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古代史復元の手がかりとしての

景観と地名

－本宮山と案下川をめぐって－
馬場喜信
( 本会会員・景観地理学 )

1．多摩の地勢は《西高東低》
2．西に山を見る流域都市：八王子

骨格を把握しておこう。図1に主な分水尾根
を太線で示して、流域の境界を明確にした。

3．案下と恩方という地名

図面の西北隅に位置するのは多摩の最高峰

4．上案下の熊野社と案下の広がり

雲取山(2018m）
、多摩川を隔てその東南に高

5．本宮山：高茶山の踏査記を読む

まるのは三頭山(1528m）
。この二山を結ぶ線

6．武蔵国の案上社と案下社

が東京都と山梨県の境界である。多摩川はこ

7．案下熊野神社は式内社だった

こから上流も奥が深く、その源流域は図面を

8．景観・地名そして伝承

はずれて遙か西に連なる大菩薩連嶺にまで達
している。古来、その全域が旧甲斐国の領分
だった。現在の山梨県である。

1．多摩の地勢は《西高東低》

雲取山から東北へ向かう稜線は多摩川と荒

旧武蔵国の多摩郡は、図1に見るように、

川水系との分水稜線で、その先端は武蔵野台

西方に山々が連なり、そこから東方へ丘陵・

地に下りたあと狭山丘陵へとつづき、現在の

台地・低地へとしだいに高度を下げてゆく地

東京都と埼玉県の境界線ともなっている。三

勢のうえに展開してきた。山地一帯を水源と

頭山からの山稜は二手に分かれる。東北に向

する河川は、多摩川を主流として、いくつか

かう稜線には御前山・大岳山などの奥多摩連

の支流を合わせながら東に流れてくる。こう

山が並び、東南へつづく尾根は顕著な峰をみ

した《西高東低》の大地を住み処としてきた

ないまま稜線の次の分岐点醍醐丸に達し、そ

多摩の先人たちは、日々、東の里地から西の

の先は高尾山にいたる。この尾根は多摩川と

山並みに目を注ぎ、その山容に親しんできた

相模川水系の分水稜で、旧武蔵国と相模国、

ことだろう。今では立て込んだ建造物に遮ら

現在の東京都と神奈川県の境界線である。

れて日常に山を見る機会はすっかり失われて

水系を見ると、主流の多摩川は、先にふれ

しまったが、多摩の地を東西に貫いて走る

たように、雲取山と三頭山のあいだを抜けて

JR中央線が多摩川鉄橋を渡るとき、車窓の

多摩郡の領域に入ったあと、左岸から日原川

右、上流に向かって一気に開ける広闊な山岳

を合せ、奥多摩渓谷を流れくだり、青梅にい

展望は一瞬息を呑むほど迫力がある。この感

たってようやく川幅を広げる。ここまでが多

嘆はつぎの浅川鉄橋でも再現される。視界が

摩川の上流域。ここから下流では、左岸には

やや狭まり、目に入る山も少なくなるが、そ

古多摩川が造った武蔵野台地が高まり、そこ

れでも十分に見応えがある。電車はここから

から流入するのは小さな里川ばかりだが、右

本稿が扱う《浅川流域》へ走り込んでゆく。

岸には秋川と浅川という二つの大きな支流が

ここでまず、多摩西部の地平線に並ぶ山々

それぞれに広々とした独自の流域を形成して

とそこから流れ出す主な河川を概観し、多摩

いる。このあと多摩川に注ぐのは、同じく右

の歴史の舞台だった山と川が織りなす地勢の

岸からの大栗川および乞田川の小さな流れだ
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「古代史復元の手がかりとしての

景観と地名」（馬場）

図4

図2

図1

多摩の地勢は《西高東低》

原図は、輯製 20 万分 1 図「東京」、「甲府」明治 21 年輯製製版
（主要な分水山稜に太線を施し、本文で触れた山名等には文字を補った。
図中の長方形の枠は、後掲図の範囲を示す。）
原図は地図としての精度が現行の 20 万分の 1 地勢図「東京」
「甲府」に比して
やや劣るが、地勢を鳥瞰的に把握するには重宝である。現行図では地勢を読み
取ろうとしても、市街地や道路・鉄道などが図面を覆い、注記文字が混み合っ
ていて、かなり煩わしい。
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図6
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「古代史復元の手がかりとしての

けである。

景観と地名」（馬場）

れ、もはやこうした眺望は叶わない。

本図では、図面中央部に広がる浅川流域が

図2、図3を眺めて、浅川流域の八王子と、

多摩川をはさんで武蔵野台地南端に位置する

その西方の山々との関わりをまとめると、

武蔵国府から見て真西に位置していることに
注目しておいていただきたい。本稿の《景観

1) 西に山が並ぶ《西高東低》の地形。

と地名》の着想はここから生まれた。

2) 西から流れ出た水が谷を刻み川とな

なお本図に書き入れた3つの長方形は、後

り、集まって浅川流域を構成している。

掲の図2、図4，図6の範囲を示す。

3) 流域の最西端の位置に、流域内の最
高峰である醍醐丸が高まる。
4) この最高峰から北東と南東へ分岐す

2 ．西に山を見る流域都市 ： 八王子

る尾根とその先につづく丘陵によって

浅川流域は、図1にみた多摩の地勢の縮図

囲まれたなかに現在の八王子市域は収

のようだ。西方に山が連なり、南と北に丘陵

まる。したがって醍醐丸は八王子市域

が横たわり、中央部には低地が広がり、東の

の最高峰でもある。

多摩川への流出方向では谷口が狭まって、ひ

さらに次のことを加えたい。

とまとまりの盆地地形を成している。流域の

5) 太陽は、流域の西に連なる山々を朝

歴史は、このなかで営まれてきた。

日で照らし、夕日はその背後に沈んで

図2は、図1のうちから浅川流域の上流部

ゆく。この自然の営みが、
朝に夕に、
山々

とその北方の秋川流域。ここには八王子から

の姿を際立たせる。その山容に注ぐ人々

西方に見える山々が並んでいる。そのなか

の眼差しから、山への信仰が生まれた。

から顕著な山を列挙する。図面東南隅から

ここでも主な山名を列挙すれば、南浅

見てゆくと、高尾山(599m)から北西に向か

川の高尾山、城山川の深沢山（八王子

い小仏ﾄﾝﾈﾙのうえを越える稜線は、景信山

城山）
、北浅川の本宮山、川口川の今熊

(727m)、陣馬山(857m)をへて、浅川流域の

山、また、市域内にありながら独自の

最高峰醍醐丸(867m)へ達する。そこから北

流域をもつ谷地川には浅川流域を越え

への稜線が市道山で東へ折れて刈寄山の北東

て秋川流域まで広がる御岳三山など。

にある今熊山(523m)まで延び、ここまでが
浅川流域の山。一方、図面の北には、先に見

地勢図と展望図。この二つの表現法につい

た御岳山(929m）
、大岳山(1267m)、その南

て、正岡子規に「地図的観念と絵画的観念」

の尾根に馬頭刈山(884m)、そして秋川を渡

というｴｯｾｲがある。その一節を引く。

ると臼杵山(842m)・市道山(795m)・刈寄山
(687m)の戸倉三山がまとまっている。ここ

一言にして之を蔽へば地圖的観念は萬物を

まで秋川流域の山である。

下に見、繪畫的観念は萬物を横に見るなり。

これらの山々の姿は、八王子市民にとって

吾人が實際界に於て普通に見る所の景色は是

日々に親しい。図3は、JR線八王子駅駅ﾋﾞﾙ

れ繪畫的にして、山々相畳み樹々相重なり、

の屋上からｽｹｯﾁした山々の展望図。先人た

一山は一山より遠く一樹は一樹より深く、空

ちが、浅川流域で定住生活を始めていらい

間に遠近あり色彩に濃淡あり、前者大に後者

日々に眺めてきたであろう山並みの姿はこの

小に、近き者現はれ遠き者隠るゝを免れず。

景観とさして変わらなかっただろう。残念な

地圖的観念は之に反して、恰も風船に乘り虚

がら今では駅ﾋﾞﾙの周囲は高層建築群に囲ま

空に高く颺りて下界を一望の裡に見下すが如
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き者なるを以て、繪畫的の如く遠近濃淡等は

が成立した後のことであろう。

一切之れ無く、茫々千萬里の間一山一水だも

北浅川の上流部が、明治期に入るまで案下

我眼を逃るゝ者あらざるなり。
（前田恭二
『絵

川と呼ばれていたことをみた。図4は、その

のように−明治文学と美術』白水社、2014）

明治期以前の案下川流域図。この範囲がもと
からの恩方村で、いつからか上恩方村・下恩

《地図による上からの俯瞰》と《絵画よる

方村・寺方村に分かれ、明治期にふたたび広

水平の眺望》
。この対比的な把握について、

域の恩方村が生まれた。こうして、同じ流域

的確かつ見事に表現している。わたしたちは

につづいてきた案下と恩方という地名。それ

日頃いつもこのふたつを意識することなく

はどのような事情から生まれたのか。以下に

行っているが、この両者を活用し、本稿の主

その考察のため参照した地誌から該当部分を

題に迫ってゆきたい。

掲げる。ｺﾞﾁｯｸ文字の部分に注目されたい。
①『新編武蔵国風土記稿』
（以下『稿』
）
上恩方村 村名の起りは伝へざれど、村内

3 ．案下と恩方という地名

の小名に案下と呼びなせるも、案下峠などあ

現在の浅川は、北浅川と南浅川が合流した

りてその地名の広きよりのことなるべし。さ

あとの下流部がこの名で呼ばれている。しか

れど元より私に唱ふることなれば、公には用

し、江戸時代までは、北浅川は案下川、南浅

いず。村の四境、東は下恩方村につづき、西

川は水無瀬川などと称されていた。
『新編武

は相模国津久井県佐野川村に接し、南は本郡

蔵国風土記稿』多磨郡総説には、
「浅川 水

の上長房村及び相模国津久井県与瀬村に隣

源は三四流あり、
其一は上恩方村より東流し、

り、北は乙津・檜原の二村に跨れり。東西へ

楢原村と下一分方村との間に至まで案下川と

二里半、南北一里許の処もあれどその広狭は

呼び、中野と本郷と両村の辺に来て浅川の名

境の犬牙せるをもて弁じがたし。

あり、又一流小仏領の幽谷より出るを小仏川

案下川 水元一派は南の谷案下峠より湧出

と呼び、又一流南の方上椚田村より出て案内

し、一は北の谷醍醐山より流出し、村の中ほ

川と呼び、小仏川と合し一流となり、下長房

ど小名高留といふ所にて二流合し、東の方下

村と上椚田村の内、原宿との辺より河水悉く

恩方村に達す。水源より村内を経ること二里

潜流して、常に川に水なきゆへ、土人水無河

許、川幅次第に広くして五間より十間ほどま

原とは唱ふ、末は本郷村東寄に至て所々より

でにおよべるなり。

湧出して浅川に入る」とある。念のため同書

案下峠 村の西相模国の境なり。この峠、

の村ごとの記事で浅川の呼称を点検してみる

甚だ高うして西の方は相州津久井県佐野川村

と、浅川が多摩川へ合流する石田村から上流

を眼下に望み、東は当郡の村々におよべり。

にかけて南北浅川の合流点までは各村ともに

熊野社 除地二段五畝、村の西の方上案下

浅川、そこから上流では、北浅川では下壱分

にあり。石階二十六級を登りて社前に至る。

方村まで浅川、それより上流の寺方村・下恩

社は九尺に四尺、銅葺にて巽の方へ向へり。

方村・上恩方村では案下川と記され、南浅川

神体は木の坐像にて、長一尺余、例祭は九月

は水無瀬川あるいは水無川と呼ばれている。

九日に湯立あり。当社はいかにも神さびたる

こうした川の呼称が現行のように定まったの

宮居にて、
殊に禰宜の持伝ふる文書もあれば、

は明治22年(1889）寺方・下恩方・上恩方・

古社なることは疑ふべくもあらねど、今より

小津の4村が合併して広域の恩方村が生ま

はその来歴を詳にせず。則禰宜小澤石見が蔵

れ、南浅川には同じく広域の横山村・浅川村

する文書左にのす。
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「古代史復元の手がかりとしての

景観と地名」（馬場）

図4

図2

八王子の西方に見える山々

原図は、10 万分の 1 集成図「東京」昭和 60 年編集
（原図にはない本宮山、醍醐丸、連行峰、八王子城山 ( 深沢山）、今熊山、
御岳三山を補った。図中の長方形の枠は、後掲図 4 の範囲を示す。）
本図には、東南隅 ( 右下 ) の高尾山から北西 ( 左上 ) の御岳三山までを収めた。
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八王子西方のスカイラン－八王子駅ビルからの眺望

川を超えた東方にある武蔵府中からも、ほぼこれと同じような眺望が得られたことだろう

以下４捨５入）。現在は周囲に高層ﾋﾞﾙやﾏﾝｼｮﾝが建ちはだかって境界を遮っている。往時は、多摩

ｺﾞﾁｯｸ文字の山名は、八王子市域内あるいは市境線上にある山。山名の下の数字は標高（少数点

図 2 の高尾山から御岳山・日の出山まで。図面の上段右端と下段左端が接続する。

図3
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「古代史復元の手がかりとしての

「安下熊野宮之禰宜役、幷貳百文屋敷、於
末代不可有相違者也 仍如件、

景観と地名」（馬場）

高岩山ノ谿谷ナル字上案下ニ発シ中央ヲ盤屈
シテ東流ス 醍醐川ハ西方醍醐山間ニ発シ西

同高茶野丁（原本のまま）

北部ヲ彎曲シ中央ニ至リテ案下川ニ合ス

天文廿壹(1525）年八月十九日

高岩山（案下嶺或ハ和田嶺） 高一百四十
（花押）

丈西方ニ位ス 嶺上ヨリ西ハ相模国津久井郡

禰宜彦次郎

佐野川村ニ属ス 山脈西方ノ方本郡檜原村ヨ

(付図の刀剣に「安那澤熊野天神」の文字

リ連絡ス 此ヨリ二脈ニ分レ南ヲ陣場山ト呼

あり。
） 末尾所収の文書は、
『新八王子市史』

ヒ北ヲ醍醐山ト称ス 濯々タル赭山ニシテ樹

「資料編2中世」に「大石道俊、案下の熊野

木ナシ 登路アリ甲州裏往来ニ属ス 上案下

宮禰宜彦次郎に対し、同宮の禰宜職と屋敷を

ヨリ西面シテ登る事廿五町十四間ニシテ嶺上

安堵する」と題して掲載されている。その解

ニ至ル

説には「
「高茶野」は熊野社の本殿があった
高茶山を指す」とある。

陣場山 高一百五十丈西南ニ位ス 絶頂ヨ
リ西ハ相模国津久井郡吉野駅ニ南ハ同国同郡
小原与瀬両宿ニ属ス 山脈北方高岩山（或ハ

②『武蔵名勝図会』
（以下『図会』
）

案下嶺）ヨリ東南ノ方村内栃縄山及本郡上長

恩方村 上下の恩方村あり。上下とも細く

房山に延直ス 赭山ニシテ樹木ナシ 登路一

長き村にて、山谷の間に村居あり。又云 こ

條アリ 上案下ヨリ南面シテ登ル事二十一町

の地を近郷の土人すべて案下と唱うるは古き

四十九間ニシテ頂上ニ至ル

号にして、
恩方と呼びては知らぬ者もあれど、

醍醐山 高凡一百四十五丈西北ニ位ス 頂

案下と呼ぶときは児女子までもその名を知れ

上ヨリ北ハ本郡檜原村戸倉両村ニ属シ 山脈

り。この地より出せる炭を案下炭とよび、川

西南ノ方高岩山(案下嶺）ヨリ村内高丸嶺及

の名も案下川と唱え、国境の嶺を案下峠と称

同郡小津村ニ聯絡ス 赭山ニシテ樹木ナシ

す。又云 上恩方村の限りに案下という小名

登路一條アリ 醍醐ヨリ西北ニ向ツテ登ル事

にて、これも上下の号ありて、西は津久井県

十五丁十六間ニシテ絶頂ニ至ル

の国境に至るなり。或云 往古すべて案下村
と号したるにや。上恩方村の内に脇道なく、
嶺上まで一条の往還なり。

社 熊野 社地東西九間南北十間、面積
九十坪 祭神伊弉諾丹尊大日霊尊、明徳二年
（辛未）小澤石見ト云ウモノ勧請ス 例祭九

案下川 案下峠の谷合を水源とし、また北
谷より澗流出て、
関場あたりにて一流となり、

月九日 社地中老松二株アリ囲ミ五尺ヨリ八
尺

それより東流し、
八王子辺に至りて浅川と云。

〔注〕『皇国地誌』は、明治5年(1872）明治新

（本書には、
熊野社についての記述はない。
）

政府が企図し、南多摩郡では明治12年に着
手されて完成をみたようだが、公刊はされな

③『皇国地誌』
（以下『皇地』
）

かった。八王子市域分は一部地区を除き『多

上恩方村 本村古昔ハ多摩郡横山庄由井郷

摩文化』に復元、掲載されている。

内ニシテ案下ト呼ブ 后(年号干支不詳)西
郡ニ属シ由井領ヲ冠ス 天正年間更ニ恩方村

案下と恩方という地名の由来を考える材料

ト改称シ 慶長年間本郡ニ帰シ上恩方村ト呼

は、地誌に限っていえば、さしあたりこれく

ブ 爾来現今ノ称ヲ用フ

らい。ここでは、案下という地名は案下川、

地勢 西南北ノ三面峨々タル嶮山ヲ負ヒ西

案下峠、案下嶺、案下炭、案下道などと数多

山阜起伏重畳シ 案下川ハ西南ノ方陣場山及

く使われているのに、恩方は、村の名として
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出るほか見えないことに注目しておこう。

斎した穴沢神社がある」と記している。山上

では、全国を見渡せば同名の地名を見つけ

に勧請した熊野三山神社、その山を高茶の嶺

ることはできるだろうか。
『日本歴史地名大

と呼び、山には本宮を祭ったというのであ

系』(平凡社）の全巻索引を見ると、案下は、

る。社殿を焼失したのちに麓に移した阿奈沢

東京都に、案下往来、案下街道、案下熊野宮、

とは、穴沢の意であろう。上案下集落からわ

案下峠、案下路があり、神奈川県にも案下往

ずかに入っただけなのに、地形が奥へ深く窪

還があるが、これも東京都の案下への往還で

んだ谷に歩み入り森厳の気配を漂わせる現

ある。同書地名の採用基準は各都県共通だか

地に立てば、それが実感される(図5）
。相殿

ら、案下という地名はここ浅川流域にしか見

の穴沢神社は、熊野社が当地に移される前か

えないと考えてよいだろう。一方の恩方も、

ら奉斎されていた地主神であろう。図5には

東京都に恩方街道、恩方学舎、恩方口留番所、

熊野神社の右脇を抜けて沢伝いに遡る点線

恩方村があるだけ。同じ発音から京都市に御

路があり、途中で消えてはいるが、その先は

方紺屋町がみえるが、その広がりはない。

高茶の嶺＝本宮山(723m）に達していたこと

こうして見てくると、案下も恩方も、ここ

が地形から見てとれる。ここに高茶山頂の本

浅川流域にのみ地名として生まれ、伝えられ

宮と麓の熊野社を結ぶ参道がつづいていた

てきたと判断して大きな誤りではなかろう。

のである。

なぜこの二つの地名はこの地に生まれ、現在
にまで根付いてきたのだろうか。

先引の『案下路をあるく』によれば、古来
この神社は「神戸以西三里間一帯案下」の地
の氏神と言われ、一の鳥居が神戸にあったと
いう。神戸の地名は図4にあり、そこに「一

4 ．上案下の熊野社と案下の広がり

の鳥居」と注記した。同書はさらにつづく地

現在の上恩方町の小名上案下に、熊野神社

の文に以下のように記している。
「古くは東

がある（図4）
。この神社は、陣馬高原下ﾊﾞ

の方へ行けば行く程、案下の範囲が広くなっ

ｽ停から少し登って右に入った小さな谷奥の

た。八王子の町へ行くと、恩方全体が案下で

わずかな地に、案下の鎮守社として、古来の

あった。もう少し東へ行くと北浅川流域元八

鎮座地を守っている。地元では、この熊野社

王子迄案下だと思っている。何だか案下とい

は古くは恩方全域を領く大きな神社だった

う定まった区域がないようである」と。この

と言い伝えているという。
『案下路をあるく』

ように東へ行けばゆくほど広がる案下という

(解説菱山栄一、同会刊、1976）に掲載され

領域。ではその広がってゆくその先の地、案

ている『恩方出張所保管記録』には「明徳2

下を広域の地域として認識していた起源の地

年(1391)、小澤石見が当所高茶の嶺に祭る。

はどこだったのだろうか。あらかじめ図1で

故に社地を本宮と称う。後、慶長年間(1596

浅川流域と武蔵国府の地が東西に正対してい

～ 1615）野火の為焼失す。同14年社殿を阿

ることに注目していただいたように、その地

奈沢に建設す。老人伝言に、往時一の鳥居が

は、古代武蔵国国府の地、現府中市にある武

神戸に在りて之を掌る鳥居神主と伝へる者

蔵国府跡と推測してよいのではないだろう

も亦其の附近に在りしと。神戸以西三里間一

か。各種の地名辞典にあたってはみたものの

帯案下と呼び、古来此の社は案下の氏神と言

いっこうに不分明だった案下という地名、そ

はれた」とあり、また『八王子事典』も「明

の由来を探る手がかりが、ここにようやく浮

徳2年小沢石見守が（熊野の）本宮速玉那智

かび出てきたような思いがした。

三山神社を山上に勧請、相殿に小沢左京が奉
− 11 −

ここで『日本国語大辞典』(小学館）の案

図4
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原図は、5 万分の 1 地形図「八王子」

案下川流域図－本宮山から神戸の一の鳥居まで

図5

「古代史復元の手がかりとしての
景観と地名」（馬場）

− 13 −
本宮山と熊野社

原図は、1 万分の 1 地形図「小仏峠」

図5

図Ⅱ

図Ⅰ

高茶山頂の遺構

高茶山周辺

「八王子上案下の熊野宮旧蹟について」付図
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「古代史復元の手がかりとしての

下の項目に当たってみた。次のようにある。
「あんげ
〔案下〕 ①役所の机の下。転じて、
役所。②「あんげかんぺいの略。
」

景観と地名」（馬場）

ゆかない。武蔵国府から遠望すると、この
山の背後には標高1000 ﾒｰﾄﾙを越える連行峰
(1028m）が屹立し、
その手前に醍醐丸（
『皇地』

そこで案下官幣を引く。

に出る高岩山）の山頂があり、本宮山はこの

「あんげかんぺい〔案下官幣〕 祈年祭（と

二山の手前に隠れている（写真1、この三山

しごいのまつり）
、新嘗祭（にいなめのまつ

の並び方は図2を参照）
。そのため、これら

り）
、月次祭（つきなみのまつり）などのと

の重畳する山々を、太陽が高いところにある

きに、神祇官が、社格の低い小社の幣帛（へ

時間帯に識別するのはむずかしい。それが視

いはく）を案下（机の下）に置いて奉ること。

界にくっきりと姿を現すときがある。昼と夜

また、その神社。案下幣（あんげへい）
。案

の狭間、夕暮れのひとときだ。

下（あんげ）
。→案上官幣（あんじょうかん
ぺい）
。
」

西方の山々は、たそがれ時、日が沈むにつ
れてその山影の濃淡を際立たせ、前列に埋も

末尾に「→案上官幣」とあるのは、社格の

れていた山の姿が現れてくる。本宮山のまろ

高い大社の幣帛を役所の案上（机の上）に置

やかな山頂（図4、写真2）が浮かび出てく

いて奉ること、また、その大社。案下官幣は

るのもその時だ。武蔵国府の地から、沈んで

その対語ということになる。

ゆく太陽を観望する人々にとっても、案下の

神祇官は、朝廷において太政官の上に位し

社地を視認するもっとも印象深い時間だった

て神祇の祭祀を司り、諸国の官社を総管する

であろう。すると『稿』に載る古文書に「高

役職者だった。各国国府にもそれに相応する

茶野丁」とあり、
地元では「たかっちゃやま」

神官がいて、国内の選定された古社に案上・

と呼ぶこの山は、本来は「高い社のある頂

案下の官幣を奉斎し、そうした神社自体も案

き」の意で、それが訛ってこう呼ばれるよう

上・案下と呼ばれ、さらにはその所在地も同

になったのではないか。その山から始まる流

じように称するようになった、そうした経緯

域一帯の地が「案下」と認識され、その名で

が浮かび出てくる。あの高茶の嶺に祭られた

包括される広域の呼び名となったのも、その

熊野社も、武蔵国府において案下官幣を奉斎

故であろう。国府から見れば、案下は多摩川

される社格に与り、ここ多摩郡内における著

を越えた対岸の山奥にまで広がる地として観

名な社となったのだと考られる。

念され、一方、在地の人々にとっても自らの

では、なぜ、この高茶の嶺の熊野社が案下

住む地の呼び名として観念されるようになっ

官幣の社となったのだろうか。初めに見たよ

た、そうした歴史が浮かんでくる。その後、

うに、武蔵国多摩郡の山岳地帯には数多くの

国府の力が衰えるとともに、案下の地名起源

山峰が頂きを連ね、その山容や高さからみて

も忘れられ、その名で指し示す範囲もしだい

高茶の嶺よりも優れた山々が選ぶに困るほど

に狭められて、ついに北浅川源流部の奥にわ

ある。そのなかから高茶の嶺＝本宮山が案下

ずかに残るのみとなったのである。

官幣を奉斎される対象として選ばれたのは何

地名には、狭い範囲から次第に広域を指す

故だったのか。その決め手は、先にもふれた

ようになる場合と、逆に広域を指す地名が次

ように、一にこの山が武蔵国府から西に見え

第に狭い地に絞り込まれてゆく場合がある。

る連山のなかで真西に位置していたこと−こ

ここ案下の場合、くりかえしになるが、始ま

のことは現在の精確な地形図からも確認で

りは本宮山＝熊野社にあり、しだいに多摩川

きる−故であったというほかない。けれども、

西岸の浅川一帯の地にまで広がり、後にまた

その山頂を見極めるのは、常にというわけに

案下川源流に閉じ込められたのだった。
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写真 1

本宮山と醍醐丸・連行山 荒正勝氏氏撮影

写真 2

本宮山
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「古代史復元の手がかりとしての

それに代わって、恩方の地名が生まれた。

景観と地名」（馬場）

熊野神社の神殿の左の背後の急坂を三百㍍

この地名起源も難解とされてきたが、ここで

ほど直登するのが最短距離であるが、ここは

も辞典（
『古典基礎語辞典』
（角川学芸出版）
）

一見して道路があるとは思えない。しかし注

を開いてみると、恩方は、
「おん：オンの付

意して登って行くと、坂道の廃道の遺構が

いた対象についての尊敬を表す」｢かた：カ

所々に残っていて、直登可能だという自信が

は場所、タは指し示す方向の意で、そこと場

ついてくる。ただし植林地の中の道なので、

所をはっきり指示できる方向」とある。恩方

登り切るまで展望はきかない。道の左右は深

は尊い場所、つまり御方の意で、これを案下

い谷になっているが、ここは強度の岩盤上に

の地に当てはめれば、浅川上流に向かってそ

あり、崩壊がないとの話である。三百㍍の直

の奥に尊崇すべき場所があり、その地を恩方

登に要する時間は人により差が大きいので、

と呼んだと考えられる。
『皇地』は、この地

無理はしない方が良い。途中はすべて急傾斜

名は、天正年間(1573 ～ 92）案下を改称し

である。神社の右の沢を上って右側に張り出

たとある。だがこの新呼称は在地には馴染ま

した尾根を辿る道もあり、此の方がゆるやか

なかったようだ。
『図会』には、土地の人で

で途中の展望も良いが、回り道になるので時

さえその呼び名を知らない人があり、一方の

間がかかる。地形にしたがって自然に登る道

案下は児や女でもその名を知っていると記さ

は、北側の森久保の堂山か、最奥の醍醐の入

れている。よほど案下の呼び名が浸透してい

口の要倉沢から尾根に取付くコースで、往時

て、人々の愛着が深かったのであろう。恩方

はこの道が使われたようであるが、これも北

の名は、江戸期に入って幕府行政が行きわた

の尾根筋の、前に記した回り道との合流点か

るにつれて定着したものと思われる。

ら先は百㍍以上の登り坂になる。
何れにせよ、
あまり人が通らない道なので、春か晩秋以外
には登らない方が良い。

5 ．本宮山 ： 高茶山の踏査記を読む

この頂上と尾根筋の東の展望の良好なこと

本宮山（高茶山）は登山が盛んになった現

は、現地を踏んで痛感した＊。恩方谷のすべ

在でも訪れる人がまれな山である。踏査記録

てと、八王子城山、さらに八王子の市街地か

も管見の限りでは一編のみ。その貴重な記録

ら日野、立川方面まで、完全に見とおすこと

である倉員保海「八王子上案下の熊野宮旧蹟

ができる（ちなみに、陣馬山頂はここより百

について」
（
『多摩のあゆみ』第27号、1982．

㍍ほど高いが、遠景が絶好な反面、近景は低

5）の要点を以下に紹介する。

い山にさえぎられて乏しい)。また、地図だ
けで考えると、この山は和田峠の北の高岩山

1) 頂上に登るまで

の尾根続きになっているので、醍醐林道の開

高茶(たかっちゃ )山は海抜七百四拾㍍

通後は、高岩から尾根伝いに行けそうな気が

余、陣馬の尾根筋の北の、案下の谷と醍醐の

するが、現地でみるとあいだに百㍍ぐらいの

谷の境の尾根にそびえていて目立つのだが、

標高差の鞍部があり、そこに道がないことが

地図上に名称が記載されないことと、縦走

わかった。

コースの道がないため、頂上に立った人は少

＊ 原注

なく山頂の本宮址も紹介されていない。
（上

楽しむスペースはないが、東の尾根筋には伐採

案下出身の知人が）頂上に登る道を教えてく

した個所がある。

ださったので、現地を踏査することができた
（付図の図Ⅰ、図5に並べて掲げた。
）
− 16 −

現在は山頂部は植林地となり、展望を
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2) 山頂部の遺構とその役割

の水上へと目を向ければ、流れはしだいに西

山頂部に巨大な削平部があり、熊野本宮の

方へと極まり、その視線の先には図3に見た

跡である。その下に小さな削平部と人工的な

多摩郡西部に連なる山々が地平線を限って並

断崖があり、神社の附属施設の跡であろう。

んでいた。真西には連行峰が小さな双耳形の

本宮跡の左（下からみて）側に井戸の跡とみ

山頂を見せ、その手前には醍醐丸そして本宮

られる湧水地があり、
今でも水が流れている。

山が身を隠すように鎮まっている（写真1）
。

その他に熊野社からの嶮しい坂道に沿った数

古代の人々の視力は現代人よりもはるかに勝

か所と、東側からの尾根上に数か所、廃社の

れ、視界の遠方の事物をくっきりと判別でき

遺構と思われるものがみられる(付図のⅡ、

たから、前後に重なる山々をわずかの陰影の

同前)。

差も逃さずに識別したはずだ。そのうえ、案

高茶山の地形と展望を考えるとき、この熊

下川の谷は深く刻まれ、蛇行を繰りかえして

野権現が恩方全域にわたって重要な役割を果

いるから、本宮山は近くの里からは見えにく

たしたことが推測される。
（中略）

く、かえってやや離れた国府辺りからのほう

上恩方地区は古道を忠実に歩けばわかる

が視認しやすいのである。

が、とくに狐塚から奥は、山にさえぎられた

ここで連行峰についてふれれば、近世の初

小集落が川沿いに断続する閉鎖的な地形をな

頭、徳川家康が甲州への防衛線として八王子

している。この谷合に、和田峠から甲州に通

に新たな町場を造営したとき、その指揮者大

ずる交通路が開かれたことと、宗教教線の成

久保長安が街づくりの基線としたのがこの連

立（集落の要地に仏寺、境の要所や嶺上に神

行峰だった。あの水無瀬川などとも呼ばれて

社をつくる）とは無関係ではありえない。

いた茫茫たる浅川河原に新宿を建てる際にま
ず定めるべきは設計の基準点であり、当時の

興味深い記録だ。とりわけｺﾞﾁｯｸ体にした

手法“山あて”には、連行峰が恰好の目印で

山頂からの展望は、ここまで述べてきた案下

あった（拙稿「甲州道中八王子宿の空間構成」

の地名起源についての考えを補強してくれ

多摩地域史研究会第8回大会『多摩の街道と

る。筆者は北谷の醍醐から要倉沢をへて山頂

宿』発表要旨、1998）
。国府の地から観望し

に立った(1981/1/31)が、残念ながら視界

ても、連山のなかにひときわ高まるこの山の

が樹林に遮られ、見通しはきかなかった。

姿は印象深いものであっただろう。
連行峰の影に埋もれた本宮山、その山下に
祀られた案下の熊野宮。では、武蔵国の案上

6 ．武蔵国の案上社と案下社

社・案下社のなかにこの神社の存在は認め

武蔵国府は、武蔵国の南半に広がる武蔵野
台地の南の端といってよい場所にある。その

られるだろうか。
『延喜式』巻九の神名一覧、
いわゆる式内社は、以下のようである。

位置は、地形学が武蔵野台地の地形面を区分

武蔵国には44座あり、大2座、小42座。

して呼ぶときの立川段丘面の南端にあたり、

大の2座は、足立郡氷川神社（現さいたま市）

台地崖線に沿って東西に延びるその地は眼下

と児玉郡金佐奈神社（現埼玉県神川町）で、

に多摩川流域の低地を見下ろしていた。現在

いずれも「名神大」
、うち氷川神社には「月

では多摩川は南に見える多摩丘陵の裾を洗う

次新嘗」とある。案上官幣を奉斎された「大

ように流れているが、中世には図6のように

社」はわずかにこの2社だった。したがって

立川段丘の直下を流れていたから、国府の位

式内社のほとんどは案下官幣の社ということ

置から眺めれば、眼下に多摩川が東流し、そ

になる。多摩郡についてみれば、式内社は8
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図6

中世多摩川推定流路（『立川氏館跡』立川氏館跡遺跡調査会 2000年 より）
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座。これは武蔵国15郡のうちでは最多数だ

から付加されたのか、今は詳らかにしない

がいずれも「並小」である。
『延喜式』によ

が、不審である。また、式内社には、所在地

れば、案下官幣社は全国に2207座あり、そ

が今日に及んでも未確定で、複数の候補地が

の四時祭・祈年祭を国司が祭るという。

あげられているいわゆる「論社」が各地にあ

四時祭とは、春夏秋冬の季節ごとの祭りを

る。多摩郡の場合は、大麻止乃豆乃天神社は

いい、
なかでも祈念祭（＝としごいのまつり）

現在は稲城市大丸に鎮座しているが、有力な

は、毎年陰暦2月4日に神祇官および各国府

論社に武蔵御岳神社がある。虎柏神社は現在

で五穀の豊穣、天皇の安泰、国家の安寧を祈

は虎狛(コハク)神社として調布市佐須町に

請した枢要な祭だった。平安時代の最初期に

あり、論社に青梅市根ヶ布の虎柏神社があ

あたる延暦17年(798）までは諸国の祝らが

る。青渭神社は、調布市深大寺、稲城市東青

入京して幣帛を受けたが、後には七道諸国の

沼、青梅市沢井の3社が論社となっている。

大多数の神社が神社のある国府で幣を受け

こうして見てくると、多摩のなかでも比較的

とる定めとなった（
『平安時代の神社と神職』

面積の狭い稲城市に、多摩郡8坐の式内社の

加瀬直弥、吉川弘文館、2015)という。武蔵

うち論社をふくめて3社もが比定されている

国府においても、このようにして式内44坐

ことになる。稲城市が国府の地から見て南方

のうち2坐の大社には案上官幣を、他の42

目前の多摩川対岸の地にあるとはいえ、これ

坐には案下官幣を奉斎したのである。

はかなり不自然ではないか。なかでも穴澤神

では多摩郡の式内社8坐のなかに浅川源流

社の場合、先の「天」という文字の後世にお

の熊野神社は載っているだろうか。8坐の神

ける付加とともに疑問が深まってくる。穴澤

社名は以下のとうりだ。阿伎留(アキル)神

という呼び名も他の神社名に並べてこれだけ

社、
布田(フダ）天神社、
阿豆佐味(アズサミ)

が土着的な響きをもち、式内社にふさわしい

天神社、虎柏(トラカシワ)神社、小野神社、

神さびた感じに欠ける。現穴澤天神社があえ

大麻止乃豆乃(オオマトノツノ)天神社、穴

て「天」の一字を付しているのには、しかる

澤神社、青渭(アオイ)神社である。熊野神

べき謂われがあったのであろう。

社の名はみえない。すると、ここまで熊野神

式内社の穴澤神社、現在の穴澤天神社。こ

社は案下官幣社だったという本稿が進めてき

の名の起源は、あの上案下の穴澤＝阿奈澤で

た論旨は、その根拠を失うことになる。果た

はないか。すると、先に抱いたような疑問は

してそうか。

すっかり解消する。古くから地主神として鎮
座していた穴澤神社は、現在も熊野神社の相
殿に奉斎されているのだから。穴澤神社から

7 ．案下熊野神社は式内社だった

熊野神社へ、この社名の交替には、以下のよ

式内社のうち「小社」にも見えない案下の

うな推移があったのだろう。

熊野神社が、かつては案下官幣を奉斎され、

初め、川上の奥深い地に、巨岩に護られて

それが案下の地名起源になったという本稿の

森厳の気配を漂わせる谷間があり、流域に住

根拠を、ここで再検討しよう。

む人々の信仰を集めた。谷はその形状のまま

多摩郡8座のなかに穴澤神社がある。気に

に穴澤と称され、
祀られる神の名ともなった。

なるのはこの穴澤神社だ。この神社は、現在

背後の谷をつめて登ると丸やかな山の頂きが

は穴澤天神社として稲城市矢野口に鎮座して

あり、
そこに山宮が祭られた。この山の名は、

いるが、
『延喜式』本文にあるように本来の

古記文書では高茶野丁、現地の伝えでは高茶

社名には「天」が付いていなかった。いつ頃

の嶺と呼ばれた。穴澤神社が延喜式に登載さ
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は山の神、水源の地には水の神が祀られた。

時は移り、自然信仰から生まれた神々は仏

山と水とは、先人たちが崇拝する自然神の主

教と習合して、新たな姿に生まれ変わった。

役だった。山は立体として高まり、大きな異

紀州熊野の本宮（熊野本宮大社）
・新宮（熊

変でもない限りその山容を変えない。川は大

野速玉大社）
・那智宮（熊野那智大社）の熊

地を穿って流れ、いったん生まれた流路が変

野三山を中心とする熊野信仰はその典型であ

わることが稀である。高茶の嶺と穴澤の谷は

る。山が深く谷は嶮しい熊野には、古くから

相まって在地の信仰の起源となり、国府の地

山中他界の信仰が生まれ、熊野はその入口と

から眺めれば西方の山々への入口、かつ水源

いう観念があった。後に仏教における浄土信

にある聖地と観念されたことであろう。本稿

仰が深まるにつれ、極楽往生を願う上皇や公

の副題を「本宮山と案下川」としたのも自然

卿たちによる熊野詣も盛んになる。熊野三山

景観を構成する基本としての山と川、その存

への庄園の寄進も行われ、各地の庄園には熊

在の大きさの象徴するものとしてだった。

野社が勧請されていった。その伝播は全国に

『古事記』上巻に、
「此地は･･･、朝日の直

広がり、とりわけ東国にはその数が多く、分

刺す国、夕日の日照る国なり。故、此地は

布の数では西日本の倍近いという。これには

甚吉き地」
、同下巻には「朝日の 日照る宮、

文永11年(1274）熊野本宮に参籠して神託

夕日の 日がける宮」とある。ともに、国を

を受けた一遍上人と時衆による影響が大き

開き、宮を営む好地として、朝日・夕日の輝

く、その教えが武士の死生観に受け入れられ

きを賛美している。また『延喜式』を開くと

たからと考えられている。
『皇地』に記され

龍田風祭の祝詞には「吾が宮は朝日の日向か

ている、穴澤に熊野宮が勧請されたという明

ふ処、夕日の日隠る処」とみえる。朝日に向

徳2年(北朝年号、1391）は、こうした熊野

かうところとは東面している地、夕日の日隠

信仰の東国伝播のさなかであった。古来の穴

れるところは西に山を背負っている地であ

澤神社はその相殿に祭り込まれ、その名もし

る。古代を生きた人々が、一日の光のなかで

だいに忘れられてゆく。一方で、高茶の嶺の

もとりわけ朝日・夕日に心を惹かれ、その光

頂きには、新たに熊野本宮が祀られ、山の名

に照らされる地を尊んでいたかが窺える。

も本宮山と呼ばれるようになった。式内社穴

朝日は東に登り、夕日は西に沈む。その規

澤神社の名はこの地から消え、後に「論社」

則的な運行を日々観察するなかで、古代人は

とされることもなかった。

春分と秋分、夏至と冬至の、二分二至の日を
発見した。一年をくぎる特別な日だ。春分・
秋分には太陽は真東から昇り、真西に沈む。

8 ．景観・地名そして伝承

春分のあと日は延びて夏至にいたり、秋分を

多摩の地勢は西高東低。その東低の地に国

過ぎて冬至にいたって太陽は再生した。

府が置かれ、西方の地平には山並みがぐるり

本稿は、古代人のこうした知見をも想起し

と廻る。
『古事記』に「大和は国のまほろば、

つつ、景観と地名を手がかりとし、これに加

たたなずく青垣山ごもれる大和しうるはし」

え在地における伝承、言い伝えを参照して、

と讃えられた山河は、ここ多摩の地勢のうえ

わずか一坐の式内社について追い求め、その

にも展開していた。
『延喜式』巻八に「祈年

存在した場所を発見することができた。

祭」の祝詞が載る。神祇官が「山の口に坐す」

景観と地名のもつ資料としての価値につい

神、
「水分(ミクマリ）に坐す」神に幣帛を

ては繰りかえし述べる必要はないだろう。こ

捧げるときの祈念の言葉である。山の入口に

こでは伝承のもつ力について指摘しておきた
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い。案下という地名の広がりを教えてくれた
のは、
『案下路をあるく』に記載されていた
地域における記憶だった。伝承が伝える事象
の時間幅については「少なくとも約310年か
ら370年たつと、起こった事実は忘却され、
事実から約350年から約500年経た間にそれ
までにない要素が追加され」るという研究成
果がある（比田井克仁『伝説と史実のはざま
−郷土史と考古学』雄山閣、2006）
。案下と
いう地名の広がりが在地で伝えられてきた時
間幅は、これを越えるのではないだろうか。
よくぞ持ち伝えてきてくれたものぞと、感嘆
せずにはおれない。
近年に刊行された『新八王子市史』通史編
1原始･古代（2015）は、多摩郡の式内社8
坐を概観したあと、
「残念というべきか、寂
しいことに八座に関わる神社が八王子には皆
無という現実がある。果たして今までの式内
社の論社研究は正しかったのであろうか、疑
問の生じるところである」と慨嘆していた。
わたしたちは、今、それに応える発見をした
のではないだろうか。
『八王子市史』には『旧
市史』以来、多くのことを教えられてきた。
その恩恵に少しは報いることができたのでは
ないかと、ささやかな思いが湧いてくる。
なお、本稿では武蔵府中熊野神社古墳につ
いてもふれたかったが、もはや余力がない。
次の機会に譲ることにする。

（了）
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