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万葉集と洞窟そのⅡ－「志都の石室（しつのいわや）」伝承地を検分 

島根県大田市、同県邑南町、兵庫県高砂市 
由良 薫 

（大阪経済法科大学地域総合研究所・洞窟環境 NET 学会） 
Manyoshu （Collection of Ten Thousand Leaves） and Cave Ⅱ 

―Inspection of the Caves of Traditional Place “Shitsu-no-Iwaya” 
(Ohda-shi and Ohnan-cho, Shimane Prefecture and Takasago-shi, Hyogo Pref.)― 

                            Ｋａｏｒｕ ＹＵＲＡ 

 
ABSTRACT  

 This paper is second series by ”Cave and Manyoshu” (The Bulletin of Cave Environmental Net Society Vol.3) . 
I shall write the poem of  “Shitsu-no- Iwaya ( Shitsu stone chamber) ” in Manyoshu（Vol.3-355）.  

“Onamuchi (Okuninushi-no-Mikoto) and Sukunahikona-no-Mikoto lived in Shitsu-no-Iwaya; how many 

generations that have been passed by?” 

This location is not specific, There are at least five. Most popular of them are “Shizu-no-Iwaya” ( Ohoda City, 

Shimane Prefecture), “Shizu-noIwaya” ( Ohonan Town, Shimane Pref.), “ Ishi-no-Hohden” ( Takasago City 

Hyogo Pref.).  I shall write theories and characteristics each of them.  

This year is anniversary 1300, completed The Kojiki (oldest history book of Japan). Most popular God of 

Kojiki, “Okuninushi-no-Mikoto” is also main character of poem of Shitsu-no-Iwaya.  
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1.はじめに 

「洞窟環境ＮＥＴ学会紀要第3号」で取り上げた「三穂の石室」(みほのいわや)に続いて、本稿では同じ万葉集の中で洞窟

について詠われている「志都の石室（しつのいわや）」について述べてみたい。前記「三穂」は、和歌山県美浜町三尾にある

洞窟とほぼ特定されているが、今回の「志都」は伝承地とされる場所が多く、一説によると少なくとも 5 か所あるという。そのう

ち主な伝承地とされる①島根県大田市静間町魚津の「静之窟」②同県邑智郡邑南町岩屋の「志都の岩屋」③兵庫県高砂市

阿弥陀町生石の「石の宝殿」―の 3 か所を 2012 年 8 月と 12 月に訪問。洞窟や岩石の状況を詳しく検分するとともに、地元

の顕彰作業などについても取材した。以下はその報告である。2012 年は、わが国最古の歴史書「古事記」が編纂されてから

ちょうど 1300 年という記念の年にあたるが、本稿で取り上げる万葉歌の“主人公”・大国主命（オオクニヌシノミコト）は古事記

で最も人気のある神で、物語全体を通しても極めて重要な役割を演じている。すなわち、少彦名命（スクナヒコナノミコト）と共

に国造りに励み、出雲地方を中心とした一大王国を築きあげる。やがてそれが、天照大神（アマテラスオオミノカミ）の末裔に

引き継がれ、倭国誕生へと繋がって行く。国造りの礎を築いた神々が活躍したと伝えられる地に立ってみてひとしお感慨深

いものがあった。 

 

2.万葉歌 

当該万葉集の歌は「生
おい

石
し

村
のす

主
ぐり

真人
ま ひ と

の歌一首」として巻 3（355）に収

められている。 

 大汝
おおなむち

少彦名
すくなひこな

のいましけむ志
し

都
つ

の石室
いわや

は幾代
いくよ

経
へ

ぬらむ 

＜大汝や少彦名の神がおられたというこの志都の岩屋は、いっ

たいどれほどの年月が経っているのだろうか＞ 

 オオナムチはオオクニヌシノミコトの別名で、古事記・上つ巻（神

代編）では、アマテラスオオミカミや須佐之男命（スサノオノミコト）な

どと並んで最もポピュラーな神である。スクナヒコナと協力して、国

造りにあたったとされる。農耕や医薬の知識にも通じ、災いを除く呪

術も駆使してよく民を収め、王国を築いた。以下、歌の背景を理解

するために、古事記の記述にしたがって、主人公であるオオクニヌ

シ、スクナヒコナの二神による「国造り」と、国を完成させた後、天つ

国（アマテラス）に譲り渡す「国譲り」の経緯をたどってみたい。 

 オオクニヌシについては、エピソードも数多く語られているが、「最

古のラブストーリー」とも呼ばれる「因幡の白兔（いなばのしろうさ

ぎ）」の話もその一つ。隠岐の島から本土に渡ろうとしたウサギがワ

ニ（サメ）を騙し、「どちらの仲間が多いか比べよう」と持ちかけ、ワニ

にずらりと並ばせて、その背中を飛びながら数を数えていった。最

後の 1 匹になろうとした時、得意になって騙したことをしゃべってし

まったため、ワニに捕えられ、赤裸にされてしまった。通りかかった

八十神（やそがみ）と呼ばれる神々（オオクニヌシの兄たち）に「潮

水をかぶって風に吹かれていると治る」と言われ、その通りにしたが
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痛みはひどくなる一方。最後に来たオオクニヌシの「真水で体を洗い、ガマの花粉を敷いてその上に休んでおれば治る」とい

う教えに従うと、ウサギは元の膚に戻り、元気を取り戻した―という話。ガマの花粉には止血や消毒効果があるとされ、その知

識を生かした“薬の神様”であることを示唆している。 

 オオクニヌシはまた、恋多き神でもあった。八十神たちがこぞって求婚しようとしたヤカミヒメはすべて断って、シロウサギの

予言通り、気持ちの優しいオオクニヌシを選ぶ。八十神たちの嫉妬でオオクニヌシは何度も殺されるが母の助けで生き返り、

5 代前の親にあたるスサノオノミコトからの厳しい試練にも耐えて国造りを進める。その過程で多くの女性と結ばれる。根の堅

州の国（ねのかたすのくに＝あの世）で、スサノオの娘のスセリビメと▽越国（こしの国＝北陸）を勢力圏に組み込む際、ヌナ

カワヒメと▽宗像神社（福岡）のタキリビメ…と結婚相手は全部で 6 ヒメ＝図参照。 

 
自身の名前もオオクニヌシノミコト、オオナムチノカミのほか▽ヤチホコノカミ▽アシハラシコオノカミ▽ウツシクニノタマノカミ

―と 5 つも持っている（同）。多くの神々が登場する古事記の中でもまさにスター的存在である。 

 国造りのパートナーであるスクナヒコナと出会うのは、出雲の美保の岬（島根県松江市美保関町）。オオクニヌシが海を眺め

ていると、彼方からガガイモ（蔓科の多年草。10 センチほどの実を割ると船のような形になる）で作った小さな舟に乗った小さ

な神がやって来た。これが天上に住むカムスビノカミの子で、名をスクナヒコナと言い、オオクニヌシとは兄弟にあたることが分

かった。以後、協力して国造りに励んだが、途中でスクナヒコナは、遥か彼方の常世の国へ旅立ってしまった。その後は海を

照らしてやって来た別の神・オオモノヌシノミコトの指示通り、大和の三輪山にその神を祀って国造りを続行、葦原中国（あし

はらのなかつくに＝地上の世界）を完成させた。 

 高天原（たかまがはら＝天上の世界）でこの地上の国の繁栄ぶりを知ったアマテラスは「この国はわが子孫が治めるべき

だ」として、次々と直系の神々を地上の国へ派遣、オオクニヌシらと接触させるが何度も失敗。4 度目の使者として降り立った

勇猛の神、タケミカヅチが強談判、オオクニヌシは自分の社として神の御殿のような壮大な建物をたてることを条件に国譲り

を承諾した。そして出来上がったのが今の出雲大社である、とされる。 

 ここまでが、オオクニヌシ、スクナヒコナにまつわる神話の概略である（物語はニニギノミコトの天孫降臨、ヤマトタケルノミコト

の東征へと続く）。古事記はあくまで神話であって、必ずしも事実に基づくものではなく、後世の偽造説まで出たりしたが、

1979 年 1 月、奈良市此瀬町の茶畑から「太朝臣安萬侶」という名前を刻んだ墓誌が出土。古事記の筆者である太安万侶

（おおのやすまろ）が実在の人物であることが分かった。さらに、1984 年 7 月、出雲市斐川町の荒神谷遺跡から 358 本もの

銅剣と銅矛 16 本、銅鐸 6 個が出土。1996 年 10 月には南へ 3.5 キロ離れた雲南市加茂町の加茂岩倉遺跡からも 39 個の

銅鐸が出土するなど古代の出雲地方に一大文化圏があったことが分かり、「出雲王国」の存在が大きくクローズアップされた。

出雲大社の本殿の高さは、創建時 48 メートル（現在は 24 メートル）とも伝えられ、古代建築技術で可能であったか疑問視さ

れていたが 2000 年、境内から 1 本の直径 1.4 メートルの杉の巨木を 3 本束ねた柱（宇豆柱＝うずばしら）の根っこが見つか

った。出雲大社の宮司家には、この 3本を束ねた柱を 9本あったとする図面が残されており、巨大な建物であったことが裏付

けられ、古事記が伝える世界が現実味をおびて来ている。 

こうした古事記の記述を背景に、表題の「大汝少彦名のいましけむ…」という万葉歌を詠むと、国造りに活躍したオオクニヌ

シ、スクナヒコナを偲ぶ作者の感慨が沸々と伝わって来る。作者の「生石村主真人（おいしのすぐりまひと）」は、続日本紀に

「大石村主真人」の名で登場する、実在の官吏ではないかとされている。続日本紀には、天平 10（738）年ごろ、美濃少目（し

ょうさかん＝従 8 位以下）、天平勝宝 2（750）年正月に正 6 位上から外従 5 位下になったと記されている（小学館 新編日本

古典文学全集 万葉集）。村主は渡来人に与えられた姓（かばね）だという（講談社文庫 万葉集全訳注（一））。 

作者が渡来系らしいと分かってみると、この歌全体が大陸系の雰囲気を醸し出して来る。スクナヒコナはある日、前触れも

なく海の彼方からやってきて、最初は名前も告げず、国造り半ばで忽然と常世の国に消えてしまうという特異な存在として描

かれている。オオクニヌシともども医薬や農耕の知識があるとされていることも渡来文化に通じるものがある。また、オオクニヌ
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シの 5 代前のスサノオノミコトについて日本書紀には、直接「天つ国」から出雲に降りたのではなく、いったん新羅（朝鮮半

島）に下り、舟で出雲へやってきた―という記述もある。 

遣唐使をはじめ、大陸との往来が盛んであった時期だけに、渡来系の雰囲気を持つ歌は、万葉集には他にも数多く搭載

されている。こうした時代背景も踏まえながら、「大汝少彦名…」の表題歌が詠まれた土地としてふさわしいのはどこか。以下、

主な 3 か所の伝承地を中心に、文献資料や実地に検分した結果も合わせて検討していきたい。 

 

3.「静之窟」（しずのいわや）＝島根県大田市静間町 

出雲大社から西へ約 40 キロ、大田市静間町魚津の日本海に面した入り江に、ぽっかり二つの入り口が開いた洞窟が「静

之窟」だ。案内板に沿って、小高い垂水地区の集落を抜け、海辺に降りる道端に「大田市指定文化財 天然記念物 静之

窟」などという二つの看板があり、以下のような説明が書かれている。 

＜静之窟は『万葉集』巻三に「大なむち少彦名のいましけむ志都の石室は幾代経ぬらむ」（生石村主真人）と歌われ、大

己貴命（オオナムチノミコト）と少彦名の二神が国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。江戸初期まで洞窟の前に

滝の千軒という集落があったが、明歴二年（一六五六年）四月の大津波で一瞬にして海中に没したと伝えられる。窟内は奥

行き四十五メートル、横幅三十メートル、高さ十五メートルほどあり、中央に万葉歌碑が建てられている。近くの垂水集落には、

大己貴命と少彦名命の二神を祀る静間神社がある＞ 

 大田市の天然記念物に指定されたのは平成 4（1992）年 12 月

16 日で、翌平成 5 年 9 月 30 日に設置された「静之窟一書」とい

う大田市教育委員会の看板の文章には、洞窟の形状がもう少し

詳しく書かれている。 

＜静之窟は大田市静間町魚津の海岸にあって、古く石見地方

の国造りに力をあわせて努力された大己貴命（大国主命）と少彦

名命の二神の仮の住まいであったとの伝承があり、洞窟は奥行き

三十八 m、幅十八 m、高さ十六 m に達し、洞底は清浄な海浜に

覆われ、現在では波浪が直接侵入することはまれであろうと思わ

れる。間口は大小二箇所あるが奥で一つになった岩屋である。こ

の岩屋を古くから静之窟といい伝えている。洞内の内壁や天井に

は、主として軽石質の火砕岩が露出しており、ほぼ南北方向に走

る節理もしくは小断層が何本か見られる。窟は、浸食に弱い部分

がこれらの弱線に沿って選択的に浸食が進んだ結果生じた海食洞である（後略）＞ 

 天然記念物に指定された当時は自由に洞窟内に出入りできたが、現在は内部の崩落が激しく、立ち入り禁止になっている。

今回我々は市教委の特別許可を取り、静間神社総代で地元の歴史にも詳しい石川勝典氏の案内で内部へ入り、計測を行

った。 

 洞窟の形状、生成経緯等詳細は同行した洞窟環境ＮＥＴ学会会長、澤勲博士の論文を参照してもらいたいが、前期二つ

の看板で違いが大きい洞窟の奥行きは最大 30.6 メートル、幅は同じく最大で 30.0 メートルで、高さは 16.1 メートルだった。

海に面して開いている二つの入り口は北側が幅 3.5ートル、高さ 3.7 メートル、陸よりの南側が幅 2.9 メートル、高さ 4.7 メート

ルの半円形で、北側はすぐ入り口まで波が寄せて来る。南側の入り口に高さ 3 メートル余の木製の鳥居が建っている。海水

の浸食による典型的な海食洞窟で、風による風食も加わって、内部は非常にもろくなっている。奥の方には天井から剥落し

たと思われる直径 1 メートルから数 10 センチ大の岩石が 10 数個転がっていた。また、かつて海面が高かったころは洞窟の

 

地図 1. 静之窟のある島根県大田市静間町 
Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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奥深くまで波が押し寄せて砂を運び込んでいたらしく、中央付近に 10 数センチの段差もできていた。 

 奥の中央部に高さ 3 メートル、横幅 1.1 メートル,厚さ 60 センチの自然石に、表題歌を刻んだ歌碑が建っている。大正 4

（1915）年の建立で、上部横書きの「静之窟」の題字は旧徳川家 16 代当主で貴族院議長も務めた徳川家達（いえさと）、歌

は出雲大社教創設者で司法大臣や東京府知事を歴任した千家尊福（せんげ・たかとみ）の筆になる。いずれも当代の一流

人であり、こうした大ものに揮毫を依頼、立派な歌碑にしようとした当時の関係者の力の入れようが窺える。周囲は石碑で囲

まれ、洞窟の“主”のようなたたずまいを見せていた。 

 さて、この「静之窟」が万葉歌の比定地だとする根拠は何か。案内していただいた石川氏は「石室（いわや）」という言葉に

注目。他の伝承候補地はいずれも大きな岩石が対象で、「室」には当たらない。「室」と言える洞窟の形状をしているのはここ

だけだ、と強調する。同氏によると、オオナムチ（オオクニヌシ）ミコトとスクナヒコナノミコトを主祭神とする静間神社は仁和 2

（886）年の創建で、元々静之窟の中にあったが、大波で社殿が破壊されたため、いったん窟外に出された。その後、延宝 2

（1674）年 6月 25 日―29日の大雨によった山津波が発生し、再び社殿が崩壊。現在の垂水山に遷座したもので、大田市の

説明文にある「明歴 2 年の大津波」は間違いだと指摘する。大規模な津波がこの辺りを襲ったという記録はまったくなく、「山

津波」が［津波」と間違って伝えられたのではないか、と石川氏はみている。 

 一方、江戸時代以降の文献を辿ってみると、江戸後期の国学者、平田篤胤（1776－1843）がここを比定地と主張する。

「式内社調査報告書第二十一巻」（皇學館大学出版部）によると、平田は著書「古史伝」19 巻で、「實の静岩屋は、安濃群静

間村の魚津と云う處にありて、里人は千畳敷といふ廣き石室なり」「此岩屋五町ばかり離れて垂水といふ處に式内なる静間

神社ありて、祭神は大名持・少彦名命なり、往時は此石室の傍に在しを…」と述べている。また、島根県史編纂主任だった野

津天藾氏は、歌碑建立に関連して書いた「邇摩郡（現大田市）に於ける出雲系神族遺蹟考」の中で、オオクニヌシら二神は

この石室に長く住んでいたのではなく、国造りの途中で一時的に立ち寄ったものだろうとし、「（平田篤胤が）少時静まり休息

せる處なる故の名か」と言ったのを「実際に近き説なり」と支持している。「静之窟」という名称は、少し休んで休息した＜静か

な所＞から来たものだろうというのだ (写真 1-1～1-3) 。 

 

  
 

写真 1-1.「静之窟」の前には、青々とし

た日本海が広がっている 

写真 1-2.岩屋入り口（右奥）の前に設

置された二つの説明板 

写真 1-3.鳥居が建つ洞窟の南側入り

口付近を計測する調査団 

 
 また、野津氏は二神を祀る神社、神跡地の多くが日本海岸に存在することも、オオクニヌシらが「静之窟」に留まったことの

傍証だとし、さらに、「出雲系諸神の日韓交流の結果なるべし」と、洞窟の前に広がる日本海を行き来した渡来系神々の存在

を示唆している。 

 また、万葉学者、犬養孝（1907－1998）も、この地を推す。「この歌の場合どこの伝説地を見ての感動とも定められないが、

静間のは日本海に面した大洞窟でいかにも歌の趣にかなうようである」（平凡社「万葉の旅下」）。犬養は「こんにちの人でさ
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え、ぞっと寒気のするような岬の大洞窟に、古代人が神秘と畏怖をおぼえて国土経営の神のすまいと伝えるのも当然のこと

だし、こうした洞窟を見上げて『幾代経ぬらむ』の感慨をいだくのもしぜんのことであろう」（前掲書）と、書いている。 犬養はさ

らに、「洞窟のなかから見る海の色は格別鮮明だ。誰一人、旅の人の来ないところだから海水も澄明のかぎりだ」と、訪れた時

の日本海の美しさを強調している(写真 1-4～1-6)。 

 

  
 

写真 1-4.右奥のくぼんだ所が北側の入

り口。すぐそばまで波が打ち寄せている 

写真 1-5.内部から見た二つの入り口。

高さは右側が 3.5、左側が 4.5m 

写真 1-6.屈の奥に建つ万葉歌碑。

1915 年の建立で、高さは 3m 

 

4.「志都の岩屋」（しづのいわや）＝島根県邑智郡邑南町岩屋 

 「静之窟」の大田市から南へ約 50 キロ、広島県境に近い山村の小

高い山の中腹に屹立する巨岩群が「志都の岩屋」と呼ばれ、こちら

は島根県の天然記念物及び名勝に指定されている＝昭和 54

（1979）年 8 月指定。数十個の岩の中でも一際大きい「鏡岩」がオオ

クニヌシ、スクナヒコナを祭神とする「志都岩屋神社」のご神体であ

る。 

 昭和 55（1980）年 4 月に旧瑞穂町（現邑南町）教育委員会が設置

した看板は神社の由来を以下のように書いている（原文のまま）。 

 ＜当社の発祥は縄文文化の時代から巨岩崇拝にあり、鏡石を仰

いで累々たる巨岩の間に小祠を建て厳戒に対する素朴な信仰であ

った。いつの頃か出雲族の往来が始まり、ここを拠点として国土経営

を始め、大己貴・少彦名二神に確定されるようになった。志都神社は

「八面神」と関連し、農耕神と、タタラ神と融合した古代信仰の場でもあった（地図 2）。 

万葉集、三の巻 生石の村人真人の歌  

大汝少彦名のいましけむ志都の岩屋は幾代経ぬらむ  

と読まれている。平安時代に仏教の興隆につれて我が国の山岳信仰と仏教の結合が進められ、修経者の霊場となった（略）。

こうした歴史的背景に弥山（標高六〇七 m）の南東斜面一帯に分布する粗大な節理面を持つ黒雲母花崗岩が屹立・累積す

る巨大な岩城群と岩塊流・行場岩と石割松など地形学・地質学的・植物学上極めて貴重な自然景観が存する＞ 

 邑南町出羽（いずわ）公民館主事で、志都岩屋神社氏子でもある三浦雄一郎氏の案内で現地を検分した。途中、「志都の

岩屋」と刻んだ大きな石碑が 2 基、さらに目立つ看板も建っていて、地元の人たちの景勝地保存への意欲が伝わって来る。

 

地図 2. 志都の岩屋がある島根県邑智郡邑南町岩屋 

Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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大鳥居をくぐり急な石段を上がると志都岩屋神社拝殿。山側に続く本殿の真後ろにご神体の鏡岩がどっかと鎮座している。

高さは本殿の屋根より高く約 9.4 メートル、幅は 14 メートルもある文字通りの巨岩だ。中央に太いしめ縄が張られ、岩の表面

にできた小さな穴には紙こよりが差し込まれている。参拝者が願いを込めて刺して行くものだという。神社の芳名帳には、この

年 1 月から 470 人の記帳があった。 

 鏡岩を回り込むようにして、弥山の急斜面を登って行くと次々巨岩が現れる。千畳敷▽奥の院▽天狗岩▽夫婦岩▽屏風

岩▽行者岩…名前の付いた岩だけでも20。10メートルを超える巨岩がいくつもある。一つ一つに木札が立てられ、歌が添え

られている。神社から弥山の頂上まで約 100 メートル、一巡りすると 1 時間はかかる。全部で 35 戸という岩屋地区の氏子の

人たちが登山道を整備。「老木が枝を交え昼なお暗く、太古の神代を偲ばせてくれる」（同神社景勝保存会冊子）雰囲気を

保っている。 

 この保存会冊子では、5 メートルから 6 メートルの 3 箇の大石に囲まれた数 10 センチの隙間から薄暗い奥が覗ける「奥の

院」を「二神が住まわれた場といわれ、このあたり松風がそよぐとき、岩間にきしむ音ありといわれる」と書いている。添えられた

歌も「あれはてし志都ケ岩屋の苔むしろ、いずこか神の御座なりけむ」と詠んでいる。岩の別名は「石の宝殿」。 

この岩の少し下にある「古志都岩」と名付けられた岩は、小さな洞窟状になっている。2 個の大石が両側を固める入口の幅

は 2 メートル、高さ 1.2 メートル。しめ縄が張られたその奥は暗く、2 メートル以上ありそうだ。保存会の冊子には「この窟の中

の小岩を神仙ともいう。神宿りの場として拝願してきた」とある。三浦さんも「もともとここがオオクニヌシらの関係した場所だと、

聞かされてきた」という。小さいながら「岩屋」を連想させる洞穴だ。 

 ここを万葉歌の比定地とする最も有力な拠り所の一つは、景勝保存会の冊子にも紹介されている江戸中期の国学者、本居

宣長（1730－1801）の随筆集「玉勝間」（1795～1812年、14巻）の記述だ。巻の九に「石見の國なるしづの岩屋」という項目

があり、以下のように記している。 

 ＜石見國邑智郡岩屋村といふに、いと大きなる岩屋あり、里人しづ岩屋といふ、出雲備後のさかひに近きところにて、濱田

より廿里あまり東の方、いと山深き所にて、濱田の主の領す地なり、此岩屋、高さ、卅五六間もある大岩屋也、又その近きほと

りにも、大きなるちひさき岩屋あまた有、いにしへ大穴牟遅少彦名二神の、かくれ給ひし岩屋也と、むかしより、里人語り伝へ

たり＞（岩波文庫「玉勝間」上 九の巻」）。ただ、宣長は＜万葉集巻三の巻なる哥の、志都の岩屋は、これならむかと思へど、

なほ思ふに、万葉なるはいかゞあらむ＞と、慎重に断定は避けている。 

 一方、同時代の国学者、加藤千蔭（1735－1808）が書いた「万葉略解」（1800 年、30 巻）では、次のように「志都の岩屋は

石見の国だ」と言い切っている。（成城大学大学院、堀野理香氏の論文参照） 

 ＜石見國邑智郡の山中に岩屋村と言ふ有りて、其山をしづの岩屋といひて甚だ大なる窟あり、高さ三十五六間ばかり、内

甚だ広し、里人の言伝へに、大汝少彦名の神の隠れ給へる岩屋なりと言ふ、祭神をばしづ権現と申すなり、こは正しく其里

人の語る所なり、此所此歌を以て附會するやうなる所には有らず、いと深き山奥にてよそ人の知らぬ所なり、然れば志都の

石室は是れにて、もしくは生石村主石見の國のつかさなどにて、彼國にて詠めるや＞ 

 ―ものすごい山奥で、よそ者が知るような所ではなく、作者も国の役人か何かでこの石見の国で詠んだものだ―というのだ。

万葉略解は万葉集の注釈書で、筆者は加藤（橘）千蔭だが、細部まで本居宣長に相談して書いたと言われ、志都の石室の

見解も宣長の説を取り入れたものとされている。 

平田篤胤がこの説に異を唱え、大田市の「静之窟」を比定地だと主張したことは前節で述べた通りである。 

前節ではまた、犬養孝が「歌にふさわしいのは、大田市の静之窟だろう」と書いていることにも触れたが、その犬養は邑南

町の「志都の岩屋」に、昭和 63（1988）年 11 月建てられた歌碑に表題の万葉歌を揮毫している。歌碑は神社境内の敷地内

にあり、幅 2.4 メートル高さ 70 センチの台座の上に、高さ 1.4 メートル、底辺 2.3 メートルの三角形の碑（生駒石）を乗せ、中

央に「生石村主眞人 大汝 少彦名乃 將座 志都乃石室者 幾代將經」と万葉仮名で刻まれている。「孝書」の署名がある。

裏面には「志都の岩屋神社の大改修に伴う記念として万葉歌碑を建立し幾千代の後世につたえる」とあり、「東大阪市石切
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町 竹内正幸」という寄進者の名前が記されている。 

「犬養孝揮毫の万葉歌碑探訪」（犬養孝・山内英正著、和泉書院）によると、近畿万葉会で万葉集を学んでいた竹内氏は

瑞穂町（現邑南町）小川内の出身で、志都岩屋神社が改修されることを知って、故郷への恩返しにと寄贈した、という。また、

同氏は平成 5（1993）年 5 月、歌碑の横に副碑を建てた。70 センチの台座の上に高さ 2 メートル、幅 1.2 メートルの縦長の

歌碑（中国・六方石）で、上段に読み下し文、下段に現代語訳を刻んでいる。 

現在も東大阪市にお住まいの竹内氏（80 歳）は「同郷の関西瑞穂会の集まりで神社の改修を知り、歌碑の建立を思いた

ち、万葉の勉強会で顔見知りだった犬養先生にお願いしました。副碑は書道家でもあった家内（香絮さん、平成 19 年死去）

が書きました。犬養先生から、歌碑は 1000 年でも 2000 年でももつものだから、と言われ、感無量でした。その後も 5 年ごと

に万葉の歌碑を訪ねる旅行をしており、来年も島根県に行く予定です」と、話している。歌碑の除幕式には犬養も参加して講

演をしたが、比定地について突っ込んだ話はなかったという(写真 2-1～2-6)。 

 

 
  

写真 2-1.岩屋入り口の石碑。島根

県天然記念物に指定されている 

写真2-2.志都岩屋神社の拝殿。左奥に

本殿、その奥にご神体の「鏡岩」がある 

写真 2-3.神社境内に建つ 2 基の万葉歌

碑。右は犬養孝氏の揮毫 

 

 
  

写真 2-4.ご神体の鏡岩（左奥）。

右側の本殿の高さ 9.4m、幅 14m 

写真 2-5.オオクニヌシらの住まいだったと

も伝えられる「奥の院」 

写真 2-6.小さな洞窟状になっている「古

志都岩」。“石室”の雰囲気が感じられる 

 

5.生石（おおしこ）神社・石の宝殿（いしのほうでん）＝兵庫県高砂市阿弥陀町 

遠く播磨灘を望む兵庫県中部、高砂市の宝殿山（標高 65 メートル）のほぼ中腹（標高 38 メートル）に生石神社はある（阿

弥陀町生石 171）。大鳥居から 3 つに分かれた急な石段（計 161 段）を上って絵馬殿から拝殿へ。更に本殿へと進むと、「石
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乃寶殿」という看板があって小さな遥拝所。その奥にご神体の巨岩が圧倒するように迫って来る（地図 3）。 

 祭神は前記 2 か所同様、オオクニヌシノミコトト（オオナムチ）とスクナヒコナ。「生石神社略記」は以下のように二神との関わ

りを記している。 

＜神代の昔大穴牟遅（おおなむち）少毘古那（すくなひこな）の二神が天津神の命を受け国土経営のため出雲の国より此

の地に座し給ひし時、二神相謀り国土を鎮めるに相應しい石の宮殿を造営せんとして一夜の内に工事を進めらるるも、工事

半ばなる時阿賀の神一行の反乱を受け、そのために二神は山を下り数多神々を集め、この賊神を鎮圧して平常に還ったの

であるが、夜明けとなり此の宮殿を正面に起こすことが出来なかったのである。時に二神宣はく、たとえ此の社が未完成なり

とも二神の霊はこの石に籠り永劫に国土を鎮めんと言明せられたのである。以来此の宮殿を石乃寶殿、鎮の石室と称して居

る所以である＞ 

  また、「鎮の石室」の形状及び神社の創建についてそれぞれ次の

ように書いている（原文のまま）。 

 ＜鎮の石室は三方岸壁に囲まれた巨岩の殿堂で池中に浮く東西に

横たわる姿である。その容積は三間半（約七㍍）四方で棟丈は二丈六

尺（約六㍍）である。(中略)池中の水は霊水にして如何なる旱魃にも

於いても渇することなく海水の満干を表はし又万病に卓効あるものと

云ひ伝えられている＞＜人皇十代崇神天皇の御代（西暦九七年）日

本全土に悪疫が流行して人民死滅の境にある時、ある夜二神が天皇

の夢枕に現れ「吾が霊を斎き祭らば天下泰平なるべし」とのお告げが

あり依って此所に生石神社が創建せられたのである。以来忽ち悪疫も

終息して天下泰平となる＞ 

 略記はこの後、神社の梵鐘の由来を書き、最後に「万葉の巻三」として、表題歌を万葉仮名と書き下し文で記している。歌

碑などはない。 

 オオクニヌシとスクナヒコナが国造りの途上立ち寄った所という位置づけは前記 2 か所（大田市・静之窟、邑南町・志都の岩

屋）と同じだが、石の宝殿誕生のいきさつについては諸説あり、特にその用途は未だに不明である。 

「石の宝殿」については、高砂市と大谷大学（西宮市）が合同で行った詳細な報告書がある（「石の宝殿調査報告書」2010

年 3 月、高砂市教育委員会）。報告書では、3 次元レーザー形状計測などによる綿密な計測と共に、巨大石を巡るあらゆる

資料を精査、その“ナゾ”に迫っている。 

それによると、石の宝殿は幅 6.48 メートル、高さ 5.56 メートル 奥行き（突起含まない）5.58 メートルの直方体。後面に角

が出たような四角錐の突起（幅2.47メートル、高さ2.94メートル、奥行き1.83メートル）がある。推定重量は464.9975トン（体

積約 203.5 立方メートル、比重 2.285）。両側面に幅 1.58 メートル、深さ 20 センチメートルの溝が彫られている。 

上部は石屑や土砂が堆積、樹木が繁って形状は不明だが、基部は四方がえぐり取られたようになっていて、そこに水がた

まって石全体が浮かんだように見える。このため、「浮石」とも呼ばれるようになった。石の表面はノミ加工の跡とみられるデコ

ボコがあるが、全体としては平らである。ただ、前面（社殿側）は赤色化がみられ、剥落があって、デコボコも著しい。周囲にし

め縄が巻かれている。 

大正 12 年（1923）9 月、史蹟表示柱が建立（旧史跡名勝天然記念物保存法）され、昭和 46 年（1971）4 月 1 日 兵庫県

指定史跡に指定（兵庫県文化財保護法）されている。 

 以上が観察、計測による石の宝殿の客観像だが、報告書は一方で古代からの文献を精査して、全体像を把握しようとして

いる。 

石の宝殿について書かれた最古の資料は「播磨風土記」（710 年代）であり、次のように書かれている。 

 
地図 3. 生石神社・石の宝殿がある兵庫県高砂市阿弥

陀町 Copyright (C) 1996-2012 INCREMENT P CORP. 
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 ＜原の南に作石あり。形、屋のごとし。長さ二丈、広さ一丈五尺、高さもまたかくのごとし。名号を大石といふ。伝へて云はく、

聖徳の王の御世、弓削の大連の造れる石なりといふ＞。製作者を弓削の大連（物部守屋）で、聖徳太子の摂政時代（593－

622 年）に造ったとしているが、守屋は 587 年に死亡していて年代的に矛盾する。しかし、一般には、ほぼそのころと解釈さ

れている。 

播磨風土記が出来たのは 8 世紀初めだが、一般の人に知られるようになったのは江戸時代終り頃であった。石の宝殿の

存在はそれよりずっと以前から広く知れ渡っていた。このため、神社略記のように、オオクニヌシらが一晩で作り上げたといっ

た風土記の記述とは無関係な様々な伝説、伝承を生んできた。あまりの巨大さ、異様さから当初は神わざ、つまり「天人」「天

女」が作ったものとされ、信仰の対象になった。 

万葉集の「志都の石室」と関連して論じられるようになったのは江戸時代以降である。作者の生石村主真人は「大石村主」

であって、播磨国の人だとする説も明治から大正時代にかけての文献に残されている。しかし、これらはいずれも伝承の域を

でるものではなかった。一方で、人の手になるものだという人工説も江戸時代から唱えられるようになった。文献とは別に石の

宝殿そのもののを対象とした客観的・科学的な調査研究も 1912 年以降に深まり、製作過程や用途などについても諸説が展

開されて来た。 

こうした調査・研究の積み重ねで、現在では石の宝殿が「人工物」であることは否定し難い事実と結論付けられている。前

掲高砂市の報告書によると、石の宝殿は、周囲の岩盤を「コ」の字型に削り取るようして作ったもので、表面にはノミで削った

痕跡がある。調査に携わった大谷大学史学研究所の魚津知克氏は、宝殿本体が後ろに 1 度ほど傾いているのに、後面突

起部はほとんど水平で、位置もやや上にずれていることなどから、奥側の岩盤掘削と本体部分の掘削は別のグループによっ

て同時並行で行われたのではないかと、指摘している（「播磨における古代・中世寺院の造営背景と地域伝承についての考

古学・歴史学研究」市民公開シンポジウム レジュメ「石の宝殿と竜山 1 号墳、そして法道伝承」）(写真 3-1～3-3)。 

 

 

  

写真3-1.大鳥居から本殿まで161段

もの急な石段が続く 

写真 3-2.拝殿の奥に「石の宝殿」の看

板。その奥がご神体の巨岩 

写真 3-3.西側上部から見た「石の宝

殿」。手前斜面の岩盤を削ったらしい 

 
また、魚津氏は、「これまでの調査、研究から築造年代は 7 世紀中葉から後葉にほぼ絞られた」とし、「多数の専門技術者

を動員しえたという点を重視すれば、施工主は大王家あるいは上宮王家、もしくは曽我氏のような有力氏族であろう」と指摘

している。宝殿山を含む竜山山塊が凝灰岩類からなる岩山で、すぐ近くには家型石棺を持つ横穴石室・竜山 1 号墳もあり

（前掲報告書）、魚津氏は奈良県の益田岩船古墳や牽午子塚など飛鳥時代の石造物や墳墓との関連性に注目している。 

このように石の宝殿は「人工物」とされたが、用途は石棺式石室なのか、祭壇なのかあるいはシンボル的なものなのか―な

ど、まだ不明な点が多い。1300 年以上前の万葉人が畏怖の念を抱いたとしても何の不思議はなく、様々な伝説を生んでき

たのももっともと思われる奇岩ではある(写真 3-4～3-6)。 
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写真 3-4.高さ 5.6m の石の側面には

幅 1.6m、深さ 20cm の溝が彫られた 

写真 3-5.石の下部がえぐり込まれ、水

に浮いたように見える 

写真 3-6.石の裏側には1.8mほどの出

っ張りを持つ角状の突起がある 

 

6.その他の伝承地 

6-1.粟嶋（あわしま）神社＝鳥取県米子市彦名町 
 粟嶋神社は鳥取県西部、境港から島根半島へと伸びる弓形の突起部の根元近く、中海に面した米子水鳥公園のそばに

ある。標高 38 メートルの小山の頂上、鬱蒼とした原生林に囲まれている。名前の通り元々は島だったが、江戸中期の埋め立

てで陸続きになった、という。冬になると麓の干拓地にはコハクチョウやオジロワシ等が飛来する。 

188 段の急な石段を登り切ったところが神社拝殿。創建年は不明で、何度か焼失再建を繰り返している。現在の社殿は

1936（昭和 11）年に建てられたもの。祭神は少彦名命。伯耆風土記の逸文には以下のような記載がある。 

 ＜少日子の命、粟を蒔きたまひしとき、莠
ほ

の実離離
さはにお

ひき。即ち粟に載り弾
はじ

かえ常世の国に渡りたまひき。故、粟嶋と云ふ＞

（スクナヒコナノミコトがお蒔きになった粟の穂が一杯に実り、その実にはじかれて常世の国へとお渡りになった。それで、粟

嶋と名付けられた、という）。 

日本書紀にはほぼ同じような内容で、次のように記載されている。 

＜亦日く、淡島
あわのしま

に至りて、粟の茎に縁
のぼ

りしかば、弾かれ渡りまして、常世郷に至りますといふ＞（別の伝えでは、淡島につ

いて、粟の茎にお上りになったところはじかれて常世の国へ行かれた）。 

いずれもオオクニヌシと協力して国造りに励んだスクナヒコナがその途中で、粟にはね飛ばされて、常世の国へと消えて行

った所がこの地だという言い伝えである。この話に基づいてスクナヒコナが神社の祭神となり、表題の万葉集の比定地の一つ

としても伝えられて来た。境内と水鳥公園に各 1 基、いずれも表題歌を刻んだ万葉歌碑が建っている。 

 神社の話によると、万葉集が大好きだった先代の宮司・故佐々木式好（つねよし）氏が、「ここが歌の詠まれた地だ」として、

米子市と相談して歌碑を平成 14 年から 15 年（2002～2003 年）にかけて建立したのだという。境内の碑は幅高さとも約 1.5

メートルのおむすび型の自然石。水鳥公園の方は高さ 1.8 メートルくらいの縦長の御影石。神社の祭神由緒碑にも同じ万葉

歌が刻まれている。 

 この神社は人魚伝説でも知られている。18 歳の少女が人魚を食べて 800 歳まで生き延びたという伝説で、「八百比丘」（は

っぴゃくひく）さんとも呼ばれている。また、この少女が引きこもったという小さな洞窟があり、その名も「静の岩屋」。万葉集と

の因縁が感じられる。 

 

6-2.潮御崎（しおのみさき）神社＝和歌山県串本町潮岬 
 本州最南端、潮岬灯台の近くにある神社で、祭神は少彦名命。和歌山県神社庁のＨＰによると、「景行天皇二十八（九八）
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年、御岬の『静之窟』から少彦名命を勧請したのに始り」、その後、静之峯から潮見の端へと遷座、明治 2（1869）年、灯台建

設に伴って、静之峯に戻って現在に至っている。一帯は台風が通過することが多く、神社は堅固な石垣で囲われている。ま

た、最初に鎮座した「静之窟」を思わせる洞窟が海辺にあるという。 

 スクナヒコナが祭神とされるのは、前述の粟嶋神社の項で取り上げた日本書紀の「亦日く、淡島に至りて…」の直前にある

以下の記述による。 

 ＜其の後に少彦名、熊野の御崎に行き至り、遂に常世の郷に適
ゆ

きます＞（その後、スクナヒコナは熊野の岬に行き、ここか

ら常世の国へ行ってしまわれた） 

 スクナヒコナが国造りの途中で常世の国へと旅立った地点を、潮岬神社は「熊野」だとし、粟嶋神社は「粟嶋」だとする。日

本書紀は二つの地名を続きの文章で書いているからややこしい。 

 ただ、潮御崎神社には白河天皇と花山法皇の歌を刻んだレリーフはあるが、万葉の表題歌はなく、和歌山県神社庁のＨＰ

も触れてはいない。 

  

7.おわりに 

 「大汝少彦名のいましけむ志都の石室は幾代経ぬらむ」という万葉歌が詠われた伝承地として、有力とされる 3 か所を中心

に計 5か所について検証してきた。3か所が海に沿った場所（2か所が日本海側、1か所が太平洋側）、2か所が山間部にあ

った。形状からみると、人が住めるような大きさの明らかな洞窟は島根県・大田市の「静之窟」1 か所だけ。同県邑南町の「志

都の岩屋」と兵庫県高砂市の「石の宝殿」は岩窟というか巨岩が対象だった。他の 2 か所は小さな“洞穴”がある、という程度

だった。万葉の歌碑は 3 か所にあった。 

 いずれも古事記や日本書紀、及び風土記（出雲国、播磨国及び伯耆国）の記述、あるいはそれらから派生した江戸時代

以降の文献や古来の伝承を根拠とするものであった。5 か所すべてがオオクニヌシとスクナヒコナの二神、あるいはスクナヒコ

ナ一神を祭神とする神社の中にあって、神社と一体になっている（静之窟だけは近世になって災害で近くの別の場所に移

設）。「石の宝殿」は、最近の科学的な調査で巨岩は「人工物」とほぼ断定されているが、神話としての神秘性は全面否定さ

れたわけではなく、神代の神秘性、それを歌った万葉歌の空気は色濃く残されている。 

ちなみに、代表的な万葉集の解説書である前掲の▽講談社文庫万葉集▽岩波書店「日本古典文学大系万葉集」▽小学

館「新編日本古典文学全集 万葉集」のいずれも、歌の場所は未詳としながらも、まず邑南町（瑞穂町、出羽村）の「志都の

岩屋」を挙げ、その後に大田市の「静之窟」、最後に高砂市の「石の宝殿」をあげている。小学館は「石の宝殿」については触

れていない。 

歌の主人公であるオオクニヌシ及びスクナヒコナは記紀の中でも最もポピュラーな神であり、万葉集には表題歌を含めて 6

首搭載されている。その一つは 

大汝少御神
すくなみかみ

の作らしし妹背
い も せ

の山を見らくしよしも（巻 7－1247） 
（オオクニヌシとスクナヒコナの神がお作りなった妹背の山を見るのはいいものだ―妹背の山は和歌山・紀の川沿いにある

山で、二神の国造りが出雲から大和、紀伊にまで及んでいたことを示す歌とされている） 

万葉の調べにのって1300年前の世界に浸れる楽しさは古事記や日本書紀に代表される豊かな神話があってこそ。「志都

の石室」を巡る伝説もその土地その土地で、独自の色合いを含みながら、格調高く語り継がれていくことを願ってやまない。 
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