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８）タブノキと(ガマノホ)＝椨の木と(蒲の穂) 
タブノキはクスノキ科の常緑高木で東北地方の南部以西から、本州、沖縄まで

ごく普通に自生し、朝鮮半島、中国、フィリピンなどにも分布する。主に沿岸地

や暖地に多く、密林の構成樹の一つになっており、高さは 20m、直系は 1m に達

する。樹皮は灰白色で楠と異なり滑らかで、葉は楠よりも革質が幾分固く、また

大きさも一回り大きい。5 月頃、葉腋に円錐花序を出して淡黄緑色の両性花を密生

して開き、10～11月頃黒紫色の球形の液果を多数つける。この属は世界で150種が

知られており、中南米を原産とするアボガドも同じ仲間である。学名は『Machilus 
thunbergii』で、和名の由来は朝鮮語で丸木舟のことを『tong bai』といい、朝鮮

では丸木舟を作る木であったことに由来する。これが転訛してタブになったという

説である。別称としてイヌグスとかタマグスともいわれ、材は堅く船や建築材料の

ほか家具、楽器、箱類、枕木などに広く用いられている。タブの心材は淡い紅色

を帯びた褐色で美しい色をしており、辺材は淡い黄白色を帯びた褐色で、境目は

明瞭に分かれている。赤みのつよいものをベニタブ、弱いものをシロタブと呼び、

一般的にはベニタブを良材としている。木理は交錯して肌目は粗く加工もし難い

ものの、時には美しい『縄目杢』(ナワメモク)を現し、これを家具などに用いる。 

また樹皮にはタンニンを多く含み、八丈島では黄八丈の染料や、魚網の染料など

としてよく用いられている。乾燥した樹皮は粉末状にして線香を製造するときの

粘着剤として用い、葉は蚊取り線香にも利用し、黄な粉に混ぜて｢黄な粉餅｣にして

食べる地方もある。 

3 世紀の中国の歴史書『魏志』は陳寿が中心になって編纂したものといわれて

いる。その中の｢倭人伝｣によれば、当時の日本の植物を以下のように記している。 

   其の木には枏(ﾕｽﾞﾘﾊ)･杼(ｺﾅﾗ)･豫樟(ﾄﾁ･ｸｽﾉｷ)･楺(ﾎﾞｹ?)･櫪(ｸﾇｷﾞ)･投(？)･橿 

(ｶｼ)･烏號(ｳｺﾞｳ)･楓香(ｶｴﾃﾞ･ｶﾂﾗ)有り、 

この『豫樟』がクスの木であったとも、またタブの木であっとも言われている。

確かに『日本書紀』にも『櫲樟』の記述が見られ、クス、タブの木で意味は整合する。

しかし豫はトチノキ、樟はクスノキであると考えると、いささか疑問も残る。櫲と

豫の違いは文字の画数が多いため、木偏を省いたのだろう(03-05-18-4 参照)。楺の

ボケにしても素直には納得しがたい。ただボケは中国では林の間に柔という字を挟み

込んで記したから楺はその略字体であるのかもしれない。しかし楺という漢字の生い

立ちを素直に考えると、これは柔軟な木でなければならない。柔はしなやかと言う

意味で、例えばネソ(02-02-10)として用いられたリョウブ(02-03-21)、ガマズミ

(06-01-18）、カマツカ(06-01-19)、あるいはフジ(02-02-10)やテイカカズラ(02-03-07)

サネカズラ(06-01-01)のようなツル性の木を当てる方が自然のように思える。リョウブ、

ガマズミ、カマツカは中国大陸でも普通に見られる植物であるが、フジは『記紀』



花の縁 03－04－08 

                          

2

2 

にも現れているものの、日本の特産種であったから、ここでは対象外であろう。

またテイカカズラやビナンカズラは『万葉集』にも多くの記述が見られ、中国では

それぞれ『絡石』、『南五味子』と称して漢方薬として広く利用されていた。 

 一方、投橿の橿は日本ではカシの木であり中国ではモチノキで、堅い木を意味

している。『投』の手偏はこの文章の内容から判断すると、木偏の誤りと考えられ

なくもない。木偏を筆を使って行書体で書くと、手偏と間違いやすくなるからで

ある。そこで木偏のつく文字で投に近い文字を探してみると『柗』(松と同じ意味)

が浮かんでくる。『投』は『松』もしくは『柗』をどこかで誤写したのではと思えて

くる。『魏志』「倭人伝」の原文では確かに投になっている。ただ、この原文には『、』

も『。』もない漢字の連続であるから、何処で区切ってよいのかも、なかなか分かり

にくい。投橿はマツとカシあるいはモチノキと考えられなくもない。ただ、現在では

かなり一般的である松の木は、当時は今よりもずっと少なかったという花粉分析

による研究結果も報告されている(07-01-01-2参照)ので、にわかには断定しにくい。 

烏號にいたっては見当もつかないが、ヤマグワとの説がある。その理由は、優れた

弓を『烏號』と呼ぶことに由来するのだという。クワの材は堅く弓を作ると勁弓

(ケイキュウ＝張りの強い弓のこと)が出来たという。このために桑材がよく用いられ

ていたが、桑の樹はよく撓み、カラスがとまって飛び立とうとするとき、枝が撓んで

飛び立つことが出来ず、号呼するためにこの名前が付いたというのである。 

さて 後の楓香がまたわかりにくい。まずこれを一つの木と見なすか、それとも

楓と香を二つのものとして捉えるかで異なってくる｡一般的には一つの木と考え、

カツラとする説が有力である。その理由は当事の楓はカエデではなく、マンサク科

の植物で、日本には自生していなかったこと。中国ではカツラはモクセイのことで､

日本には間違えられて伝えられたが古くから香木とされ、中国にも日本にも自生し

ていること、などから推測されたものである。他方、楓と香とを別種であると推測

すると、『楿』という文字が浮かんでくる、香は楿の略字という考え方である。楿の

意味は桂、あるいはムロの木(＝ネズミサシ)である。しかし楿は国字であって漢字

ではないとの説もある。ちなみにムロの木の学名は『Juniperus rigida』で、ヒノキ

科ネズミサシ属の針葉樹で、和名の由来はこの木の枝をネズミの通るところに置くと、

葉先が尖っており痛いので、ネズミを防ぐことが出来るとの理由によるものである。

本州岩手県以南の四国・九州、それに朝鮮半島、中国にも分布する。また必ずしも

一般的な樹木ではないものの、前述のごとく楓と香は別種という考え方も捨てきれ

ない。どちらにしても『魏志倭人伝』に登場する樹木名と日本の樹木名とを一致

させるのは至難の業で、今後の研究成果に期待したいところである。 

『魏志』「倭人伝」はさらに続く。「其の竹には篠(ｼﾉ)・簳(ﾔﾀﾞｹ)・桃支(ｶｽﾞﾗﾀﾞｹ)、

薑(ｼｮｳｶﾞ)・橘(ﾀﾁﾊﾞﾅ)・椒(ｻﾝｼｮｳ)・蘘荷(ﾐｮｳｶﾞ)有るも、以て滋味となすを知らず」
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(05-02-12-1 参照)と記され、その後に動物としてサルとキジを上げている。 

『魏志』「倭人伝」の追求はこのくらいにして『万葉集』では 

   磯の上(ｴ)の都万麻(ﾂﾏﾏ)を見れば根を延(ﾊ)へて 年深からし神さびにけり 

という大伴家持の歌があり、この『都万麻』をタブの木ではないかとする説がある。

タブの古木は盛り上がった筋肉のように根がよく張って、幾歳月を生き延びてきた

逞しさと力強さを感じさせてくれる。家持はタブの根を見て、神々しさを感じた

のだろう。当時、家持は越中、現在の福井県の国守をつとめており、この歌は能登

半島の付け根あたりにある越中の国の渋谿浦(シブタニウラ)で、ツママという木を

見て謡ったと記されている。後述するように福井県にはタブの巨木があちこちにあリ、

ご神木にもなっている。その一つを見て詠ったものであろう。また福井県の鳥浜貝塚

から出土した木鉢の一つもタブの木製といわれている。日本列島の西南部においては、

ごく普通に見られた木であるから、身の回りの生活道具を作る材として、ごく当

たり前に使われていたのだろう。 

タブの木は能登半島から出雲にかけての日本海側で、とりわけ神聖視する傾向

がある。例えば羽咋市の『気多大社』(ケタタイシャ)ではタブの木が神木とされ、

この神社では本殿はなく、そのかわり『入らずの森』の前に鳥居が立てられており､

森にあるタブの木が御身体になっている。しかもこの神社の鳥居は日本海に面して

立てられ、海を隔てた向こうが朝鮮半島であることを考えるとき、この地方と

朝鮮との関わりを無視することはできない。タブの木の語源を朝鮮語の『tong bai』

に求める理由が、ここにもあるというわけである。またこの付近では『大多毘神社』

(オオタビジンジャ)でも、樹齢 1,300 年といわれるタブの木が神木とされ、神社名

そのものも大タブから転訛したものとされている。これだけではない。鹿島郡

旧金丸村の『鎌宮諏訪神社』(カマミヤスワジンジャ)でもタブの木が御身体で、社殿

などはいっさいない。さらに『須須神社金分宮参道』(ススジンジャキンブンミヤ

サンドウ)には、タブの木の見事な並木があって、この地方はさながらタブの御神木

に守られているごとき様相を呈している。しかもこの須須神社の祭神といえば、

『御穂須須美命』(ミホススミノミコト)で、出雲の『大穴牟遅命』(オオムナチノ

ミコト)と越の国の沼河比売(ヌナマワヒメ)との間の子である。『大穴牟遅命』と

『沼河比売』の話は、後でもう少し詳しくふれるとして、出雲と能登はこの頃より

深い交流があった証と見ることもできよう。その上この辺りには高句麗の古墳様式

に極めてよく似た『須曾蝦夷穴古墳』(スソエゾアナコフン)がある。これは7 世紀

後半に作られたと思われ､ 朝鮮の出土品に多く見られる銀象眼の『亀甲繋鳳凰紋』

(キッコウツナギホウオウモン)を施した太刀も出土している。もともと朝鮮の東北部

と深い関わりを持ちながら今日にいたっているのだろう。さらにこの地は出雲の

『国引き物語』にも登場する。『国引き物語』に関しても後で詳述したい。 
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一方『日本書紀』の伊弉諾尊や伊弉冉尊が登場する｢神代紀｣には『天磐櫲樟船』

(アメノイワクスブネ)とか、『鳥磐櫲樟船』(トリノイワクスブネ)などの記述が見

られ､これはタブもしくは楠の木で作った船であることが容易に想像される。

『日本書紀』によれば『素戔鳴尊』(スサノオノミコト)は『浮宝』(ウクタカラ＝

船のこと)を杉の木やこの櫲樟の木などで作ることを命じている。 

素戔鳴尊(『古事記』では須佐之男命と表記されている＝以下括弧内は『古事記』

の表記)は伊弉諾尊(イザナギノミコト＝伊邪那岐命)と伊弉冉尊(イザナミノミコト

＝伊邪那美命)の二神の子として生まれたことが『記･紀』には記されており、尊は

出雲系神話の始祖でもある。『日本書記』によれば彼の姉にあたるのが『天照大神』

(天照大御神)で、兄にあたるのが『月夜見尊』(ツクヨミノミコト＝月読命)である 

としている。ところが素戔鳴尊は父から定められた支配地である『海原』を治める

ことなく、母の国である『根国』(ネノクニ)を慕って泣いたため、父の怒りをかって

追放されてしまう。そこで素戔鳴尊は高天原にいる姉に、いとまごいをするため 

にやって来るのだが、その粗暴な行動のために天照大神は、自分の支配地を奪われる

のではないかとの疑いを持ち、武装して弟を迎える。尊は自分の心の潔白を証かす

ために『誓約』(ウケイ)をし、これにより身の証を立てることに成功する。ところが 

これに奢った｢尊｣は今度は『天津罪』(アマツツミ)といわれる様々な乱行を重ねる。 

『古事記』によれば、天照大神が耕していた水田の畔を壊したり、灌漑用の溝を 

素戔鳴尊(スサノオノミコト)と天照大神 (アマテラスオオミカミ)の像(ウィキペディアより）。 
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埋めたり、天照大神が新米を召し上がる神殿に大便をまき散らしたり、それは大変

なものであった。しかしこうした行為に対して天照大神は咎めることもなく命の行な

いを善意に解釈していた。ところが素戔鳴尊はこれを良いことに、天照大神が神聖な

機織屋にいるとき、機織屋の棟に穴をあけて、毛色のまだらな馬を尻の方から皮を

剥ぎとって機織屋の中に落とし入れた。これに驚いた機織女は誤って機織り具の

『梭』(ヒ)で陰部(ホト)を突いて死んでしまう。この一件があってついに天照大神は

『天石窟』 (アメノイワヤト＝『記』では『天石屋戸』､以下括弧内は同様)に隠れ

てしまう。このため全世界は暗闇になり、あらゆる手立てを講じて、天照大神を

天石窟から外に導き出す手段が試みられたのである。榊の木に勾玉を付けたり、

八咫鏡を付けたり…そのきわめつけが、『天鈿女命』(アメノウズメノミコト＝

『天宇受売命』)のいわば裸踊りだった。この神は天の香具山の笹の葉を、束ねて

手に持ち、天石窟の前に桶を伏せて踏みならして、乳房を露出させて裳の紐を陰部

まで押したらしたために、この光景を見た数多の神たちは、高天原に鳴り響くほど

の大声で笑いころげた。外の騒ぎを不思議に思った天照大神は､そっと扉を明けて

顔を覗かせたのである。そこには『手力雄神』(アメノタヂカラヲノカミ＝『天手力男神』)

が、この時とばかりに待ち構えていた。天照大神の手を取って外に誘い出したと

伝えられている。 

これは余談になるが、この『天鈿女命』の裸踊りにより、この神は以後芸能の神

として多くの神社で祀られることになった。京都市右京区の『芸能神社』、三重県

鈴鹿市の『椿大神社』、長野県北安曇郡松川村の『鈿女神社』などがその好例である。

ここから程近い長野市の戸隠神社には、もう一方のヒーローである『手力雄神』が

祀られており(07-01-02-10)、戸隠神社を構成する一社である『火之御子社』(ヒノミコ

シャ）には『天鈿女命』が祀られている。

 
戸隠山は天孫降臨の地、高千穂から『天石窟』が飛来して出来たもの、と伝えられている。 
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こうして昼の世界が戻ったのだが、この罪により素戔鳴尊は髪を抜かれ、手足の

爪を剥がされて償いをさせられた上、他の神々から追放されて根の国に赴くことに

なったのである。ところが途中、出雲国で『八岐大蛇』(ヤマタノオロチ)を退治

して根の国の支配者となる。そのいきさつについては『日本書紀』によると以下

の通りである。 

尊が出雲の国の簸川(ヒノカワ)に到着すると、悲しみにくれている老翁『脚摩乳』

(アシナヅチ＝『記』では足名椎、以下括弧内は同様)と老婆『手摩乳』(テナツチ

＝手名椎)と、その娘である『奇稲田姫』(クシイナダヒメ＝櫛名田比売)に出会う。

事情を聞くと年ごとに八岐大蛇に村の娘が呑まれており、今度はこの少女の番なの

だという。そこで素戔鳴尊は様々に作戦を練ったあげく、大蛇に酒を呑ませて

眠らせ『十握剣』(トツカノツルギ＝十拳釼)で大蛇を寸断してしまう。ところが

尾の部分を切ったときに剣の刃が少し欠けたので、尾を縦に裂いてみると中から

一本の剣が出てくる。これが世にいう『草薙剣』(クサナギノツルギ＝都牟羽の大刀) 

の由来である。この剣は別名を『天叢雲剣』(アマノムラクモノツルギ)ともいい、

大蛇がいるところにはいつも雲がかかっていたことから、この名前がついたのだ

という。 素戔鳴尊はこの剣は神剣であるとして姉の天照大神に献上したのであるが、

大蛇退治の後に彼は、この奇稲田姫と｢マグワイ｣をして、やがて姫は『大己貴神』

(オオナムチノカミ＝大国主命)を生んだのである。しかしよくよく考えてみると

この姫のクシイナダという言葉は、｢美しい稲田｣ととれなくもない。するとこの大蛇

とはあるいは毎年氾濫を起こす川であったと推測することもできよう。これを退治した

ということは案外、この地域一帯の治水事業のことを意味していると考えること

もできよう。とすると、素戔鳴尊は大陸から渡来してきた技術者と取れなくもない。

あるいは技術者の集団で、このためにいくつもの異なった人格があったのかもしれない。 

しかしこの素戔鳴尊の物語は、神話全体の流れの中に無理に挿入したような匂い

がしないでもない。その理由は、二人の兄弟である日月二神が左右の目から生じた

ことになっているのに対して、素戔鳴尊は伊弉諾尊の鼻から生じていること、日と月

の二神に比べると、その役割である海原を鼻に当てている点が、現代の宇宙観から

すると、いささか異次元のように思えること、その人格が出雲のものと、高天原と

ではいちじるしく異なっており、二重の人格を持っているように見えること。

などによるものである。天照大神と月夜見尊が日本人の原点的な神だとするなら、

この尊はどうも大陸から渡来した別もののように見えなくもない。だからこそ後に

『出雲の国譲り』を迫られたのではあるまいか。そこで大陸にスサノオの原点を

たどってみると、新羅の『巫覡王』(フゲキオウ)といわれた『次次雄』(ススシ)と

の関係が浮上してくる。『巫覡』とは『巫』も『覡』も神に使える｢ミコ｣のことで、

女の場合は巫、男が覡で、覡は転じて｢医者｣という意味がある。この素戔鳴には
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新羅への天降りなど、朝鮮との関わりを暗示する記事が多いばかりか、海原を

支配する神であり、それは航海の神でもあるわけで、大蛇の征伐などの話は中国や

遠くギリシャ神話などにもよく登場する。『紀』によれば素戔鳴はその子『五十猛神』

(イタケルノカミ)を率いて新羅の国に渡ったが、その地に留まることなく、埴土

(ハニ＝土という意味)の船に乗って、出雲国の簸川の鳥上(トリカミ)の峯(タケ)に

至ったと伝えられている。この際、五十猛神は多くの樹々の種子を持ってきて、

筑紫から始めて大八洲国(オオヤシマノクニ)全体に撒き増やしていったという。

日本の植物には朝鮮語から転訛したものが多いのはこのためとも考えられるので

ある。そして出雲大社にほど近い簸川郡佐田町に鎮座する『須佐神社』の主祭神は、

『須佐之男命』(スサノオノミコト)になっており、『出雲国風土記』によれば、この

神が自ら御魂をここに鎮めたと記している。この須佐神社は中世には祭田二百石を

有したと伝えられ、山中鹿之介により奪取されたが『太閤検地』の時には社領十石と

なり、後に三十石になった。古来より農耕、殖産、延寿の神として篤い信仰をうけ、

この農耕神と奇稲田姫との関わりは、｢稲田｣を介していたと解釈すれば納得できる。 

さて前述の『天叢雲剣』の記述である。そもそも島根県の南部は雨の多い地域で、

いつも山々が雲の中に隠れていても何の不思議もない。まさに雲、出るところが

出雲なのである。樹木はよく育ち、その木で良質な木炭を作り、鉄の精錬における

カーボンとして用いていた。このため古くから鉄器の産地としても知られており、

八岐大蛇から出たといわれる草薙剣は、この地で作られた鉄剣のことを意味している

ように思われる。それが前述の稲田への氾濫と、どういう関係にあるかといえば、

精錬のために薪炭材を切りすぎた結果、山の保水力が落ち、大雨が降ると氾濫が

起こりやすくなったと解釈することもできよう。また当時はまだ製鉄技術は日本に

定着してなかった。しかしこの技術を朝鮮から伝えたのが、素戔鳴に率いられた

一派だったと見なすこともできるだろう。それにしても何故『草薙剣』が皇室の

『三種の神器』の一つになっているのだろうか？詳細はＰ13で語るとしよう。 

この大蛇を征伐した剣は『斬蛇の剣』もしくは『韓鉏の剣』(カラサビノツルギ)

とか､『蛇の麁正』(ヘミノアラマサ)などと呼ばれており、現在では奈良県天理市の

石上(イソノカミ)神宮の御身体として、神武天皇の『天つ剣』とともに祀られている。

この石上神宮は物部氏が神宝を管理したところとして知られ、大正の初めまでは

本殿はなく、主な祭神は禁足地(キンソクチ＝人が入ってはいけない所)の地下に

祀ってあった。しかし何故この剣は皇室の宝物にはならなかったのだろうか？

ちなみに｢鉏｣の音は｢ソ｣で、鋤のことを意味しており、また｢麁｣の音も｢ソ｣で、

粗末であるとか荒いとか、大まかであることを意味する言葉で、これはどちらかと

いうと戦闘用の剣ではなく、農業用の道具を暗示している。だから『三種の神器』

には加えられなかったものと思われ、その背後には治水事業が見えてくるのである。 
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さて素戔鳴尊の子である大国主命は、別名を『八千矛神』(ヤチホコノカミ)とか、

『葦原色許男神』（アシハラノシコオノカミ）とか､『宇都志国玉神』(ウツシクニ

ダマノカミ)などともいわれる｡『記』によれば彼は五つの名があり､『大己貴神』

(オオナムチノカミ)『大物主神』(オオモノヌシノカミ)『大穴牟遅』(オオナムチ)

『大物主』(オオモノヌシ)などとも呼ばれていた。いずれにしろ彼はその後、葦原

中国(アシハラナカツクニ)の統治者になる。 一説によれば素戔鳴が自分の娘を

与えて、聖器を授けて大国主命に、葦原中国の支配者になることを命じたともいわれ

ている。そして『木花之佐久夜毘売』(01-06-03)の物語でも述べたように、出雲の

『国譲り物語』につながってくるのである。しかしこれは大国主命の物語その

ものが、複数の人物像が長い間に融合されて、一人の人間像になったとか、長い

歴史の積み重ねがあったものと思われる。いくつもの名前を持っているのもこのため

であろう。したがって大国主命と大物主神が別人になったり、矛盾することも多い。

さらに大国主命には多くの妻がおり、根の国にある『堅州国』(カタスクニ)という

死者の国の『須勢理毘売』(スセリヒメ)や、地上世界の『八上比売』(ヤガミヒメ)、

九州では胸形(現在の宗像市)の『多紀理毘売』、高志(コシ＝越＝越前～越後付近)

の国の『沼河比売』(ヌナカワヒメ)などを妻としていた。今風に見れば世界をまたに

かけて活躍するビジネスマンが、あちこちに現地妻を持っていたわけだが、逆に

見れば、現地妻のいるところが彼の活動範囲でもあり、どこも朝鮮半島との関わり

の深いところであることは注目すべきであろう。特に『沼河比売』は冒頭でも

記したように、能登半島、越の国の姫なのである。そして沼河比売はまた『渟名川媛』

(奴奈川姫とも記される)のことと思われ、『万葉集』に見られる 

   渟名川(ﾇﾅｶﾜ)の 底なる玉 求めて 得まし玉かも 拾いて 得まし玉かも 

   惜しき君が 老ゆらく惜しも 

という歌とも関わりがありそうだ。ここでいう玉とは「翡翠」であり、新潟県の姫川

を昔は渟名川と言ったのだろう。当時、翡翠は装身具として利用されたばかりか、

権力の象徴でもあったから、あちこちの古墳からも出土することが多い。しかし

翡翠の宝物としての価値は、長くは続かなかったようで、7～8世紀になるとガラス

製の玉類に代わってくる。この価値観の転換プロセスで、日本列島内部には民族

の興亡や支配権力の変遷などがあったのかも知れない。それはさておいて一説

によれば、渟名川の｢渟」(ヌ)は｢瓊瓊杵尊｣の｢瓊｣(ニ)であり、八坂瓊勾玉(ヤサカニ

ノマガタマ)の「瓊」でもあるともいう。古代の日本人の発音はいわゆる東北弁

にも近い発音だったと見えて、特にナ･ニ･ヌ･ネ･ノがはっきりしないところから、

｢渟｣も｢瓊｣もほとんど同じ発音だったのだろう。同様にサ･シ･ス･セ･ソと、タ･チ･

ツ･テ･トが、ハ･ヒ･フ･ヘ･ホと、パ･ピ･プ･ペ･ポが混同されやすい。日本語の

ハ･ヒ･フ･ヘ･ホは韓国ではパ･ピ･プ･ペ･ポと発音する(04-02-06 イチジクの項参照）。
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そして不思議なことに東北弁の発音は、出雲弁にも良く似ている。松本清張氏の代表作

『砂の器』では、東北弁と出雲弁があまりに良く似ているために、犯人像を間違える

というのが、大事なストーリーになっている。また島根県平田市には『ウップルイ』

という地名が残っている。これは漢字では『十六島』と記している。一説によれば

ウップルイは古代朝鮮語で、多数の湾曲のある入り江のことを意味していたという。

この｢多数｣という意味を｢十六｣という漢字で表わしたというわけである。因みに16は

1･3･5･7の和で、1･3･5･7は陰陽道では陽数にあたり、いわば縁起の良い数である。

しかも√で開ける。しかし異説がないわけでもない。漁民が海草を採り、露を打ち

振るい日に乾かす、つまり｢打ち振るい｣が訛ってウップルイになったというので

ある。 そして6～7世紀ごろにかけて鰐淵寺が開かれたとき、十六善人が般若経を

背負ってここに上陸したために十六島と名付けられたというのである。真実は

ともあれアイヌ語にもよく似た発音で、興味深い名称ではある。 

ところで硬玉翡翠に対して大きな価値を見いだす文化は、世界では少数派である。

中国と日本の他は、アメリカ大陸のオルメカ文化を原点とするメソアメリカ文明

ぐらいであろうか。このオルメカ文化はペルーのチャビン文化とともに、アメリカ

大陸 古の文化と考えられており､ 紀元前 1200 年頃から前 800 年頃に栄えたと

いわれている。メキシコ中央部から中央アメリカ南部にいたる広い地域に影響を

与え、その遺跡の神域には大きな石彫が残されている。特に高さ3mに及ぶ頭飾りを

つけた巨人頭像や神々の像を表わす碑石、さらにはピラミッドや石の排水溝なども

発見されている。またオルメカの遺跡からは、はるか遠方にしか産しない原料石を

用いて作られた遺物も数多く発見されている。このため広大な活動領域を持っていた

ことが想像され、石彫、碑石、祭壇などには後のマヤ文化とも共通する要素も含まれて

いる。翡翠を材料にした石偶や聖斧なども大量に発見されており、日本とアメリカ

大陸が長い歴史の中で、接点を持っていたことを暗示している様にも見える。 

あちこち脱線したが話を元に戻すとしよう。このように大国主命は翡翠の産地、

渟名川とも深く関わっていたわけだが、『日本書紀』によれば天孫『瓊瓊杵尊』

が降臨する際に、『天照大神』が三種の宝物を尊に授けたという。その一つとしてこ

の『八坂瓊勾玉』があった。これは先にも述べたように素戔嗚尊が天照大御神に

『誓約』(ウケイ)をした際に差し出したものである。つまり三種の神器のうち二つは

素戔嗚尊が献上したわけで、これは何を物語っているのだろうか。大国主命がタブ

の木を御身体として仰ぐ、越の国の沼河比売を妻にしていたことと併せて考えると、

古代史の秘密を解き明かす上で、この事実からますます目が離せない。 

ところで大国主命の物語の中で、特に有名なのは『因幡の素兎』の伝説である。 

『古事記』によればこの物語は、兄の八十神(ヤソカミ)たちが『八上比売』に求婚に

行くときに、従者として加わった大国主命が、鰐をだましたために皮を剥かれて
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苦しんでいた兎と出会う。兄の八十神たちはこの兎に｢海水でよく体を洗い、風に

吹かれて高い山の尾根に伏せていると良い｣と教えた。兎がその通りにすると、

海水が乾くにつれて塩分が体にしみて、皮膚が風に吹かれて痛みは増すばかり

である。そこへ兄たちに遅れて通りかかった大国主命が現れてこの兎に事情を聞く。

すると兎は｢自分は隠岐島の兎で気多の崎に渡ろうと思い、その手段がなかった

ので鰐をだました結果、このようになってしまった｣ことを告白する。これを哀れに

思った大国主命は｢真水で体を洗ってから蝦蟇(ガマ)の花穂の上に転がっている

ように｣と教えて、治してあげた。しかし実際にはこの治療法はどうなのだろうか？ 

ここでいう蝦蟇というのは日本の各地の池や湖沼に自生するガマ科の多年草で、

高さ 1～2m に達する。夏、茎頂に小さな花が集合した花穂をつける。花穂の上部

には黄色の雄花穂を、下部の方には緑褐色の円柱状の雌花穂をつけ、この雌花穂の

形から『竹輪蒲鉾』(チクワカマボコ)という名前が生まれ、これが後世、竹輪と蒲鉾

になったのである。それはさておきガマの和名の由来は朝鮮語の『カム』に由来

するといわれており、これは｢材料｣を意味する言葉で、ガマの茎や葉を編んで筵や

敷物を造ったことによるものである。またアシのことを意味するアルタイ語の

『kama』が、古い時代にガマに転じたという説もあるが、どちらも正解なのだ

ろう。蝦蟇の花穂は昔から綿の替わりとして『蒲団』の中にいれていた。蒲団の『フ』

は『布』ではなく『蒲』だったわけで、田山花袋の代表作も『蒲団』である。さて

ここからが話の本筋なのだが、漢方ではこの花穂の花粉を『蒲黄』(ホオウ)といい、

煎じて止血剤、利尿剤などとし、切り傷や軽い火傷には直接塗布していた。『古事記』

にあらわれる素兎の物語は必ずしも単なる神話ではなく、科学的にも根拠のある

話だったのである。アイヌ人はこの蒲で作ったゴザを 上のものと考え、宝物など

の敷物に用いている。さて話を素兎に戻すとして、兎は大層喜んで命に「あなた

は比売の心を捉えるだろう」と予言した。話が予言どおりに進むと、今度は兄達が

大いに怒って、大国主命を手間(テマ)の山麓で焼き殺してしまう。しかし『神産巣日神』

(カミムスビノカミ)に遣わされた二人の女神、蚶貝比売(キサガイヒメ)と蛤貝比売

(ウムガイヒメ)が現れて、貝の粉を汁で溶いたものを塗って、大国主命を蘇生させて

しまう。この物語にはそんな巫医(フイ)的な側面を見ることができるのだが、朝鮮

半島との関係を暗示しているようにも見える。 

さて大国主命は母の教えに従い、根の国の堅州国(死者の国)へ行き、須勢理毘売

と結婚して根の国の王者須佐之男から『蛇比礼』(ヘミノヒレ＝布のこと)『生太刀』 

(イクタチ)『生弓矢』(イクユミヤ)『天詔琴』(アメノノリゴト)などの、宝物を手に

入れて黄泉の国を後にした。地上の国へ帰った命は、八十神たちを滅ぼした後に

国造りを始めるが､ その手伝いをしたのが小人の神『少名毘古那神』(スクナヒコナノ

カミ)であり、この神は『播磨国風土記』にも現れ、一寸法師の原形にもなっている。
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『古事記』によれば少名毘古那神は、大国主命が出雲の美保の岬に立っていたときに、

「羅摩」(カカミ)船に乗って現れたことになっている。この『羅摩』とはガガイモ

(08-01-07)のことで、果皮が二つに割れたさまを船に見立てたものとも言われている。

さてこの神は前述の大国主命を生き返らせた女神『神産巣日神』(カミムスビノ

カミ)の子であると教えるものがあったので祖神に尋ねてみると、｢まことに我が子で、

我が手俣(タナマタ)よりこぼれ落ちた子だ。大国主命と兄弟になって国造りせよ｣と

申されたと伝えられている。ところでこの神産巣日神は『古事記』に見える食物起源

の女神『大気都比売』(オオゲツヒメ)との関わりが深い。大気都比売は『日本書紀』

に見られる『保食神』(ウケモチノカミ)と同じもので、『記・紀』によればその死体

から、さまざまな食物を生み出したことになっている。そして『神産巣日神』は死体

から生じた穀物から種子を採って、人間が栽培する穀物の起源としたというのである。

一方の『日本書紀』では『保食神』の看護のために、天照大神に遣わされた『天熊人』

(アメノクマビト)が、すでに死んでいた『保食神』から五穀を持ち帰り、天照大神

に献上したという。天照大神はそれらに管理者を定め、水田、陸田さらには養蚕

を始めたと伝えられているのである。 

話は再び脱線するが、『保食神』の死体の部位とそこから生まれた穀物の名称は、

朝鮮語では見事に対応している。つまり『古事記』によれば、頭からは蚕、目から

稲、耳から粟、鼻から小豆、陰部から麦、尻から大豆となっており、『日本書記』

の一書では、頭から牛と馬、額から粟、目から稗、眉からは蚕、陰部から麦･大豆・

小豆、腹部より稲が生じたことになっている。韓国では頭のことを｢mara｣といい、

馬のことを｢mar｣という。そして額は｢cha｣であるが、粟は｢cho｣である。目は

｢nun｣であるのに対して、稗は｢nui｣、腹部は｢pai｣で、稲は｢pyo｣である。さらに

女陰は｢poti｣で、小豆は｢phat｣なのである。ついでにこの女陰の｢poti｣は日本語の

｢hoto｣の語源になったと思われる。このように朝鮮語と日本語の関連性において植物

の名称をたどって行くと、多くの植物名の起源が明らかになってくるようにも思える。 

さて出雲神話に話を戻すと、この少名毘古那神も穀物神との関係が極めて深く､

少名毘古那神が道なかばにして去ってからは、大国主命は『大物主神』(オオモノ

ヌシノカミ)の力を借りて、国造りを完成させる。ところで少名毘古那神のその後は

というと、常世(トコヨ)の国へ行き、『伊予国風土記』にも登場し、その逸文には、 

「践(ﾌ)み健(ﾀｹ)びましし跡処、今も湯の中の石の上にあり｣としており、温泉の

由来や医療、禁厭(マジナイ)の法の制定者でもあり、酒造の神でもあり、穀霊の神

としても名をとどめているのである。しかもこの神は雷神や霊水との関わりが深く、

その性格や機能が非常に多岐に渡っている。このことはこの神が朝鮮半島を経由

して渡来した、技能者の集団を意味しているとも思える。『因幡素兎』の故事にも

見える通り、とりわけ｢医術｣に優れた人間がいたことが推測されるのである。
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そしてもう一つ興味深いのは『出雲国風土記』には、多くの薬草が記述されている点

である。シャクヤク、ボタン、レンギョウ、カラタチ、キキョウ、リンドウ､

ナデシコ、ワレモコウ、ヤマイモなど数え上げるときりがない。すべて漢方薬

として利用されており、このあたりにも出雲と医術との深い関係がうかがえる。 

さてこの国造りの物語の詳細を『出雲国風土記』の中に求めると、 

   「五百津疎鉏鉏(ｲｵﾂｽｷｽｷ)なほ取り取らして、天の下造らしし大神…」 

と記されており五百津(イオツ)とは五百箇とも記し、数の多いことをいう言葉

である。鉏(スキ)で土を掘り起こすように、国造りをしたことが推測できる。一方

『播磨国風土記』を見ると大国主命は、須佐神社に祀られている須佐之男命と

同様に、農業神そのものとして捉えることができる。 

このように出雲の神話をたどってみると、そこには当時の 先端技術と朝鮮半島

からこの地に渡来した人たちによって、出雲の地が開墾されたと思われる、いくつ

かの足跡を見出すことができる。つまり出雲という地は、大陸からの植民者たち

によって開拓され、『八十神』といわれた周辺の諸部族との間で抗争を続けながらも、

やがてこれが大国主命により統一され、その後天照大神により、日本列島を支配し

ていた人々の中に、次第に組み込まれたものと解釈することができるのである。

そのことは『出雲国風土記』には他の風土記と異なり、天皇の巡幸などを記して

中央政権に配慮するところもなく、独自の世界を記述していることからも窺える。

また国譲りの条件として大国主命から天御舎(アメノミアラカ)が要求されるのは、

当時の日本古来の文化には、縄文遺跡である『三内丸山』の例が示すように、巨柱

文化がすでに確立されており、他方、この技術を持たなかった渡来人たちは巨大な

建造物に対し、強い興味と畏怖の念を持ったからとも思えるのだが、如何だろうか。 

一方、『日本書紀』の｢顕宗天皇紀」には「出雲は新しい開墾地、その新しい開墾

地によく稔った丈の長い稲を、浅い甕に醸んで作ったお酒を、おいしく飲もうで

はないか。」と天皇が祝辞を述べたという記述がある。これは 5 世紀末のことで、

朝鮮半島では任那、百済、新羅が鼎立していた頃である。しかし任那では紀生磐宿禰

(キノオイワノスクネ)が反乱を起こすなど、政治的には必ずしも安定したもので

はなかった。百済ではこの乱の関係者 300 人を刑に処したことが記されており、

紀生磐宿禰が引き上げるおり、朝鮮の技術者を伴ってきたことも想像には難くない。

さらには仁賢天皇の時代になると、日鷹吉士(ヒタカノキシ)を高麗に遣わし､

巧手者(テヒト)を召したと記されており、この時代、半島から多くの技術者が日本に

渡来し、新地の開発がなされたことも推測される。 

ところで現在の島根半島は本州と陸続きになっているが、当時は島根島で本州

との間には『素尊水道』が横たわっていた。出雲大社はこの島根島の一番南西側の

本州との間の、水道の入り口のところに聳えていた。ところが簸川から流れ出す
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土砂が海を埋め立て、水道を宍道湖に変えたのである。簸川の上流は鉄の産地であり、

当時の鉄の製法は『鉄穴流し』(カンナナガシ)という方法で、鉄分を多く含んだ山

砂を川の水を用いて、鉄と土砂に分別するものであった。この土砂は簸川を下降し､

海を埋め立てていったのだろう。また現在も『ドジョウ掬い』として名高い『安来節』

も本来は｢土壌掬い｣であり、砂鉄をとるときの歌であったといわれている。こう

した風土を背景に、草薙剣は大陸系の技術者たちが作り上げた鉄剣で、だからこそ

｢和親の証として｣天照大神に献上されたのだろう。だとするなら、ここに大陸系の

渡来人と日本の先住民との間に、ある種の統合がなされたと見ることができない

だろうか。素戔嗚尊はあるいはこうした大陸系の技術者集団と、日本の先住民の間

を取り持った人物なのかも知れないと、思えてくるのである。 

ところで出雲の地形変化に関して、出雲の神話では『出雲の国引き物語』として語

られているので紹介しておこう。これは『八束水臣津野命』(ヤツカミズオミツノ

ミコト)という神が、海の向こうから陸地を綱でたぐり寄せて、大きくしたという

話で、『記･紀』の中に現れている国生みの神話以外の、地方的な国土創造神の物語

である。この神は出雲の国は狭くて未熟な国であることを嘆いて、他の土地を縫い

付けるようにして国土を広くすることを企図する。まず海の向こうを広く見渡して、

朝鮮半島の新羅から余っている岬を見つけ、この土地に鋤(スキ)を打ち込んで三つ

縒りした丈夫な綱を用いて、｢童女(ｵﾄﾒ)の胸鉏(ﾑﾅｽｷ)取らして、大魚(ｵﾌｦ)のきだ衝(ﾂ)き

別けて、たすすき穂振り別けて、三身(ﾐﾂﾐ)の綱(ﾂﾅ)打ち挂(ｶ)けて、霜黒葛(ｼﾓﾂﾂﾞﾗ)

くるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来国来(ｸﾆｺｸﾆｺ)｣と、声をかけて引き

寄せた土地が、出雲大社のある杵築の土地であるというのだ。そしてこの土地を引き

寄せる際に繋ぎ留めた杭が、佐比売山（サヒメヤマ）という標高 1,126m の現在

の三瓶山で、引き寄せた綱が『園の長浜』の砂丘になったというのである。これと

同じようにして北門の｢佐伎の国｣の余りをたぐり寄せて、島根半島の狭田(サタ)

の国とし、これは現在松江市の西北部にある佐太あるいは佐陀として残っている。

そして北門の｢農波(ノナミ)の国｣の余りを引き寄せて、現在の松江市の北にある

闇見(クラミ)の国にしたのだという。 後が｢越の国｣の都々(ツツ)の岬の余りを

引き寄せて、三穂埼(ミホノサキ)としたのであるが、これは美保関のことであり、

都々岬とは他でもない前述の『須須神社』の珠洲岬(ススミサキ)のことなのである。

このときの綱は現在の鳥取県の弓ヶ浜となり、繋ぎ留めていた杭がなんと伯耆大山

になったという。弓ヶ浜は夜見ヶ浜でもあり、黄泉の国(死者の国)の須勢理毘売とも

符合する。そしてこの話には更にオチがつく。こうして国引きが終わると、八束

水臣津野命は意宇(オウ)の社の森に杖を立てて､｢今は国は引き訖(ｵｴ)つ｣と言った

のが『意宇』の起源だというのだ。ちなみに｢訖え｣は、終わるとか尽きるという

意味であり、｢おえっ｣とはああ疲れたという意味である。しかしこの話は単なる



花の縁 03－04－08 

                          

14

14 

耕地面積の拡大と考えれば何の不思議もない。ではなぜ新羅や越の国から岬を引き

寄せたことになっているのだろうか？これは推測であるが、当時の日本の国土面積

は人口に比して小さすぎるという状態ではなかった。ただ現在でもいえること

かも知れないが、耕地面積は決して多くはなかったのである。 つまり荒れ地を開墾

すればよかったわけだが、開墾は当時の技術水準からすれば、大変な労働力と高度

の技術力が必要だった。この開墾にたずさわったのが､ 朝鮮から渡ってきた人々

であり、越の人々であったと思えるのである。この『国引き物語』は海を渡って植民

して来た人々によって、開墾された土地であることを暗示している。越はもちろん

沼河比売の高志(コシ)で、この出雲の地は高志の国と盛んに交流していたか、

あるいは現実に高志の国から出雲の国に、移住してきて者たちの殖民地が美保関

であったのかも知れない。大国主命と沼河比売との間に生まれたのが、美保関神社

の神であるとされているが、となると美保関神社の祭神と、かの能登半島の須須

神社の祭神は同じ『御穂須須美命』ということになる。どちらにしてもこの両地方

は堅い絆で結ばれており、こうした物語は決して空想ではなく、神話という形に

して後世に残したものと思えてならない。 

さて一連の出雲神話は日本の国家統一の一つのプロセスだったとも解釈できる。

さらに推測を進めれば、素戔鳴尊の複雑な人格は渡来人の集団の長にある時と、

日本の先住民のエリアに足を踏み込んで交渉事に携わった時との違い、と解釈する

こともできよう。はたまた複数の人間像を素戔鳴尊という一つの人格の中に押し

込んだ結果ではなかろうか。そして大国主命に妻が多いのは、彼らがあちこちの国

との交易を行なっていたからに他ならない。また因幡の素兎的物語はインドネシア

方面にも残されており、こちらの方は兎の代わりに子鹿が登場する。ボルネオなど

にも同様の物語があり、南方から伝播して出雲の地で、さまざまな要素と絡み

合いながら、大国主命の神話が造られていったのだろう。また蛇は東南アジアの

海洋民族の守護神でもある。この蛇を退治したというのは、あるいはこの蛇を

守護神とした先住民を平定したことを意味しているのかも知れない。縄文時代

の日本人は、南の太平洋諸島から多くのものを取り込み、さらに弥生時代以降に

なると大陸から、さまざまな文化を取り込んでいった。ここに登場する『因幡の素兎』

に限らず『羽衣伝説』や『桃太郎』の話、さらには『人魚伝説』もアジアの各地に

似たようなものが分布している。このことは日本人が、こうした諸民族と交易や

抗争を繰り返しながら、同化していったものと見ることもできよう。当時の交通機

関の状況や、情報の伝達手段を考慮するとき、文化なり情報だけが独り歩きした

とは考えにくい。そこには人間そのものの流入や、混血があったと解釈する方が

自然であろう。日本人と文化の起源については、かかわり深い植物を取り上げるごと

に考えてみることにしよう(03-05-18菱の項参照）。 
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このタブの木は茨城県指定天然記念物で、新日本名木百選にも選ばれている（茨城県波崎町）。 
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氷川女体神社に聳えるタブの木。この神社は武蔵の国一宮と称される古社で、古い文化財や古式

豊かな行事が今も残されている。女体社といわれるように主祭神は奇稲田姫命で、近隣の大宮

氷川神社には素戔鳴尊が祭られており、両社で夫婦として一対をなすものと考えられる。

社伝では、崇神天皇の時代に出雲大社から勧請して創建されたと伝えられる(さいたま市緑区）。 
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タブの花は、小さくて緑色のためほとんど目立たない。果実も緑色だが照りがあるため、

まだこちらのほうが目につく(千葉県若葉区平和公園）。 

タブの花穂(千葉県若葉区平和公園）。 
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タブの木の実った若い果実(群馬県高崎市染料植物園）。 

近縁種のホソバタブの果実、学名は『Machilus japonica 』で、別名はアオガシともいう。

(群馬県高崎市染料植物園）。 
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ガマの若い穂。学名は『Typha latifolia 』で、水田や湖沼脇の湿地に育つ(埼玉県川越市）。 
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ガマの熟した穂、なるほど蒲鉾ならぬ竹輪の形である(埼玉県川越市）。 
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綿毛を出した穂、中には種子が見えている(埼玉県川越市）。 
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『羅摩』(カガミ)の船の起源ともいわれるガガイモ(08-01-07)の果実(埼玉県寄居町）。 目次に戻る 


