神奈
えています。お互いの情報交換をかねた研究会を、春
川県茅ケ崎市浜之郷･十間坂第六天神社(神奈川県茅ケ
は総会時に、秋は犬山の里山センターで行いたいと思
崎市十間坂)樋田美子氏、木幡神社(京都府宇治市木
います。ご興味のある方は上田までメールでどうぞ。
幡)･許波多神社(京都府宇治市五ヶ庄)上田篤です。
メール・アドレスは本部事務局にお問合せください。
それぞれに社叢の変遷史を考えるうえで貴重な証言
（文責 上田篤）
となるものですが、なかに深刻なものもありました。

次回予告【第38回関西定例研究会】
◆日

時：2010年1月23日(土)

◆場

所：ビル・葆光6階

13:30～15:30

大道の間（京都市中京区室町御池西南角 ℡075-211-4171）

◆テ ー マ：森林生態学者・四手井綱英が残したもの ～糺の森・社寺林の研究～
◆講

師：渡辺

◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：菅沼

弘之（社叢学会理事・京都大学名誉教授）
孝之（社叢学会副理事長・元奈良女子大学教授）
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2009 年10月24日
（於：鹿島神宮）

第37回 関東定例研究会 報告

鹿島神宮の由緒と社叢
講
演：鹿島
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：薗田

則良（鹿島神宮宮司）
稔（社叢学会副理事長・京都大学名誉教授）

今回は常陸国一宮鹿島神宮の社叢見学会を行った。
現在の鹿嶋市は東に鹿島灘、西は北浦・霞ヶ浦・利
根川に囲まれ、はるか北には筑波山も見える。梅雨
期と台風による降水が多く、冬は周辺で「筑波颪」
と呼ばれる強い北西からの季節風が乾燥した風をも
たらす。この気候が砂地の境内にスダジイ・タブ・
スギの古木が重なり合う森厳な森を育んできた。ま
た、海浜の利根川を挟んだ右岸には下総国一宮香取
神宮が鎮座している。
鹿島神宮境内と宝物館見学（案内：萩原継男禰宜）
神社に向かって大鳥居の右手にスダジイとタブノ
キの巨木がある。参道を東へ進むと、荘重な朱の楼
門、樹齢約700年の次郎杉が目に飛び込んでくる。
楼門をくぐりさらに進むと奥参道、本殿は参道の南
より北面し、奥宮は本殿より約400ｍ東奥に、本殿
と同じく、南より北面し鎮座する。本殿・奥宮は同
じ構造をもっており、本殿は拝殿・本殿→御神木→
鏡石、奥宮は奥宮→御神木→要石の順になっている。
この形式は、千三百年前に成立したと推測できると
いう。それは本殿後ろに樹齢千三百年の御神木(樹
高43ｍ、胸高周囲10ｍ根元周囲14ｍ)があることや、
同じ時期に製作された「直刀 附 金銅黒漆塗平文
拵・唐櫃」(国宝。全長約3ｍ)などからの推測で、
ちょうど古代律令国家の礎、大宝律令の施行された
時期にあたるという。現在の奥宮は徳川家康寄進、
本殿は2代目秀忠の寄進によるものである。
鹿島神宮樹叢について（説明：吉田裕史権禰宜）
和銅6年(713)に撰上された、『常陸国風土記』に
よると鹿島神宮の周囲は「土地は高く、東と西は海
に臨み。峰谷は犬の牙のごとく邑里と入りまじる。
山の木と野の草が自然の垣をつくり、谷の流れと崖
に湧く泉が朝夕に汲む生活の水となっている（略）
神の幽(かく)り住める境、霊異(くしび)の成り出る
地」と素描されている。現在、鹿島神宮の樹叢は約
211,480坪あり、境内林は照葉樹林要素のスダジイ
やタブノキなどの天然林37％と植栽されたスギ・ヒ
ノキをなどの人工林63％から成る。境内には自然の
砂浜が残る。約600種以上の植物が繁茂し、フウラ
ン(風蘭)・アリドオシ等、暖地性植物の北限と見ら

れる植物群落も構成され、学術的にも貴重な植物の
宝庫とされる。また六国史『三代実録』貞観8(866)
年の条には鹿島神宮での栗と杉の植樹の記録があり、
これは日本における最古の植樹の記録とされている。
この記録は人々が神の森を大切に守り育て、調和し
て生きてきた姿をうかがい知ることができる。
講演：鹿島則良宮司
鹿島神宮の御祭神「タケミカヅチ神」は『古事
記』『日本書紀』などに名が見え、豊葦原水穂国の
成り立ちに功徳を見せている。また平安時代前期に
編纂された『延喜式』には、伊勢・鹿島・香取の三
社のみ神宮の称号が許されていたとある。鹿島の地
は軍事・経済等あらゆる面で要衝の地であり、時の
為政者藤原氏の氏神の地であったことから、朝廷や
貴族から篤い崇敬を受けていた。また古来、鹿島の
地は東の最果てと意識され、日が昇る新たな誕生の
地、春の芽吹き万物の再生の霊異がフツフツと成り
出でる、まさに「鹿島立ち」の起源の地なのである。
鹿島神宮樹叢は茨城県指定天然記念物、生活環境
保全林、干害防備保安林、国指定史蹟、鳥獣保護区
等に指定されている。しかし昭和38年の天然記念物
指定以降、自然のままに手を加えることがなかった。
さらにマツ・モミ等の病虫被害による大量枯損、樹
叢周辺の開発等による環境公害等により境内は非常
に荒れ、天然記念物に指定された昭和30年代の樹叢
とは大きく変わってしまった。この状態を回復させ、
今後の維持管理方策策定の為、平成7年5月鹿島神宮
樹叢調査委員会が組織され、現状把握のための調査
が行われた。
過去、人々の手によって植栽が行われ、戦後しば
らくは家庭燃料を求めて枯葉や枯枝を採取する人々
の姿もみられるなど、かけがえのない生活資源の森
として手厚く守られてきたことを考えると、人の手
を入れないことが必ずしも最善の方策ではない。明
治以前は鹿島の森はもっと広大だったというが、自
然との調和を忘れた人々の開発により削られてしま
った。参拝者がこの森で神を感じ、森を守ってこら
れた先祖の心を感じていただければ幸いである。
（文責・大畑孝子）

次回予告【第39回関東定例研究会】
◆日
◆場

時 ：2009年2月20日(土) 14:00～16:00
所 ：國 學 院 大 学 ・ 渋 谷 キ ャ ン パ ス 1 2 0 周 年 記 念 1 号 館 ２ 階 1 2 0 5 教 室
（東京都渋谷区東4-10-28）
◆テ ー マ ：ア フ リ カ ・ コ ン ゴの 鎮 守 の 森
◆話題提供：J . P . Mu k e n g e s h a yi M a t a t a
（オリエンス宗教研究所所長・カトリック東京地区広報委員)
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第24回 中部定例研究会 報告

2009年11月29日
（於：敢国神社･崇敬者会館）

伊賀国一之宮・敢国神社の社叢について
話題提供
ｺﾒﾝﾃｰﾀ

2008年に新名神高速道路が開通して以来、三重県
四日市付近の渋滞を抜けるのが大きな問題となって
いる。名古屋を早めに出たけれど、日曜日の昼前は
スイスイ。もちろん高速料金は千円。信楽を回って
も余裕の到着であった。東名阪自動車道の一之宮IC
から車で５分、山懐に抱かれた照葉樹林の中に伊賀
国一之宮・敢国神社がある。
三位一体で伊賀国を守る神々
ご祭神は大彦命・少彦名命・金山比咩命の３神。
１番目の大彦命は崇神天皇が地方の敵を帰順させる
将軍の印綬を与えた四道将軍の一人と日本書紀にあ
る。娘は崇神天皇の皇后で、伊賀国に駐屯して1ｋｍ
北の伊賀市佐那具町にある三重県最大の前方後円墳･
国史跡の御墓山古墳に葬られた。その子孫は阿拝(あ
へ)郡に居住し、阿部・安倍氏などの祖と伝えられて
いる。２番目の少彦名命は、帰化豪族である秦氏が
信仰する神で、京都・太秦に次ぐ大きな所領として、
国見山と呼ばれた南宮山をご神体山としていた。そ
の昔、阿拝氏と秦氏の権力闘争があり、それをなだ
めるために美濃国一之宮・南宮大社から３番目の金
山比咩命が勧進された。金山比咩命を祀る社殿内に
は何もなく、金山比咩命は伊賀人の心の中にあり、
伊賀人が敢国神社にお参りすると三位一体となって、
功徳があるとのことで、伊賀選出の国会議員は参拝
して成功している。アベ氏の総祖神に安倍晋三元首
相の参拝がなかったことが残念だったそうである。
獅子神楽は三重県の無形文化財
楠正成の奥方は伊賀出身で、南朝の後村上天皇は
長谷寺参拝の帰りに立ち寄って５日間参籠して南朝
勝利を祈祷した。能楽の祖である観阿弥は伊賀国服
部一族の出身でもある。しかし、天正年間に織田信
長の焼き討ちに会い、以前のものはほとんど残って
いない。江戸時代になって、伊賀上野城の鬼門にあ
ることから藩主の藤堂高虎が再興し、祭りの際には
獅子舞の奉納に城内へ入ったそうだ。敢国神社の獅

太郎館 学（敢国神社宮司）
岡村 穣（社叢学会理事・名古屋市立大学教授）

子神楽は三重県の無形文化財にもなっており、伊勢
神宮に参拝に行けない人のために獅子舞と曲芸で諸
国を回って魔除の旅をした伊勢太神楽に影響を与え
たと言われている。
とてつもないパワースポット
東名阪自動車道の開通以来、境内に沢山植わって
いた榊の葉に斑が入るようになり、特に、土取りで
山が削られてから神事に使えるきれいな榊ができな
くなった。神社も社会との関わりと無関係でいられ
ない。地域の社会福祉協議会と検討した結果、伊賀
地方で三千人はいるという「引きこもり」の人に、
境内の掃き掃除をして汗をかいてもらうことにした。
枝打ち等の難しい作業はできないが、徐々に効果が
出てきており、参拝者にも感謝されている。近年、
「水がおいしい」「手水が夜になると輝く」「写真
を撮ると光が舞う」「水を飲んで病気が治った」等
の話や、霊気が強くて中に入れない等の苦情が来る
ようになったとのこと。ネット社会では有名になっ
ているようで、定例研究会の参加者からも井戸や石
段付近に近付くと上半身が重いなどの話があり、と
てつもないパワースポットに巡り合えたようだ。
文責：岡村 穣

次回予告【第2５回中部定例研究会】
◆日

時：2010年3月20日（土）13：30～16：00

◆集合場所：久能山東照宮・社務所前（静岡市駿河区根古屋390 Tel. 054-237-2438）
◆テーマ ：(国史跡)久能山東照宮の社叢
◆話題提供：落合 偉州 宮司
◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ ：未定

他（調整中）

43

2009年11月18日

第7回 福岡県定例研究会 報告

（於：阿蘇神社）

阿蘇神社の社叢と景観
講

師：阿蘇
矢幡

惟之(阿蘇神社宮司)
久 (社叢学会理事福岡県支部長・九州大名誉教授）

晴天に恵まれ、参加者30名は旅の安全を太宰府天
満宮に祈願した後、バスに乗り込み一路、熊本県の
阿蘇神社に向かった。
阿蘇五岳を車窓に見ながら阿蘇神社に到着。参道
中央にそびえる九州最大の二重門(楼門)をくぐり、
拝殿にて正式参拝を行った。その後、社務所に移動
し、阿蘇惟之・第91代阿蘇神社宮司より阿蘇神社の
概要と社についてご説明を受けた。
阿蘇神社の立地について 阿蘇地方は東西18㌔、南
北24㌔、標高800m前後の外輪山に囲まれた世界最大
級のカルデラ地形で、この内側に多くの人々が生活
を営んでいる。カルデラという特異な地形の生成過
程など、各所には多くの神話や伝説が語り継がれて
いる。阿蘇神社にはそれらの主人公である健磐龍命
(タケイワタツノミコト)を始め、十二柱の神々が祀
られ、肥後一の宮として広く信仰を集めてきた。
阿蘇神社は阿蘇谷東部に位置し、ご祭神である健
磐龍命は神武天皇の孫神。勅命により宇治郷より九
州にわたり、宮崎・高千穂を経て、草部において阿
蘇都比咩を娶った。太古の阿蘇はカルデラ湖であっ
たが、健磐龍命は満々とした湖水を流しだすために
外輪山の西側を足で蹴り崩し、湖内の水を干してこ
の地に住む人々に農耕の道を開いたという。阿蘇の
農耕祭事はこのような農耕神としての性格に基き、
阿蘇谷の中で展開される。
宮司の阿蘇氏は健磐龍命の末裔として祖先神を祀
る神社の大宮司職を世襲し、現在91代を数える。阿
蘇氏は、平安後期の11世紀には武士化したとみられ、
南郷谷や矢部に居住し、以後16世紀末に衰退するま
での500年間にわたり、封建的な在地領主の性格を
有した。中世において広大な社領は阿蘇神社の経済
的な基盤となり、度重なる社殿の建て替えと祭礼の
執行を支えた。文禄2年(1593)に秀吉によって当主
の惟光が殺されたが、慶長6年(1601)に再興し、以
後、阿蘇に居住している。
社の景観と社叢 阿蘇神社は山上火口の上宮(奥宮)
に対する下宮に位置づけられる。国の重要文化財で
ある一の神殿、二の神殿、三の神殿、楼門、神幸門、
還御門の六棟は、天保6年(1835)から嘉永3年(1850)
にかけて、細川藩が藩を挙げての大事業として再建
したものである。神域には神殿三棟と諸門三棟が東
面(京都を向いて)して建ち、左右対称の景観が構成
されている。
南北に延びる横参道中央にそびえる楼門は高さ

18m、二重門として九州最大の規模を誇る。さらに
拝殿奥には12mを超える五間社入母屋造の一の神殿
と二の神殿、三間社流造の三の神殿が近接して並ぶ。
六棟の建造物は総欅造で、屋根は現在、銅板葺きと
なっている。軸部や組物には波頭紋や雲紋の華やか
な彫刻が施され、江戸末期の建設的特色がよくあら
われている。
これらの社殿群は阿蘇の農耕祭事とも密接にかか
わりながら、祭祀の舞台としての歴史的景観を形成
している。
境内の社叢は去る平成16年の台風で大被害を受け
スギ・ヒノキの巨木が倒れて森が破壊されたが、古
代よりの森厳なる森を目指して現在、森を形成中で
あるとのことであった。

謹んで新春のお慶びを申し上げますとともに、
会員の皆さま方のご健勝をお祈り申し上げます。
大きな自然災害の報に接することが増えました。
被害を被った人の嘆きは、地球の悲鳴に他なら
ないと感じます。地球を痛めつけて得る繁栄は
砂上の楼閣に過ぎないということを自覚し、太
古からの様々な災禍に耐え抜いてきた社叢の中
にこそ、地球に寄り添った人間の生きる鍵があ
るのだということを、周知していかねばならな
いと存じております。本年も何卒よろしく学会
活動にご協力賜りますようお願い申し上げます。
日高敏隆氏、四手井綱英氏、お二人の社叢学
会顧問が逝去されました。謹んでご冥福をお
祈りいたします。次回の関西定例研究会にお
きまして、四手井綱英氏の薫陶を受けられた
渡辺弘之理事にその業績と、社叢研究への功
績などをお話しいただきます。是非、ご参加
ください。

年次総会は下記のとおりです。例年通り研究発
表者を募集しております。奮ってご応募下さい。
大和は国のまほろば、多数のご参加をお待ちい
たしております。

社叢学会でも事業仕訳。。。S副理事長：伏見
で幼樹を植えつけるのに紙のポットが必要です。
F事務局長：紙のポットということは、やがて土
に戻ればいいわけですね。S副理事長：はい。F事
務局長：ということは、この住所が古くて使えな
い封筒をポット型にすれば使えますね。S副理事
長：は、はい。。。F事務局長：では、ポットの
購入は廃止といたします。S副理事長：…。
かくして、夜なべ仕事で作りましたよ。封筒ポ
ット。おしりに割れ目があるからちゃんと根っこ
を地面にふれさせることもできる、幼樹にはとっ
ても優しいすぐれもの。チビのイチイガシ君たち、
手作り廃品利用ポットに守られて、伏見の森です
くすく育ってます。
（藤岡 郁）

年次総会の概要
◆日 時：2010年５月30日(日) 10:45～18:30
◆場 所：春日大社 感謝・共生の館
入場無料
◆ｽｹｼﾞｭｰﾙ：10:00～10:30 正式参拝
10:45～11:30 年次総会
11:40～13:00 研究発表会
14:00～14:45 記 念 講 演「建都1300年と春日大社」
上 田 正 昭・社叢学会理事長（京都大学名誉教授）
14:45～17:00 シンポジウム「大和の歴史的風土をかえりみる」
基 調 講 演：菅沼孝之・社叢学会副理事長（元奈良女子大学教授）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：茂木栄・社叢学会理事(国学院大学准教授)など
17:00～18:30 懇親会（要参加費：1人=4,000円）
※

大会前日の29日(土)には、萬葉植物園や春日神社宝物殿、ナギ林などの見学を計画し
ています（有料）

国のまほろばでお会いしましょう！

2009年3月末日必着

