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　平成25年度総会･研究大会ならびにシンポジウ
ムが６月２日(日)に、伊勢市の皇學館大學を会場
に開催された。会員による研究発表やシンポジウ
ムのほか、前日の見学会にも関心は高く、2日間
で延140人近い会員が参加した。
　朝一番の内宮正式参拝を済ませた後に開催され
た総会では、薗田稔副理事長(理事長代行)、清水
潔・皇學館大學学長、櫻井治男理事・大会実行委
員長による挨拶、鷹司尚武・神宮大宮司よりの祝
電披露の後、岡村穣理事を議長に選任。正会員総
数270名、委任状を含む163名の出席を得て、平成
24年度事業報告・収支決算、平成25年度事業計画、
収支予算を審議承認した。
　また、「東日本大震災被災地における被災社叢復
興と復活への取り組み」事業については、これまで
の実施事業の成果を報告、当初3年を予定していた
本事業ではあるが、復興計画がようやく緒に就いた
ことに鑑み、さらに2年程度の取り組みが必要であ
ることから、中間年としての今年度事業の実施計画
を説明、了承を得た。さらに、社叢インストラク
ター資格更新について、資格認定特別委員会で検
討し、今年中に要項を決定することを説明、了承
された。最後に、3月15日の第35回理事会で資格
を認定された社叢インストラクターに薗田稔副理
事長から認定証が、菅沼孝之副理事長から名札と
ヘルメットが手渡された。
　引き続き行われた研究発表では、「歌枕と津波
石　─二つの津波伝承─」(片岡智子)、「日・韓
の「老樹」の治療事例と滋賀県の保全治療につい
て」(李春子・北村正隆・宮嶋正通)、「鎮守の森
と地域再生・活性化―鎮守の森・自然エネルギー
コミュニティ構想を中心に」(広井良典)をテーマ
に、いずれも充実した研究内容を発表した。
　午後からのシンポジウム「伊勢神宮と神宮林　

～式年遷宮の意味と意義～」では、まず木村政生
氏(元神宮司廳営林部長・神宮宮境内地自然保護
委員)が宮域林における用材調達の歴史と200年先
を見据えた森林づくりについて基調講演、パネル
ディスカッションでは、今回の式年遷宮に携わっ
た野崎芳郎・神宮司廳営繕課長が社殿建築につい
て、音羽悟・神宮司廳広報係長が調度品等の神宝
の製作について、その実際を映像で紹介しながら
解説した。一方、林進・社叢学会副理事長(岐阜
大学名誉教授)は式年遷宮が日本文化に及ぼした
影響について述べた。
　これに先立つ１日(土)の見学会では、外宮を参
拝した後、今次の遷宮を機に開設された、神宮式
年遷宮が伝えて来た技術や精神を示す資料を展示
するせんぐう館を見学。午後からは木村政生氏の
解説と案内で、普段は足を踏み入れることができ
ない神路山を見学、ご用材育成に向けた息の長い
取り組みを目の当たりにした。　

日本文化の原点を知った2日間
神宮林の神々しさを体感

平成2 5 年度年次総会を皇學館大學で開催



第33回　中部定例研究会　報告 2013年2月10日

(於　犬山里山学センター)

能登～白山～伊勢～熊野　山岳、森、そして祈りの回廊

話題提供：岡村　穣(社叢学会理事・名古屋市立大学教授)
　　　　　櫻井　治男(社叢学会理事・皇學館大學教授）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：林　　進(社叢学会副理事長・岐阜大学名誉教授)

開催趣旨　能登・真脇縄文遺跡から白山連峰を経て
美濃、尾張、伊勢へと通じ、熊野に至る経路は、多
くの遺跡や古墳を持ち、古代より独自の文化を形成
してきた圏域を貫いている。またこの経路は、修験
と祈りの回廊としても、日本列島を南北に縦断す
る。真脇遺跡から望む立山連峰の雪をいただく風景
は、青森三内丸山遺跡からの豪雪・八甲田連峰に相
似し、海路を経た人々の行き交いの残照を彷彿させ
る。能登・真脇遺跡はこの意味でも「つながり」の
中で意味づけされねばならない場であるといってよ
い。研究会ではこのつながりを、立山・白山・熊野
の「修験・祈り道」を媒介にして考えたい。また、
美濃、尾張、伊勢の丘陵地帯には数多くの古墳群が
築かれており、聖なる場・祈りの場としての意味を
伝えている。その結果からか、この回廊には我が国
有数の神社が多数立地し、そのほとんどが「山」(社
叢)を有している。このような場について考え、中部
研究会のリフレッシュの契機としたい。
文化の基層の同質性　この経路・圏域は、海から海
へとつながるやまなみによって貫かれている。おそ
らくは異質のものであったであろう日本海文化と太
平洋文化とが、時にはせめぎ合いながらもやまなみ
回廊の行き交いにより接合されてきたといってよ
い。白山と熊野、いずれも修験道に発し、それが民
衆の習俗に入り込んできた歴史を持つが、両者は必
ずしも「分離」していたわけではない。津の雲出川
上流には、白山神社が集中立地する地域がある。し
かし、歴史をひもとけばこの地域には熊野の神々が
まつられていた。白山で火災があり、神が逃避した
とき、白い鳥に導かれてこの地に至り、村人がまつ
るようになったという伝説がある。これは、明らか
に地域における「神の交代」を示すもので、ある種
のせめぎ合いが白山と熊野の間にあったことをうか
がわせる。せめぎ合いは本来異質のものの間で発生
する緊張関係であるが、それが「交代」というかた
ちに転換するには、両者間に一定の同質性がなけれ
ばならない。つまり、白山と熊野をそれぞれ独自の
文化圏としてみた場合、両者間には重要な同質性が
あったのではないか。それは「文化の基層の同質
性」といってよいと思われる。だからこそそこを貫
く「回廊」という概念がなりたつのではないか。
軸の文化から領域の文化へ　古代、神まつりは「い
わくら」で行われていた。いわくらとは水のしみ出
す場である。白山連峰は岩山が連なる。三方岩や三
方崩れが山の名に冠せられるのを見てもこのことが
わかろう。一方、熊野の神倉神社もまた岩山である
が、湧水の豊かな神社でもある。この神社の鳥居を
くぐったなら、滔々と流れる水の音を耳にする。山
の水は岩の割れ目から出る「沁みだし水」である。

これに対して平野部の水は泉としての「湧き出し水」
である。山には水神様はなく、いわくらがあり、里に
は水神様がまつられる。耕作に必須の水ではあるが、
その恵みの源は、山と里では大きく異なっている。山
の水は沁みだし、流路を形成していき、その道筋で耕
作が成り立つ。一方、里の水は湧き出し、四方に広が
ることにより沃野を形成する。前者は「軸の文化」で
あり、後者は「領域の文化」である。軸の耕作文化の
結晶といえる棚田は、岩山から沁み出す水を誘導する
経路である。水を広げるものではない。水の流れの軸
形成と水温調整とを組み合わせた技術の成果が棚田で
ある。沁み出し、流下する水と湧き出して四方に拡散
する水との相違が、同じように「水」まつりを行って
も、一方は軸の文化の拠点を形成し、他方は領域の文
化形成の起点となる。古墳が初期には山上に築かれ、
時代が下ると丘陵先端部・扇頭に築かれ、その後は平
野に土盛りした形状を持つに至る。奥社が里宮に下
り、そこを起点に広域に広がっていく様相に似てい
る。神まつりは農耕とともに始まるといってよいが、
縄文農耕と弥生農耕とでは内容、構造ともに異なる。
生産様式が異なるのである。それは水へのかかわりに
より決定されている。いわくらから社への転換、それ
を「軸の文化」から「領域の文化」への転換ととらえ
る視点が存在してもいいのでないか。
囲う文化の発生　社叢がなぜ形成されたのか。常に議
論の対象になる課題である。「神体山」の存在、巨樹
に宿る神とさまざまな解釈が成り立つ。今回の研究会
では「囲う文化」の発生として論議された。これは、
前項で述べた「領域の文化」への転換と符合する。　
　「鎮座」とは、移動に伴う結果であり、そこには
「移動軸」の存在が語られ、したがって「囲う」概念
は発生しない。しかし、「遷座」となると意味が異
なってくる。そこには「神をどう運ぶか」という課題
が生じる。山の上の神を里に遷座する、その時に神を
「森で囲って」移動するという観念が生まれたのでは
ないか。現在の遷座では、ご神体を木でつくったもの
で囲って運ぶ、という行為がなされている。木は、森
が転生した姿である。木で囲うのも森で囲うのも本質
は変わらない。しかも木でつくったものでご神体を運
ぶ際には、何らかの「覆い」がなされる。しかし、そ
の内側から榊の枝が垣間見える場合がある。春日大社
若宮では、ご神体を榊で囲ってまつる。ほかにも榊で
囲ってお祭りしたという伝えを持つ神社は多い。木と
神とで構成される榊は、「囲う」という意味において
森とその転生である木とを、同義一体として示す形而
上的表記ではないのか。神を移す、その結果として御
神徳を広める、すなわち「領域文化」の中の神の発生
とともに「囲う」場が形成され、さらに「囲って移動
する遷座の思想」が生まれたのではないか。移動する

鎮守の森だよりvol.64



経路の森(木)で「囲って」導いてきた結果がそのま
ま形態化され、さらに儀礼化されることにより、神
社の社を「囲う」社叢が形成されたのではないか。
能登から白山、そして熊野へ　今回テーマにしたこ
の祈りの回廊は、本州中部を貫通する大森林地帯で
あり、同時に木の文化を成熟させてきた地域でもあ
る。そこは、縄文と弥生二つの異質の文化が交錯

し、融合する場でもある。すなわち「自然と文化の十
字路」としての意義を持つ回廊である。山岳信仰、修
験道から民衆の宗教へ、そして里における神まつりの
さまざまな文化、今一度これらを見直すことにより、
日本文化、否、すでに消滅した日本文明が築いた基層
が見えてくるのではないか。社叢、それはすべてのい
のちが湧き出す源である。   　    （文責　林進）

第55回関東定例研究会　報告

社叢をめぐる法律問題と解決法

 講師：塩谷　崇之 （社叢学会理事・弁護士秩父今宮神社宮司）　

2013年4月27日 

(於:國學院大学渋谷キャンパス) 

　昨年、四国の複数の境内で樹齢数百年のご神木の

立ち枯れが報告され、薬物で枯らせて材木を安く買

いたたく手法を指摘する声がメディアで取り上げら

れた。社叢が失われていく原因は自然環境の変化や

都市開発だけではない。近年では落葉や日照問題、

森と犯罪を関連づけるなど、近隣からの苦情による

ものが増加している。歴史ある神社においても、周

辺氏子や移り住んできた人々からの伐採要求に抗し

きない現状がある。近隣住民との利害調整にあた

り、神社や社叢保護活動に取り組む者は、過去の判

例などから、法律的にどのような点に留意する必要

があるだろうか。

樹木の管理をめぐる紛争　樹木は土地の一部であ

り、土地の所有者が所有権を持つ。隣地所有者は枝

の越境については剪除請求権、根の越境については

自ら切り取る権利を有する。ここでいう根の越境は

タケノコなどを想定しており、根を切ることによる

樹木への影響は考慮されていない。また越境が隣地

所有者に何の損害も与えていないような場合、ある

いは損害が極めて僅少な場合、剪除により回復する

利益に比して、樹木の所有者の受ける損害が不当に

大きい場合などは、権利濫用ともいえる。

　裁判例はないが、隣接所有者がその土地を取得す

る何十年も前からご神木などが境界を越えてそびえ

ていた場合、空中地上権や地役権の時効取得を利用

することも考慮したい。

枝の落下、倒木による事故　竹木の植栽または支持

に瑕疵がある場合、それにより他人に損害を生じた

ときは、占有者・所有者が損害賠償責任を負う。

「瑕疵」とはそのものが本来備えているべき性質又

は設備を欠くこと。車が通行しない山林、原野にお

ける樹木と、街道筋に面した山林、原野の立木、庭

木や街路樹では判例が異なる。管理に十分な注意を

払うのはもちろんのことであるが、完全に被害を防

止することは難しい。神社賠償責任保険等に加入

し、万一に備えることも必要だろう。

落ち葉による被害　大量の落ち葉により隣地土地利

用が妨げられる場合、生活に支障が生じる、危険が

発生する場合など社会通念上求められる我慢の限界

を超える場合。

　昭和61年7月14日最高裁判決では、国の管理する一

級河川堤防上に生育するケヤキ（樹齢約90年、樹高

約28ｍが2本、樹齢約30年、樹高約15ｍが2本）の落

葉による被害において、被害時期は1年にわずか1カ

月足らずであり、清掃等により除去しうること、落

ち葉は自然現象であり、管理者又は所有者の故意・

過失に基づく性質のものではないことを勘案し、被

害は受忍限度内であるとされた。

日照被害　近隣住民が日照権被害を主張した場合、

被害程度が社会受忍限度を超えたものであるかどう

かで判断される。

神社本庁憲章、神社本庁庁規　神社本庁憲章第10条

には、神社の尊厳を保持するための境内地の管理に

ついて、(１)境内地は、常に清浄にして、その森厳

なる風致を保持すること (２)境内地、社有地、施

設、宝物、由緒に関はる物等は、確実に管理し、み

だりに処分しないこと (３)境内地及び建物その他の

施設は、古来の制式を重んずること (４)前号の施設

は、神社の目的に反する活動に利用させないこと　

が定められている。また神社本庁庁規93条では不動

産(立木を含む)その他の基本財産又は財産目録に掲

げる宝物を処分し、または担保に供する場合は、あ

らかじめ統理の承認を受けなければならないことが

記されている。

　社叢に対する直接的な法令は無い。民法や環境、

里山・森林保全、都市の美観維持などに関する法令

に照らし合わせ個々の問題に対応することになる。

しかし四国の例のように、事象が起きてからでは手

遅れになってしまう。また山林など広域にわたる場

合、神職等の管理だけでは目の行き届かない部分も

多い。鎮守の森の維持管理には大きな責任を伴うた

め、地域住民の理解とともに、環境保全地区指定や

緑地管理協定の締結などの周辺を巻き込んだ森の管

理、育成が重要となる。樹木に注連縄を張ること

や、森林で祭祀を行うなど、この森の木が単なる樹

木ではないのだということを積極的にアピールする

ことも有効ではないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　（文責・渡邉節子）



　使うたびに“ひぃ！”と悲鳴を上げるプリン
ター。総会が終わるまではがんばれ！　と無慈
悲に議案書やら研究発表資料やらを量産。最後
の原稿が揃ったのは、夕方には伊勢に出発！の
日のお昼過ぎ。。。7頁にわたる論文(１頁を二
度コピーしてしまう大失態が…）を80セット作
ってホッチキス止め。やれやれ完成。次は参加
者名簿やらをと思って、さらにムチ打つと、、。
なんと！！「トナーがありません」だぁ！　昨
日換えたばっかりじゃん。買い置きも尽きてる
よ。見学会名簿は何とかホテルで印刷。相変わ
らずの綱渡り。。。ひぃ！　　　(藤岡　郁）

平成25年度(2013年4月～2014年3月)の会費を
頂いた方には順次、会員証をお送りしていま
す。お手元に届いていない場合は、お手数で
すが事務局までお知らせください。

　京都乙訓の向日神社の社叢整備に力を注いでき
た「鎮守の森の会」を率いる上田昌弘・当学会理
事が桜への思いを凝縮させた70頁の小冊子。
　長岡京大極殿がおかれた向日市は、英文学者の
壽岳文章や巻頭文を寄せた故佐々木高明・当学会
顧問(元国立民族学博物館館長)など多くの学者が
居を構える屋敷町であった。1934(昭和9)年には、
水上勉の小説「櫻守」のモデルとなった笹部新太
郎氏が向日神社の北に桜の園を開設、1961(昭和
36)年の高速道路工事による取り壊しまでの間、
全国から名木の種や種木を取り寄せ育成、品種改
良研究をするなど桜研究のメッカであったが、跡
地は団地となり、すっかり忘れられていた。
　これを知った鎮守の森の会では、2005(平成17)
年から桜の園の復元にとりかかり、今ではヤマザ
クラや笹部氏ゆかりの桜20種が800mにわたって咲
き誇る桜の道を作り上げた。こうした経緯と共に
公園や神社、住宅街の桜を紹介する本書は、向日
市在住の写真家・浅枝民二氏の写真も美しく、桜
と地域への愛に満ちた1冊。頒価は1部1,000円。
ご希望の向きは鎮守の森の会(℡090-9627-8913　
E-Mail：Chinju@mukou-city.net)に。

◆日　時：2013年7月27日(土)　13:30～15:30

◆場　所：伏見稲荷大社儀式殿（伏見区藪之内町68）

◆テーマ：神戸市の神社における農村舞台の変容状況

◆講　師：上甫木昭春（社叢学会理事・大阪府立大学教授）

次回予告【第56回関西定例研究会】

『社叢学研究』第12号への投稿：論文、研究ノー
ト、資料紹介や調査報告(各400字詰原稿用紙40
枚以内）と「鎮守の森の活動報告」（右記参照）
を募集いたします。
締め切りは、いずれも10月31日（木）必着。

*　書評欄では会員の皆さま方の著作を取り上げてい
ます。出版された方は、ぜひご献本下さい。

下記の通り、『社叢学研究』12号への投稿募集
が始まりました。社叢学会は日本学術会議協力
学術研究団体に指定されております。研究者の
業績評価にもつながりますので、ぜひ、ご投稿
ください。また、論文のみならず、研究ノート、
身近な活動などの報告も、お寄せください。

 

むこうし桜物語　ソメイヨシノと笹部さんの桜　　
　　　　　　　　　　　　　上田昌弘　編
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