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３）木花之佐久夜毘売の伝説 
桜の由来が、木花之佐久夜毘売(『紀』では木花開耶姫)であるという話は、先にも

述べた通りで､この毘売は邇邇芸命(ニニギノミコト＝『紀』では瓊瓊杵尊)の妻として

知られている。『記･紀』によれば邇邇芸命は出雲の『国譲り物語』のあと、九州の

高天原に降臨(コウリン)したことになっている。では『国譲り物語』とはいかなるもの

かというと、天孫(テンソン)邇邇芸命の降臨に先立ち、高天原から出雲国に国土の支配

権の委譲を求める使者が派遣され、出雲の長であった大国主神(オオクニヌシノカミ

＝03-04-08 タブノキの項参照)がこれを承認し､そのかわりに『天御舎』(アメノミアラカ)

という壮大な建物の建造を、要求したというものである。『古事記』によればその場所

は出雲国の多芸志(タギシ)の小浜であるとされ、当時このあたりは海に面しており、

ちょうど港を見下ろす位置にあった。天御舎の造営にあたって､『日本書紀』には

次のように記されている。 

千尋(ﾁﾋﾛ＝非常に長いこと)の栲(ﾀｸﾅﾜ)を以(ﾓｯ)て、結(ﾕｲ)て百八十紐(ﾁｭｳ)にせむ。

其の宮を造る制は、柱は高く太し。板は広く厚くせむ。また田を供佃(ﾂｸ)らむ。

また汝が往復(ｶﾖ)ひて海に遊ぶそなへのために高橋、浮き橋および天鳥船(ｱﾏﾉﾄﾘﾌﾞﾈ)

また供造(ﾂｸ)りまつらん。 

｢栲｣は『古事記』では｢栲縄｣と記されている。｢栲｣は｢白膠木｣(ヌルデ)あるいは、

｢梶の木｣(カジノキ)で作った布地ともいわれている。カジノキは｢楮｣(コウゾ)とも混同

されることが多い木で、樹皮は繊維質に富んで和紙の原料になり、樹皮の繊維

からは『太布』(タフ)という粗布を作った。南太平洋の島々でもこの樹皮の繊維質を

叩いて伸ばし、布地にしている。これをハワイでは『kapa』(カパ)といい、サモア

では『tapa』(タパ)と呼んでいた(06-02-04 ヌルデの項 04-03-01 梶の項参照)。 

話がだいぶそれてしまったが、要は｢天御舍｣(アメノミアラカ)を作るにあたり、

樹木の繊維を編んで造った紐を用いて、太い柱を引き立てたのである。この建物は

出雲大社の 初の姿とも思えるもので、周辺には田圃を作り、海に出るために高橋や

浮き橋、それに天鳥船までも用意したと記されているわけで、高橋は高いところ

に上る階段のことを意味しているのだろう。 

さて話を元の出雲神話に戻すと、『古事記』の国譲り神話ではその交渉のために出雲

に派遣された使者は、 初が『天菩比神』(アメノホヒノカミ)で、大国主神に媚びて

命を伝えず、第二の使者『天若日子』(アメノワカヒコ)も、大国主神の娘である

『下照比売(シタテルヒメ)』を妻として、何故か命を伝えずにいると、問責のため

に高天ヶ原からやってきた、第三の使者である雉子(キジ)を、それと知らずに弓で

射殺したために、天若日子は神意によって矢にあたって死んでしまう。そして 後

の使者が『建御雷神』(タケミカヅチ)で、彼は武力を背景に委譲を迫るのである。

大国主神の息子のうち『事代主神』(コトシロヌシノカミ)は委譲すべきと答えるが､
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もう一人の息子『建御名方』(タケミナカタ)は、力くらべを挑むが破れて、諏訪に

逃れる。そういえば諏訪神社の御柱祭(オンバシラマツリ)における柱の曳き建て

行事が、前述の『紀』に記された｢天御舎｣(アメノミアラカ)の造営と、どこか共通

するところがあるのは、このためであろう(02-02-10 フジの項参照)。 

このような前段があって後に、邇邇芸命は降臨するのだが、その場所が出雲では

なく、九州の高天原なのである。これは神話時代の歴史の不連続性を暗示している

ようにも思える。つまり出雲の文化の担い手と、高天原の文化の担い手とは異なって

いたように思えるのである。そして神話はこの不連続性を、国譲り物語りによって、

繋ぎ合わせたように思えてならない。それはさておきこの高天原は現在の高千穂峰に

当るとされており、笠紗碕(カササノミサキ)で邇邇芸命は、木花之佐久夜毘売と出会う。

命が毘売に名前を問うと、『大山津見神』(オオヤマツミノカミ)の女(ムスメ)で、

『神阿多都比売』(カムアタツヒメ)、一名を『木花之佐久夜毘売』と名乗った。

そこで命は父である大山津見神に婚(マグワイ)を求めると、父神は『神阿多都比売』

とともに、姉の『石長比売』(イワナガヒメ)と献上物とを副えて命に奉った。ところが

命は姉を醜いという理由で帰してしまう。父神が命にのたもうには、「姉は、天皇の

命が石のように堅く長く続くようにと、また妹は、木の花の栄えるようにとの願い

を込めて差し上げた。しかし姉のほうだけ帰されたから、命の生命は木の花のように

儚くなるだろう。」と釈明したのである。天皇の生命が以来、神のように永遠でなく

なったのは、このためといわれている。ところで『木花之佐久夜毘売』の別名

である『神阿多都比売』という名前は、このあたりの地名である『阿多』と関わり

の深い女性であったことがうかがえる。鹿児島の椿の中には『阿多の君』などという

牡丹咲の品種もあり、阿多は薩摩の古称でもあり、海洋的な行動力に満ちた『薩摩隼人』

(サツマハヤト)のことを意味している。 

さて命に召された毘売は一夜で身籠もってしまう。このために命は毘売を疑うと、

毘売は怒って入り口のない土で塗り固めた室を作ってその中にこもり、「胎内の子が、

もしも天つ神の子でないなら焼け死ぬでしょう。」と言って火をかける。そして燃え

盛る炎の中から 初に『火照命』(ホデリノミコト＝『紀』では 初が火酢芹命＝

ホノスセリノミコト)が生まれ、これは薩摩隼人(サツマハヤト)の祖になった『海幸彦』

のことである。二番目に生まれたのが 『火須勢理命』(ホスセリノミコト＝『紀』で

は 2 番目は火明命＝ホノアカリノミコト)で、一番 後に生まれたのが『火遠理命』

(ホオリノミコト＝『紀』では 彦火火出見尊＝ヒコホホデミノミコト)で、これは

『山幸彦』の始祖になったと伝えられている。さらに『火遠理命』は、またの名を

『天津日高日子穂々手見命』(アマツヒコヒコホホデミノミコト)と記されている

ところを見ると、農業と深く関わっていたことがうかがえる。また『記』と『紀』では

息子達の生まれた順序と名前が、必ずしも一致していない。しかし 3 人の息子達の
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名前には、それぞれ｢火｣の文字が与えられ、木花之佐久夜毘売はこの故事により火山の

神となり、富士山を祀る浅間神社の祭神になっている。しかしこの物語は高千穂峰から

も近い阿蘇山との関係もありそうで、｢阿多｣という地名も｢阿蘇｣｢浅間｣とよく似て

いる。そして九州には活火山が多く、阿蘇や雲仙、霧島などの他、薩摩の開聞岳、

桜島など今でも活動を続けているものも少なくない。一説によれば、｢アソ｣という音は

｢朝｣に通じ、火、明かりを表わすものであるという。確かに阿蘇も浅間も燃える山で、

浅間神社のある富士山もかつては燃える山であった。また『紀』には瓊瓊杵尊は亡く

なった後、筑紫の日向の可愛(エ)の山稜に葬ったという記事があり、この地は現在の

鹿児島県川内市宮内町の新田神社(ニッタジンジャ)がある亀山であると考えられている。

またこの近所には新田神社の末社である端陵神社(ハシノリョウジンジャ)があり、

木花之佐久夜毘売を祭神に祀っている。 近の研究ではこの神社一帯が自然の地形

を利用した、前方後円墳であることが判明した。もう一つ付け加えれば｢ハシ｣のつく

墓は、女性のものであることが多く、ここでいう端陵神社もハシの付くところから、

あるいは木花之佐久夜毘売の墓陵であったのかも知れない。そしてハシはまた箸で

あり、箸で陰部(ホト)を付いて死んだという言い伝えを伴うこともしばしばで、卑弥呼

の墓とも伝えられている奈良県桜井市箸中にある箸中古墳群にも通じている。 

ところで日本の神話の中には、このような出産と火に関わるものが少なくない。

『伊弉冉尊』も燃えさかる火の神『軻遇突智』(カグツチ＝『記』では『迦具土』)を

自分の胎内から生み出したが、その際『軻遇突智』の火によって陰部を焼かれた結果、

大火傷を負い、これが致命傷となって命を落とす。このとき苦しみながら嘔吐し、大小便

を排泄し、その排泄物の中から金属や粘土、水や穀物など、極めて貴重なものが人間世界

に与えられている。『紀』では『伊弉冉尊』が亡くなろうとする瞬間、土の神『埴山姫』

(ハニヤマビメ)と、水の神『罔象女』(ミツハノメ)とを生んだとされており､『軻遇突智』

はこの『埴山姫』を娶って『稚産霊』(ワクムスビ＝『記』では『和久産巣日神』)を

生んだが、この神の頭上に蚕と桑が生まれ、その臍(ホゾ)の中には五穀が生まれたと記

されている。『記』ではこの神の子が、食物を司る『豊宇気毘売神』(トヨウケヒメノカミ)

であるとも述べており、後述する食物神『大宜都比売神』との関係には触れていない。 

この伊弉冉尊に似た、体の中に火を持った母神を主人公とする神話は、ポリネシアや

メラネシアから南アメリカにかけての太平洋の沿岸に多く見ることができる。逆に見れば

日本神話の原点は、こうしたポリネシアやメラネシアの文化と、深い関わりを持っている

ということであり、日本人のルーツとも関わっているのだろう。 さらに興味深いことは、

このエリアでは身体の中に、無尽蔵に食物を持っている神がしばしば登場することで、

このような神は『記』では『迦具土』の直前に生まれたと記されている『大宜都比売神』

(オオゲツヒメノカミ＝『大気都比売神』とも記されている。)や『紀』では『保食神』

(ウケモチノカミ)として登場する。ところがその食物の出し方が美しくない。口から吐き
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出すのはまだましなほうで、多くの場合、大小便や垢などとして出し続けるのである。

神がある種の人格を持ったものとして扱われ、なおかつそこに神としての威厳を

持たせるためには、胎内から人間とは違う、しかも人間にとって貴重なものを生み出す

必要性があったのだろう。当時は母系社会であったために女神が多く、生命誕生の

神秘とも結びつきながら、こうした物語として成立されていったものと思われる。 

前置きはこのくらいにして、ここで取り上げたかったのは『山幸彦』と『海幸彦』

の物語である。『山幸彦』はあるとき兄の『海幸彦』に借りた釣針を無くしてしまい、

これを探しに海神の宮にゆき、そこで海神の娘『豊玉毘売』(トヨタマヒメ)と結ば

れる。山幸彦はそこに三年ほど滞在したが、次第に里心がついて海神の宮を去ろうと

すると、毘売は妊娠していた。彼女は｢風の強い日に追いかけてゆくので、産屋を作っ

て待っていてください｣と言った。そこで山幸彦は一尋もある大きな鰐(イチヒロワニ)

の首に乗って一日で帰ってきた。ここでいう鰐は鮫のことで、中国地方では今でも

鮫のことを鰐と呼んでいる。 

さて豊玉毘売は臨月になると、山幸彦のもとにやってきて産屋に入る。このとき

毘売は｢異郷のものは出産するときには、故国の姿になって子供を生むので、私もその

姿になりますから、どうぞ私の出産の姿をご覧にならないでください｣と言うのだが、

山幸彦はその言葉をかえって不思議に思い、豊玉毘売が子供を生む姿をつい覗き見して

しまう。と、どうだろうか、産屋の中では八尋もある大鰐がのたうちまわって子供を生

もうとしていたのである。生まれてきた子は、産屋の屋根を鵜の羽根で葺き終わらない

うちに生まれた勇ましい子であったために、『天津日高日子波限建鵜草葺不合命』

(アマツヒコヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト)と名付けられる。しかし出産の

後、豊玉毘売は山幸彦が自分の出産の姿を見たために、生んだ子をその場に残して、

海神の国へ帰ってしまう。しかし豊玉毘売も山幸彦も互いのことを忘れることができず、

やがて妹の『玉依毘売』(タマヨリヒメ)に託して歌を差し上げる。山幸彦もこれに応えて

｢共寝をしたお前のことが、自分の生きている限り忘れられない｣と詠む。そしてこの

『天津日高日子波限建鵜草葺不合命』と叔母に当る『玉依毘売』との間にできた子

こそ『伊波礼毘古』(イワレヒコ)､ つまり後の神武天皇だったのである。ここで

いう｢玉｣は｢霊｣であり神霊が馮依(ヒョウイ)する巫女の呼称であったのだろう。

そして玉依毘売は水と深くかかわっており、もう一方の『木花之佐久夜毘売』の火と

併せて、当時の人々の｢火｣と｢水｣との関わりや、『埴山姫』に見られるように｢土｣との

関わりが、朧げながら見えてくるのである。 

ところで『彦火火出見尊絵巻』(ヒコホホデミノミコトエマキ)というのが、若狭

の小浜市『明通寺』という寺に伝えられている。彦火火出見尊は九州の山幸彦の話

であるはずなのに、何故日本海側の若狭に残っているのか不思議な気がしてならない。

また彦火火出見尊が海神の宮に行く話は、浦島太郎の伝説にどこか似ているように
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も思える。おそらく同じような民話や神話が日本の各地にあり、『記･紀』に著わさ

れている神話そのものが、こうした伝承や民話をうまく繋ぎ合わせた結果生まれた

ものなのだろう。また浦島太郎伝説の起源も若狭にある。 

そこでここではもっと大胆に、そして無責任にこの辺の話を推測すると、次のよう

に思えてくる。まず海幸彦を縄文以前の大昔に、南のポリネシア付近から日本列島に

北上してきた海洋民族の一派で日本列島の先住民と仮定する。だから兄貴分にあたる

海幸彦なのである。一方の山幸彦は後になって大陸から、朝鮮半島を経由して日本列島

にやってきた騎馬民族系の一派と仮定する。だから弟分なのである。そして前述の

『迦具土』の物語も『豊玉毘売』の物語も、南方系の海幸彦の一派が持ち込んだ神話

であり、山幸彦が釣針を捜しに行った海神の宮というのも、南方の島々と推測できる。

だからこそ豊玉毘売は子供を生む際、故国の姿の大鰐に化けるのである。このように

仮定すると、物語の全貌が見えてくるような気がする。つまり『記･紀』では日本人

のルーツが、南方から入った民族と北方から入った民族が融和されて一つになった

ことを、暗示しているのである。ではなぜ日本海側の若狭や出雲にこの手の物語が

残っているのだろうか？。それはこの地が大陸から渡ってきた人々の基地となって

いたからではないだろうか。つまり北方系の騎馬民族が初めて日本列島に築いた植民

地が、この地方だったのである。だからこそ山幸彦たる彦火火出見尊の絵巻が、

この若狭の地に伝えられていると思われてならない。 

『記･紀』に登場する物語のほかにも、古墳などから出土した遺物が、こうした歴史

を雄弁に物語っている例も少なくない。本来は南の島々にしか存在しない遺物が、

日本列島の各地の遺跡から発掘されている。その一つは古代人が埋葬の時に用いた

甕棺や、装飾品である。特にゴウホラガイやイモガイの腕輪などは、太平洋上の島々

で大事にされていた貝と同じ種類のもので、これは九州などの弥生時代後期の遺跡

からも見つかっている。また大阪府茨木市にある 4 世紀ごろの前方後円墳である、

紫金山(シキンザン)古墳からもゴウホラガイを加工した貝製品が出土している。この

ような事実は、古墳時代以前の日本人が、南方の島々と深く結びついていたことを

物語るものであろう。ゴウホラガイは沖縄周辺ぐらいでないと生息しておらず、4 世紀

ごろにはすでに沖縄の島々と本州との間に、交易が行なわれていた証拠でもあるわけで、

古代人の足跡が明白に残されているように思える。『記･紀』では日本人の祖先が海幸彦

と山幸彦であることを暗示しているものの、それが具体的に何であったのかを語って

はくれない。しかしこのように推理すると、『竜宮城』や『乙姫様』の物語も、

『羽衣伝説』や『因幡の素兎』までも、単なる想像の世界ではなく、一つの歴史の

流れとして捉えることができるように思えてくる。われわれ日本人の祖先がどこ

から、どうやってこの日本列島にやってきたのかを暗示している植物の物語に関し

ては、今後も折にふれて紹介してゆきたい。 
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｢神代曙｣、咲き始めはやや紅覆輪を帯び、ソメイヨシノよりも紅が濃い。原木は東京都調布市

の神代植物公園内にあるためにこの名前になった。皇居前の国立劇場にも古木がある。 

｢黄桜｣は、本来は酒ではなくて桜である。したがって河童は出てこない(埼玉県嵐山町）。 
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｢染井吉野｣の花色はほとんど白に近い。ただ萼と花芯が赤いために遠くから見ると桜色に見える。

多くの桜が同様の理由で桜色となる。緋とか紅の付くものは花弁そのものが濃い色をしている。 

 

純白の花をいっぱいに咲かせる『帆立』。満開期は4月20日ごろでやや遅れる(埼玉県川口市)。 
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円蔵院の｢紅彼岸枝垂｣、この寺にはモクレンや水仙など春は花で埋まる(さいたま市見沼区）。
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群馬県藤岡市浄法寺の｢彼岸桜｣。この寺には他にも桜が多い。 
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ヒガンザクラという名称はしばしば早咲き桜の総称として用いられる。花は咲き出しは桜色だが、

散り際に白くなるもの、逆に咲き出しは白っぽく、散り際に赤みを増すものなどいろいろである。 

 

『紅彼岸枝垂』は早咲きで、花弁の周辺部には紅覆輪が出る種で美しい(長野県軽井沢町）。
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奥村土牛記念館付近で見た｢彼岸桜｣。色が濃いばかりかとても上品に見えた(長野県佐久穂町)｡

 
｢長州緋桜｣、緋ザクラと呼ばれているものはどれも色が濃く、また早咲きが多い。横浜緋桜、

湘南緋桜などがそれで、寒緋桜の子孫と考えられているものが多い(東京都新宿御苑）。 
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小海線沿線で見つけた早咲き八重の桜。翌年、再度行ってみたが見つからなかった。 
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｢仙台枝垂｣は｢平安紅八重枝垂｣＝｢八重枝垂｣など様々な呼び方がある(埼玉県秩父市清雲寺）。 
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仙台枝垂は現在の枝垂桜の中では、 も人気のある品種であろうか。入手もしやすい。 
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枝ぶりも花形も申し分ないが、あっという間に大きくなるので、スペースの確保が重要である。 

 
しかしちょっと大きめの庭があったら、ぜひとも植えておきたい枝垂桜である。
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｢小諸八重紅枝垂｣は八重枝垂の中では も紅色の濃い品種といえようか。やや赤紫色を帯びて

おり、長野県の小諸城址内(懐古園)で栽培されていたものである(長野県小諸市)。 
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小諸八重紅枝垂の命名者は、公益財団法人『日本花の会』の初代農場長志村長蔵氏である。
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小諸八重紅枝垂は仙台八重紅枝垂れと極めてよく似ており、判別しにくい。 
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咲き出したばかりのニオイザクラ、花色は 初は白に近く、次第に花芯に赤みが差してくる。 
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｢匂い桜｣はサクラの葉を塩漬けにしたような芳香が漂う(川口市安行)。 
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｢熱海桜｣も早咲き桜のひとつだが、花色にややサーモン系の色がかかっているように見えて

美しい。伊豆半島周辺は早咲きのいわゆる緋桜が多く、なんとも魅力的である。 

 
咲き出したばかりの｢熱海桜｣は、一層のこと色が濃く、一瞬、桃と見違える(長野県軽井沢町)。
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一般的に｢熱海桜｣は｢河津桜｣や｢修善寺寒桜｣などとともに早咲きの桜である。特に河津桜は

東京では2月初旬から咲き始める。ところがここ軽井沢ではどれも5月の連休頃に開花する。 
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これも咲きだしたばかりのころの｢熱海桜｣である。湘南から伊豆半島にかけては、この熱海

桜の他｢河津桜｣それに｢修善寺寒桜｣など、早咲きで色の濃い桜が多い(長野県軽井沢町)。 

 
｢熱海桜｣一輪をアップしてみるとこんな表情をしている(長野県軽井沢町)。 
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軽井沢には熱海桜よりもさらに色の濃い桜が開花しようとしていた。品種名は不詳であるが

｢横浜緋桜｣とか、あるいは｢寒緋桜｣を一方の親とする交配種なのだろうか。 

 
｢祐道桜」？（山梨県北杜市ハイジ村） 



花の縁 01－06－03 

 

25

25                              

 
花いかだの下を緋鯉がゆっくりと泳ぐ。これも桜期の風情である(東京都板橋区石神井川）。 
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国宝松本城天守閣と桜。以前は深志城といわれていたが、別名烏城の異名もあった。戦国時代

は武田氏の支配下にあったが、その後はたびたび城主が入れ替わった(長野県松本市）。 

 
国宝松本城は別名烏城。姫路城、彦根城、犬山城、松江城と並んで国宝に指定されている。 
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松本城の堀沿いの桜並木、後方にはアルプスの残雪が光る。右手に見えているのは白馬山で、

標高 2,933m である。雪解けの水はすべて日本海へ流れる(長野県松本市）。 

 
アルプス公園の枝垂桜。背後にはアルプスの連山が霞む。信濃の春である(長野県松本市）。
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アルプス公園の景色は天気がよければ 高である。南は木曽駒ヶ岳から中央は乗鞍岳、

槍ヶ岳や穂高岳、北は白馬岳まで手に取るように展望できる。中央に見えているのが穂高岳。

 
正面に見えているのは白馬連峰で、下には長野方面に向かって犀川と国道 19 号線が走る。 
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｢開智学校｣の桜、明治 6 年(1873)年開校。日本 初の重要文化財である(長野県松本市）。 

 
長野県にはもう一つ国の重要文化財で｢中込学校｣がある。1875年の開校で、日本 古の洋風

建築校舎である。設計者は地元の市川代治郎であった(長野県佐久市）。     
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桜はとかく晴れた日に鑑賞したがるものだが、春雨に煙る桜もまた墨絵のようで捨て難い味わいがある。

これは高崎市の最西端、吉井町の山間の里で見た桜である。隣には武家屋敷で名高い甘楽町がある。 
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筆者が宿泊した『ドリームセンター』は高崎市が運営する宿泊施設で、職員の研修等に用いられている。 

 

その窓からは山村風景が一望できる。これこそ日本の山村の原風景のように見えた。 目次に戻る 


