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２）スギ＝杉 
スギはスギ科の常緑高木で、日本の特産種である。 本州から九州の山野に自生し、

ヒノキとともに日本の林業の主体をなす樹木の一つである。高さは 50m 直径は 5m に

達するものもある。幹は直立し枝や葉が密生し、樹皮は赤褐色で、縦に裂け目が生

じる。雌雄同株で春先開花し、雄花は黄褐色で枝先に群生、雌花は緑色の球状で小

枝の先に数個つく。種子は長楕円形で翼を持つ。和名の起こりはすくすくと成長する意

からとか、まっすぐに育つという意味の｢直ぐ｣が転じたものとか、すぐに用材になると

ころから｢すぐ｣が転じたものとか諸説がある。別称としてマキ、スギヌギ、イソキ、ス

ンノクなどがある。学名は『Cryptomeria japonica』で、属名は隠れた部分を意

味し、隠花植物(シダ類など花を付けない植物の総称)のことであり、何かの誤用と

も思われる。種小辞は日本の特産種であることによる。このためイギリスでも

『cryptomeria』と呼んでおり、中国では『倭木』で、これも日本の特産種による呼称

である。ただし｢杉｣という文字で表わされる植物は、中国では違うものを指している。 

日本の杉は大きく分けて日本海側に産する裏杉(ウラスギ)と、太平洋側に産する

表杉(オモテスギ)の 2 種類に分類することができる。しかしもともと杉は地方による

変異が多く、裏杉の代表的なものには芦生杉(アシオスギ)と、この芦生杉の変異の

一つである北山杉などがある。一方、表杉では屋久島に産するヤクスギがこの仲間に

入る。また杉の自然界での垂直分布にも相当な幅があり、最も低いところでは和歌山

県の新宮市浮島で海抜 0m、最も高いところでは富山県猫又山の海抜 2,050m となって

いる。しかし現在では北海道でも植林され、外国でも栽培されている。 

『魏志』の｢倭人伝｣には杉の名前を見ることはできない。日本の特産種であった

から、外国人の目には止まらなかったのかも知れない。従って杉の木が初めて文献

に登場するのは『記･紀』以降のことである。『日本書紀』では『素戔嗚尊』が、 

『天照大御神』のところに行き、乱暴な行ないをしたために国を追われる羽目になる 

(03-04-08-5 タブの木の項参照)。このため尊は我が子と新羅に渡るために舟を用意

しようとする。この場面において以下のように記されている。 

   ｢浮宝(ｳｸﾀｶﾗ＝船のこと)あらずば、いまだ良からじ」とのたまひて、乃ち 

  鬚髯(ﾋｹﾞ)を抜きて散(ｱｶ)つ。すなはち杉の木に成る。又胸の毛を抜き散つ。 

  これ檜に成る。尻(ｶｸﾚ)の毛は、これ  (ﾏｷ)になる。眉の毛はこれ楠になる。 

  すでにしてその用ゐるべきものを定む。乃ち言上(ｺﾄｱ)げしてのたまわく、杉 

  及び楠、この二つの木は、もて浮宝とすべし。 

この一文でもわかるように杉は素戔嗚尊の髯から生じたもので、楠とともに『浮宝』

つまり船を造る材料として用いられたのである。 

さて『万葉集』には三輪神社の杉が詠まれており、この杉はその後も『古今集』

等でしばしば登場することになる。 
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   味酒(ｳﾏｻｹ)を三輪の祝(ﾊﾌﾘ)がいはふ杉 手触(ﾃﾌ)れし罪か君に逢ひがたき 

この歌の作者は丹波大女娘子(タニワノオオメオトメ)である。もともと酒というも

のは御神酒であり、庶民のものではなかったが、酒と杉との関係は古く、酒樽はしば

しば杉の木で作られ、特に杉の中に含まれているアルコールエキスは、酒の風味を

高める働きもあった。また造り酒屋では新酒ができる頃、杉の葉を集めて丸くした

ものを、軒先に掲げる習慣が全国各地に見られる。これを『酒林』(サカバヤシ)

といったが、｢杉折り掛けて｣として、江戸時代以降の文学にもしばしば登場する。

また石上布留神社(イソノカミフルジンジャ)の杉を詠んだものには 

   石上布留の神杉神(ｶﾑｽｷﾞｶﾑ)びにし 我やさらさら恋に逢ひにける 

という詠み人知らずの歌も残され、ここでも杉の木が神木であったことがうかがえる。

さらに時代が下ると､『古今集』では詠み人知らずの歌として、 

   我が庵は三輪の山もと恋しくは とぶらいきませ杉立てる門 

という歌がある。｢杉立てる門｣というのは、杉の木を立てて目印にしているという

ことで、以来､｢杉の標(ｼﾙｼ)｣と呼ばれ、庵などのめじるしになった。そしてこれらの

習俗は三輪明神の神婚説話とも結びついて、男女の結びつきや、人間どうしの出逢い

を願う心へと変容をとげていったのでる。 

そこで三輪山に対する信仰について少し触れておきたい。というのも三輪山は神

のこもる山として崇敬されてきたばかりでなく、大和の歴史に深く関わってきたから

である。山そのものが御身体であり、したがってこれを祀る大神神社には拝殿のみで

本殿はない。大和盆地をとり囲むように数々ある山の中でも、ひときわ美しい円錐形

をしており標高は 467m である。その周辺の遺跡からは奈良時代以前の祭器類が多く

発見されており、原始神道の根源を知る上で貴重な資料となっている。 

三輪山信仰には、古い自然信仰がそのまま残されており、山麓には多くの巨大古墳

が眠っている。大和王権初期の大王たちの墓と推定され、大王は三輪山の神の祭祀権

を掌握し、これを背景に一大勢力に発展したと考えられている。これらの墓には4世紀

ごろに造られた崇神陵、景行陵、箸墓なども含まれる。このため三輪山は『古事記』

や『日本書紀』にもしばしば登場し、歴史的にも重要な要素を持っている。『古事記』

の｢国造り神話｣によれば、海を光(て)らして寄り来る神が『大国主神』(大国主命の別

称＝P.000 タブの木の項参照)であるのに対して、｢自分のことを倭の青垣の東の山に

祀るならば、ともに国造りをしよう｡｣と言って、その山に鎮座したのが『三輪山の神』

であると伝えている。一方『日本書紀』でも大己貴神(オオナムチノカミ＝大国主神

の別称)は三輪山の神であるとしている。つまり『大国主神』と『三輪山の神』は同一

だったわけだ。また『古事記』の｢神武記｣によれば、この三輪山の神は『大物主神』

であったらしく、『記･紀』の神話体系の中でも、三輪山の神は出雲系に属するもの

として位置づけられている。出雲の神々が大陸からの影響を強く受けていることを考
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えるとき、この三輪山の祭祀を行って来た人々も、大陸との強い繋がりを持っていた

と推測することができよう。 

さて三輪山の大物主神は、神婚伝承の中にも登場する。まず『古事記』の｢神武記｣

には『丹塗矢伝説』(ニヌリヤデンセツ)として現れる(02-04-06-3 ユリの項参照)。

これは大物主神が丹塗矢となって、『勢夜陀多良比売』(セヤダタラヒメ)の陰(ホト)

をつき、その後麗しき男性に変身し、比売と結婚する話である。この大物主神の子

こそ神武天皇の后であった『伊須気余理非売』(イスキヨリヒメ)というわけである。

これはフジのところ(02-02-10-4フジの項参照)で見た『春山之霞壮夫』(ハルヤマノカス

ミオトコ)と､『伊豆志袁登売』(イズシオトメ)の藤の花が咲いた矢の伝説を彷彿とさせ

るものである。こうした陰部を突く話としてよく似たものに、もう一つ『日本書紀』

の｢崇神紀｣に見られるものがある。これは天皇の叔母と伝えられる『倭迹迹日百襲

姫』(ヤマトトトビモモソヒメ＝一説によればこの女性こそが｢卑弥呼｣ともいわれてい

る｡)のもとに、夜ごとに現れる男の正体が、箪笥の中で美しい小蛇に変じていたとす

るものである。夫の正体が小蛇であることに驚いた姫は、自ら箸で陰(ホト)をついて

死ぬというもので、その墓こそ前述の『箸墓』といわれているのである。｢箸｣もしく

は｢端｣のつく古墳は女性のものとも言われるが、これもその例外ではなかったのだ。 

さて『古事記』の｢崇神記｣6 年には、大物主神の祟りとされた疫病や天災を鎮めた､

『大田田根子』(オオタタネコ)のことが描かれており、この大田田根子こそが、大物主神

と『活玉依毘売』(イクタマヨリヒメ)の神婚によって、生まれた子の子孫であるとする

話がある。この話のあらましはというと、夜ごとに通ってくる男によって、活玉依毘売

は懐妊するが、男の正体が分からない。そこで男の着物の裾に糸をつけて後をたどって

みると、糸は鈎穴(カギアナ)を抜けて三輪山の神の社に留まっていたことから、蛇身

の大物主であることがわかったというものである。そしてこの糸巻きこそ『苧環』

(オダマキ＝01-03-05 苧環の項参照)と言うわけで、このとき苧環の糸が三巻分残った

ことから、三輪山になったと伝えられている。これを総称して『苧環型神婚譚』と

言い、前述のような丹塗矢が登場するものを『丹塗矢型』と言い、神婚譚の代表とし

て区別している。またこれらのパターンは朝鮮、中国東北地区、東南アジア、東ア

ジアに広く分布しており、苧環の｢苧｣という文字は、麻のところで見てきた｢苧｣に

通じるわけで、苧を巻いた糸車であったことが想像されるのである。 

しかし『日本書紀』にはこの三輪山の伝説はなく、それとは別に『大神掌酒活日』

(オオカミノサカビトイクヒ)が、大物主神を祀る日に詠った歌謡が記されている。 

   この神酒(ﾐｷ)はわが神酒ならず 倭(ﾔﾏﾄ)なす大物主の醸(ｶﾐ)し神酒 幾久幾久 

というもので、この頃から三輪山の神が酒造りに関わっていたものと思われる。 

三輪山伝説に関わり深いものとしては、もう一つ『古事記』の｢雄略記｣に見える

『赤猪子』(アカイコ)の物語がある。天皇が三輪川に遊ばれた時、引田の赤猪子と
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いう女性に逢い｢いづれ召すから結婚せずに待て｣と言い残して立ち去る。ところが

天皇はこのことを忘れてしまい、娘は 80 歳になるまで待っていたというものである

(03-02-09-3 ハスの項参照)。この赤猪子は神に使えていた巫女とも思われ、当時の

神婚説話のもう一つの起源ともみなすことができるのである。 

さてこのように人々の崇敬を受けた三輪山は、大和朝廷の支配力とも密接に関わり

ながら、やがて人々の心の拠所としての象徴へと発展してゆく。その様は額田王(ヌ

カダノオウキミ)が近江ヘ遷都するときの歌にもよく現れている。 

   三輪山をしかも隠すか雲だにも 情あらなも隠さふべしや 

と詠んで、この山との別れを惜しんでいる。当時は天皇が変わるごとに遷都しており、

都の規模も小さなものであったと想像されるが、三輪山を見ることができない淡海

の地に行くことは、額田王にとって別れがたいものだったのだろう。この山には

額田王のみならず、大和の人々の魂が宿っていたようにも見える。 

大和にはこの三輪山のほかに天香具山、畝傍山，耳成山と呼ばれた大和三山が

あった。ちょうど藤原宮を取り囲むように鼎立し、天香具山は緩やかな傾斜の山で

あるのに対して、畝傍山と耳成山は火山性であった。このため山々を男女関係に例えた

歌がある。中大兄皇子、後の天智天皇が弟の大海人皇子、後の天武天皇と額田王を

めぐって争ったときに詠んだもので、以下のような歌であった。(06-03-01紫草の項参照) 

   香具山は 畝傍ををしと 耳梨と 相争ひき 神代より かくにあるらし  

   古(ｲﾆｼ)へも 然(ｼ)かにあれこそ うつせみも 妻を争ふらし 

話が脇道にそれたが本論に戻すとして、このような杉に対する信仰心はやがて庶民

の間にも浸透し、京都市伏見の伏見稲荷神社の杉は特に、幸福をもたらすものとして

有名になった。このことは『山城国風土記』や『蜻蛉日記』(カゲロウニッキ)にも

記されており、『更級日記』(サラシナニッキ)にも『しるしの杉』として現れている。

このしるしの杉は『験(ｼﾙｼ)の杉』と記し､ 稲荷山の杉を引き抜いて家に持ち帰り、

それを植えて根付けば福を得ることができ、枯れてしまえば福を得ることができないと

いうものであった。杉は古来より神の木と考えられていたことから、やがて杉そのもの

に願いを託するようになったのだろう。この他にも三重県伊勢市の豊受大神宮の

『五百枝(イオエ)の杉』や、福岡市香椎宮の『綾杉』(アヤスギ＝02-02-06エンジュ

の項参照)、茨城県香島神宮の『神木杉』などがよく知られている。 

杉にまつわる伝説は数多いが、中でも特に多いのは武人との関連性である。これは

武将が矢を射立てた杉の幹から、古鏃が出てくると言うもので『矢立て杉』として

各地に見られる。特に宮城県名取市のものは藤原秀衡が上洛の折に門出を祝して、

路傍の古杉を射て武運を祈ったといわれている。山梨県大月市にある杉は、源頼朝

が富士の巻狩り(四方から遠巻きにして行なう狩り)の際に放った矢が当ったという

ものである。真偽のほどは別としてこうした伝説も、神の宿る木として広く知られて
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いたために語り継がれ、今日に伝わるものであろう。このほか杉には『杉卒塔婆』

とか『梢付卒塔婆』(ウレツキソトバ)という風習がある。これは人間は死後 33 回忌

を過ぎると、神になるという考え方があり、これを『弔い上げ』といったが、その

時に墓地に杉の小枝を、卒塔婆として立てる習慣のことである。 

日本で杉は最も一般的な用材で、国内産木材利用の約 75％が杉でしめられ、造林

面積の 40％に当たる。材は心材の｢赤た｣と、辺材の｢白た｣との境界が明白で、木目

はよく通り軽くて割裂性もよく、加工するには容易であった。このため用途は極め

て広く建築、土木、船舶、機械、箱、桶、樽、下駄、割箸などに用いられていた。

また池や湖沼、地中に沈んでいた杉は『神代杉』といい特に珍重され、工芸品などに

も利用されている。一方ヤクスギは樹齢3,000～3,500年に達するものもあると言われ、

樹木の中でも寿命が長く､『屋久島原始林』は世界遺産に指定されている。杉は各地

に天然記念物も多く、山形県東田川郡の『羽黒山の杉並木』、栃木県日光市、今市

(イマイチ)市の『日光杉並木街道』、高知県長岡郡大豊町八坂神社の『杉の大杉』､岐阜

県郡上市白鳥町石徹白(イトシロ)の『石徹白の杉』などは特に有名である。 

杉は古くから屋根を葺く材料でもあった。杉の樹皮をうまく剥がすと大きな毛皮

ぐらいの樹皮が取れる。これを用いて屋根を葺くと、とりあえず夜露を忍ぶ程度の家

を造ることができたから、これを『杉の庵』といい、粗末な家の代名詞にもなった。

『玉葉和歌集』には大江貞重の歌として、 

   村雲のすぎの庵のあれまより 時雨にかはる夜はの月影 

というものがあり、荒れ果てた家の隙間から雲や月が見えており、それが時雨に

なって雲間に消えて、雨が上がると再び月が現れる光景が思い浮かぶのである。 

杉花粉は最近では社会問題となっているが、戦後の林野行政で成長の早い杉の植樹

を奨励したことに端を発するものである。花粉症は車の排気ガスと密接に関わって

いるようで、被害も増加しており、有効な解決策が待たれている。当時は戦時中の

物資の不足に懲りて、出来るだけ早く国土を復興するためには、その資材としての

杉がクローズアップされたのである。杉の葉は焚き付けとしても、また燃料にも

なったことから、特に重視され、その上線香や抹香の原料、さらには染料にもなった。

また若葉の汁は虫刺されや腫物にも効果があり、煎服すると利尿や脚気にも良いと

されていた。『杉の湯』といって、昔は杉の葉を入れた湯に足をつけておくと、脚気に

効き目があるとされていた。当時、花粉症はなく、物資の乏しい時代、杉はこのよう

に多くのものを満たしてくれる大事な樹木だった。 

日本の杉をヨーロッパに伝えたのは元禄時代のことで、長崎の出島にやってきた

ケンペルだった。また中国へは今から約 1,000 年前に伝わったといわれている。 

杉の紋所としては、『一本杉』、『三本杉』、『杉巴』、『三つ割杉』、『三つ追杉』など

極めて多い。これも杉が神に通じる木であったからだろう。 
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日光杉並木(栃木県旧今市市＝現在は日光市）。 
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栃木県矢板市付近の一本杉。どこか昔懐かしい風景である。一本杉の下には祠があった。 

今日まで永きにわたって村民の信仰を集めてきたのだろう(栃木県矢板市）。 
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神功皇后が 860 年に香椎宮に植えたと伝えられる綾杉(02-02-06 エンジュの項参照福岡市東区）。 
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土屋神社の大スギ(埼玉県坂戸市）。 
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このスギは日本武尊が東征の折に植えたものと伝えられているが、よくある言い伝えである。 
 



花の縁 07－01－02 

                                                           

11

11 

 

このスギは群馬県吾妻町に残る神代杉である。幹周りは 9.75 ｍ余りあると言われているが、1742 年

この木の虚で一夜を明かした旅人が火を出して、その後 1783 年には浅間山の噴火で再び火に包まれて枯死、

村人が根元の虚内に子苗を植えて育てたため親子杉ともいわれている。 

 

こちらにはこのスギの所有者である「鳥頭神社」の由来が記されている。 
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戸隠神社参道の杉並木。奥社(オクシャ)の祭神は『天手力雄命(ﾀｼﾞｶﾗｦﾉﾐｺﾄ)』（03-04-08-5)である。

2010 年JR 東海の CM でこの場所がロケ地に選ばれた。出演はもちろん吉永小百合さんである。  
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戸隠山全景。標高 1,904ｍ、270～400 万年前の海底火山が作った火成岩から出来ていると考えられ、

北信五岳の一つで、信州 100 名山にも数えられている。伝説によれば、『天照大御神』が天岩戸

に隠れた際、『天手力雄命』がその岩戸をこじ開け、ここまで投げ飛ばし山になったとされている。 

 

戸隠山の麓にある善光寺、この本堂は国宝に指定されている。また善光寺は山号を『定額山』

(ジョウガクサン)と称し、無宗派の単立寺院である。寺の運営は天台宗の『大勧進』と 25 院、浄土宗の

『大本願』と 14 坊によりなされている。大勧進の住職は貫主（ｶﾝｼﾞｭ）、大本願住職は『善光寺上人』と

呼ばれているが大本願は尼寺で、大本願住職は門跡(ﾓﾝｾﾞｷ）寺院ではないが、公家出身者から

迎えられている。このため善光寺の住職は大勧進貫主と善光寺上人の両人が勤める。 目次に戻る 


