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古代の東京、神奈川
第一章『山手線の歴史』
、第二章『京浜東北線の歴史』は、首都圏通勤電車の変遷を中心
に据えて、駅名に採られた地名が『二音節の言葉…主に他動詞…を掛け言葉で結び、地形を
表現した』仮説を主題におき、地名がどのような地形を表現したかを推理した。
この手法で地名解釈を行なうと、山手線・京浜東北線の駅に採用された地名は、極端に
『縄文時代、弥生時代』に付けた名が多い史実が浮かびあがる。なぜ、奈良・平安時代に
命名した地名が少ないか？

という疑問が起こる。

ここには古墳時代後期…六世紀：仏教伝来の時期…に、一字で二音以上を表わす『漢字』
が普及したために、地名の『二音節の基本動詞を掛け言葉で結びつける』創作法が伝わら
なくなって、律令制度を実施した飛鳥時代に、全く喪失した史実が隠されている。
本章『古代の東京、神奈川」と、つぎの第四章『言葉と地名』、第五章『地名考古学』
では、
『日本語、地名』を考えるときに、文献に記されなかった、この重大な史実の検証
もテーマに置きたい。
本サイトは、第二章の京浜東北線「さいたま新都心、大宮」駅に記したように、武蔵国
足立郡の発祥地、
「足立」という小地名は、東京都足立区でなく、さいたま市大宮区の式内
足立神社付近…さいたま市大宮区水判土…に存在した史実に注目したい。郡名・国名などの
大地域名は、一地点につけた小地域の名を拡大使用した例が多いのが、我が国『地名』の
特徴である。ここでは、邪馬台国研究に証明せずに常用されてきた『大地域名は、小地域
名の昇格』という定義を加えて、地名を検証してゆきたい。
たとえば、これから解説をする昭和 7（1932）年に足立区と同時に、東京市に生まれた
「葛飾区、豊島区」も、命名時点で下総国葛飾郡、武蔵国豊島郡の起源地名の検証を行な
わなかったために、前者が「千葉県船橋市葛飾町」
、後者は「東京都北区豊島」として現
存するのである。
本章では、奈良・平安時代に実施した律令制度で、租税徴収の基本区画として定めた
『国・郡・郷』のうち、武蔵国南部と相模国…東京都と神奈川県の範囲…の全郡・全郷の起
源地名の探索を行ないたい。『国・郡・郷』の起源地名探索も、文献が生まれた奈良時代
に『地名の命名法則』が伝わらなかったので、現在も確立されておらず、様々な仮説を組
み立てて、本サイト流の比定地を推定してゆきたい。
地名は、律令制の根幹に据えた『国、郡、郷』制度の中枢に置かれたため、地名の位置
を表わす基本的性質が、記録に残らなかった歴史を再現するのである。この基本資料が、
平安時代中期に編纂された『倭名類聚抄』で、
『和名抄』の略称で親しまれている。この
歴史資料は、極めて深い内容を秘めているが、難しいところも超一級なので、お手柔らか
にお見守りいただきたい。
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郡名の起源探索と『和名抄』郷名の比定
国・郡・郷の読み方を載せた『倭名類聚抄』は、
『和名抄』の略称で親しまれ、我が国
最初の分類体百科事典として知られる。承平年間（931～938 年）に源順（みなもと したが
ふ）が編纂し、24 部・128 門に分類した言葉の和訓を記録した、平安時代を研究する上で

大切な資料である。とくに巻五から巻九に納めた『66 国 2 島、591 郡、4,000 余郷』の名
は唯一無二の資料で、律令時代の研究に不可欠と言える書籍である。
『和名抄』には十巻本、二十巻本、高山寺本などの各種の伝承本があるが、本サイトは
『倭名類聚抄 元和三年古活字版 二十巻本 国立国会図書館蔵 中田祝夫編』
（勉誠社
1978）を使用した。

ここにのる武蔵国南部と相模国各郡の名が、京浜東北線「さいたま新都心、大宮」駅で検
証した武蔵国「埼玉郡、足立郡」の起源とおなじように、一地点につけた『地形を表現した
地名』を採った史実を明らかにしたい。
さらに、江戸時代から研究されてきたにもかかわらず、この時代にも律令時代の地名が失
われていたため、
『和名抄』郷の位置は完全に復元されておらず、約 4,000 郷のうち 1,000
郷余りが未確定の状態である。こうした状況下で、ある程度の無謀さを覚悟して、
『郷』の
位置を推定してゆきたい。前章の大宮駅に記したように、武蔵国足立郡の郷は、東京都の範
囲になかったようなので、ここでは言及しないことにする。
なお東京都には明治 11 年 1 月 11 日に静岡県から移管した伊豆国賀茂郡（賀茂郡賀茂郷：
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂）に属した「伊豆諸島：東京都大島支庁、三宅支庁、八丈支庁」

があるが、第八章の『国名の起源 東日本編。国名と郡名の起源をさぐる ①

東海道 (7)

伊豆国』で検討をしたい。
また、明治 13 年 10 月 8 日から、それまで内務省直轄地だった「小笠原諸島」が東京府の
所属に替った。だが太平洋戦争敗戦により、昭和 21 年 1 月 28 日からアメリカ合衆国の統
治となり、昭和 43 年 6 月 22 日に返還されて東京都小笠原支庁へ組み込まれた「小笠原諸
島」も、ここでは扱わないことにする。
それでは、かなり難しい東京都の旧郡「葛飾、豊島、荏原、多磨」の順に、
『郡、郷』
の起源地探索作業をはじめよう。
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(1)

葛餝郡（葛飾、勝鹿。Katusika，Katosika）

葛餝郡は、いま東京都に葛飾区、埼玉県に北葛飾郡、千葉県に東葛飾郡があるので、単純
に「東京都葛飾区」を郡名発祥地に比定できそうに見えるが、そうは問屋が卸さない。
律令時代の葛餝郡は、『延喜式』と『和名抄』に下總国（→千葉県西北部、茨城県西南部、
埼玉県東部、東京都東部）の郡として記録され、国境・行政区画の変更などにより現在の形

に変化した複雑な事情が隠されている。この辺は『和名抄』にのる郷の分布状況に残されて
いるので、これをあげよう。
下總国葛餝郡
度毛 Tomo

埼玉県三郷市？

大島 Ofosima 八島 東京都葛飾区、江戸川区
（葛餝郡大島郷仲村里：葛飾区水元｡ 島俣里：葛飾区柴又｡ 甲和里：江戸川区小岩）

新居 Nifiwi

埼玉県北葛飾郡栗橋町新井

桑原 Kufapara

千葉県市川市国府台、国分

下總国府､国分寺

栗原 Kurifara

千葉県船橋市本中山

小栗原小学校所在地

豊島 Tosima

千葉県市川市行徳付近？

餘戸 Amarupe
驛家 Mumaya

千葉県松戸市上矢切？

井上驛

『和名抄』に記載された郷で、これからとりあげる武蔵・相模国各郷の起源地名の探索は
きわめて難しい。江戸時代から研究されてきたにもかかわらず、上記のような疑問符がつけ
られている。これは平安時代に使われた郷が、律令制の崩壊、荘園の発生、戦国大名の台頭
などにより失われ、現在のみならず、江戸時代以前の文献・地図に記されてないための現象
である。
『正倉院文書』に記録された戸籍、養老 5（721 年）にあった葛餝郡大島郷（仲村里、
島俣里、甲和里）は、
『和名抄』に八島郷…八島は大島の誤写と考えられている…と記録され

た以外、歴史書に登場しないのである。
ここに現われた「餘戸、驛家」郷は、50 戸を単位に構成された律令時代の一般の郷に対
して、これ以下の戸数で形成された郷が「餘戸、余戸、余部：Amarupe, Amaripe」と表現
いひぽ

よ

べ

み くみ

された。播磨国揖保郡餘戸郷（兵庫県姫路市余部区上余部）や但馬国美含郡餘戸郷（兵庫県城
あまるべ

崎郡香住町余部→ＪＲ山陰本線駅名）のように、現代にこの名が継承されたところ以外、位置

を特定しないのが普通である。
昭和 2 年に発表された『奈良朝時代民政経済の数的研究』
〈澤田吾一〉の精緻な研究によ
って、1 戸が 28 人、１郷は 50 戸で構成されたと採る説が一般的になり、1 郷は「1,400 人」
、
平安時代中期の人口は 1,400×4,000 で、人口は 560 万人位と算定されている。
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驛家（Mumaya→うまや、エキカ）郷は、今は世界の共通語になった驛傳（駅伝）制における
人馬の宿駅を表わし、
『延喜式 巻 28 兵部省 諸國驛傳馬』にのる驛名を基にした精緻な研
究が進んでいる。
〈㊟ 駅伝制の驛は、鉄道の駅と区別して、旧書体の「驛」を使用する〉
このように、千葉県、埼玉県、東京都にまたがる広い範囲の郡域をもつ下總国葛餝郡が、
餘戸郷・驛家郷を含む八郷で構成された史実は、水利の悪い台地と低湿地を利用できなかっ
た平安時代に、人口密度が低かった様子を伝えている。さらに、各郷が江戸川（旧利根川）
下流域に集中する様子も興味ぶかく、これを基にして葛餝郡の起源地名を探索しよう。
ふと ひ

現在の東京都と埼玉県・千葉県の都県境は江戸川（旧利根川本流：太日河）だが、この境界
を定めたのは鎌倉時代末期から室町時代で、律令時代の武蔵⇔下總の国境はいまの中川（旧
利根川本流：高野川）のラインだった。国境線を変更した際に、江戸川と中川に挟まれた地

域が下總国から武蔵国へ移管され、さらに中川と荒川のあいだの地域の一部を豊島郡から
かさい

分離して、武蔵国に「葛餝郡。またの名は葛西郡」が誕生した。
国境の変更は、利根川が主流路を換えたことが原因と考えられている。これは関東海盆と
よばれる一連の沈降運動が、江戸川から千葉県側に中心をもって活動するために引き起こ
された現象で、プレートテクトニクス理論により立証されている。利根川は地形変化と川自
体の氾濫によって、主流路を替えつづけた。江戸時代初頭にはじまる「瀬替え」とよばれた
東北～江戸湾をむすぶ房総半島を一周する航路から、内陸河川を利用するバイパスルート
に替える流路固定の工事と、明治時代以後の大規模治水事業によって、利根川は、鬼怒川の
流路を利用した、銚子へ向かう流路へ変化させた。
下總国葛餝郡から分離した武蔵国葛餝郡は、明治 11 年 11 月 2 日の『郡区町村編制法』施
行により、東京府と埼玉県に分割されて、それぞれ東京府南葛飾郡、埼玉県北葛飾郡へ名を
替え、このときに下總国葛餝郡も千葉県東葛飾郡と茨城県西葛飾郡に変更した。
埼玉県北葛飾郡は、いまは「三郷、八潮、吉川、春日部、幸手、久喜」市と、北葛飾郡の
「松伏、杉戸」町へ変り、千葉県東葛飾郡は「市川、船橋、浦安、鎌ヶ谷、松戸、流山、柏、
我孫子、野田」市となって、茨城県西葛飾郡は岩井市の一部へ変化した。
東京府南葛飾郡は昭和 7 年に東京市へ編入されて消滅したが、旧郡域から向島区（いまの
墨田区北部）、城東区（江東区東部）
、江戸川区と共に、
「葛飾区」が誕生した。この歴史を頭

において、起源地を探索することが大切である。
定石どおり、東京都葛飾区をふくむ旧南葛飾郡と、埼玉県の北葛飾郡、三郷市、吉川市な
どの字名を調べても、ここに「かつしか」の地名を見いだせない。わずかに江戸川区東・西・
かさい

南・中「葛西」が、かつては郡の異名であった「葛西：葛餝の西」を継承した伊勢神宮の神
社領だった葛西荘の位置を今に留めている。
そこで、本家本元の千葉県をあたると、簡単に起源地名を探りだせる。
京成電鉄本線「葛飾駅」に使われていた「千葉県船橋市葛飾町：隣接する船橋市西船に葛
飾神社。船橋市印内に葛飾小学校が所在」がそれである。
5

と、この項を考えていた昭和時代は

図 3-1

船橋市葛飾町

livedoor 地図

こう言えたが、昭和 62（1987）年に
京成電鉄の駅は「京成西船」へ改称し
て、
「葛飾」を探しだすのも難しくな
った。葛西と同様に、
「船橋の西→西
船橋→西船」と変形した町・駅は、
「単
なる記号」に位置づけをしたくなる。
論理性を重んじて地形を正確に表現
した『地名』と、本質が違うところを
認識すべきであろう。
図 1 左端の船橋市本中山に江戸時代の村名を継承した「小栗原小学校」があり、
『和名抄』
にのる下總国葛餝郡栗原郷を、船橋市に比定する根拠のひとつになっている。
「船橋市葛飾町」付近は、明治 22 年に下總国葛飾郡葛飾村をなのり、昭和 6 年に町制を
敷いて、昭和 12 年には東葛飾郡船橋町、八栄村、法典村、塚田村と合併して市制を敷き、
船橋市へ昇格した。明治 19 年発行の陸地測量部の迅速図に葛飾村の名はないが、本郷村と
寺内村の間に「葛飾明神祠＝葛飾神社」を確認できる。
か

と

し

か

葛飾は「Katusika」と読むほかに、
『和名抄』には「葛餝：加止志加」と仮名がふられて
いる。中間に挟まれた「tusi，tosi」が、
「tusi：土と同根（東国方言）。tosi．利し、敏し、
疾し：鋭い。∨型地形」と解釈できるかは判らないが、
「Katusika＝Katu．搗つ、カツカツ打
つ：∪型地形、入江＋tusi．土＋sika．敷く：平坦地≒須賀：砂地」
「Katosika＝Kato．角＋

tosi：∨型地形＋sika：砂地」と解けるようで、海岸の凹んだ所の砂浜の隅、付近が海に面
していた入江の時代に命名された様子を感じとれる。
付近が葛餝郡の発祥地であったなら、古利根川（江戸川）は葛餝の西側で海に流れ込み、
河口に大きなラグーン（潟湖）が存在したようにみえる。東京湾の海流は時計回りで、砂嘴
は西側から伸びてくるので、葛餝付近が潟湖の出入り口になっていたのであろう。
図 3-2

海底の埋没地形

地質図にも砂州のなごりを留める浜堤は見られな
いが、付近は名にしおう関東海盆の沈み込み地帯で、
1,300 年以上昔の地形を留めている方が不思議とい
えよう。左図は船橋付近の海底埋没地形で、かっての
江戸川河口は、図の「船橋・市川谷」と記されたあた
りに「潟湖」を造って、砂州の先端に葛餝があったの
であろう。郡名の発祥地は水陸交通路の要衝、農業、
水産業、林業、商業、鉱工業の中心に該当する場合が

多く、今は平凡にみえる船橋市葛飾町が郡名に採用されたなら、湊の地形を想定しないと理
解しにくいのである。
〈図は『東京の自然史』貝塚爽平 1979 紀伊国屋書店より転載〉
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もうひとつ重要な地は、寛平年間（889～898 年）に宇多天皇の命によって、石清水八幡宮
（京都府八幡市八幡）を分祀した、
「葛飾八幡宮」が所在する市川市八幡をふくむ「市川市」

である。葛飾八幡宮の西、江戸川河畔の台地上には律令時代に下総国府が置かれ、国分寺も
建てられていた。
こ う の だい

こ くぶ

このなごりは地名に残って、前者が「市川市国府台」
、後者は「市川市国分」として現存
ま

ま

する。国府台・国分に隣接する町名が「真間」であるのが興味ぶかい。
ここには、天平 9（737）年に行基が堂を建て、弘仁 13（822）年、弘法大師が七堂伽藍を
建立したという弘法寺「手児奈（Tekona）霊堂」がある。
勝鹿の 真間の入江に

うちなびく 玉藻刈りけむ 手兒奈し思ほゆ

ａｕｉａｏ ａａｏｉｉｅｉ ｕｉａｉｕ ａａｏａｉｅｕ ｅｏａｉｏｏｏｕ．
『万葉集』

巻三

433 山部赤人

勝鹿の 真間の井みれば 立ちならし 水汲ましけむ 手兒奈し思ほゆ
ａｕｉａｏ ａａｏｉｉｅａ ａｉａａｉ ｉｕｕａｉｅｕ ｅｏａｉｏｏｏｕ．
巻九

1808 高橋連虫麻呂

うらみ

葛飾の 真間の浦廻を 漕ぐ舟の 舟人騒く 波立つらしも
ａｕｉａｏ ａａｏｕａｉｏ ｏｕｕｅｏ ｕａｉｏａａｕ ａｉａｕａｉｏ．
巻十四 3349 読人不詳
すでに『万葉集』の時代にも伝説と化して

図 3-3

市川市真間

livedoor 地図

いた「手兒奈」が、どれほどの美女であったか
を空想するのも楽しいが、葛飾が「真間の入江、
浦廻」にかかる、枕詞として使われているとこ
ろが大切である。「真間：Mama」は、原形に想
定される「Fapa：巾」と同様に直立崖を表わし、
「Mamiru．塗る：泥まみれ」の意味から、湿地
の境界、崩れやすい水際の崖を表現している。
「Mama，Mamuma＝Mamu：湿地端＋muma：湿地、
沼」が水気の多い御飯を意味し、その「まま、まんま」
、
「ままならぬ」の言葉が、手のつけ

られない湿地端の地形用語から発したように見える。
市川市真間は入江に面した国府台の崖下につけた地名で、自然の摂理である台地端の湧
水を「真間の井」と呼んだのだろう。この台地地形は、和名抄の「桑原郷：Kufapara＝Kufa.
食ふ：∪型地形＋fapa. 巾：直立崖＋para：台地」に該当しそうで、全国の傾向をみても、
国府所在地には郷があったと捉えられるので、桑原郷を市川市に想定した。
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こうして、「葛餝」の候補地には船橋市葛飾町、市川市八幡、市川市国府台の三ヶ所があ
がる。このうち平安時代に建立した「葛飾八幡宮」は、郡名を採った名と考えられ、まず脱
落する。のこる二つの候補地の優劣はつけにくいが、
「船橋市葛飾町」付近は江戸時代にも
下總国葛飾郡葛飾村として存在した地名であり、葛飾明神祠（葛飾神社）もそれ以前の創建
を伝えているので、やはり、こちらを下總国葛餝郡の起源地と推理したい。
先にふれたように、
「真間の入江、浦」には大きなラグーンを想定できるようで、潟湖の
入口に「葛餝」があったと考えてみたい。律令時代の江戸川は、中川と共に利根川の流路で
あり、この河口は、関東平野の各地をむすぶ河川交通最大の要地と考えられるところが重要
である。さらに東京湾の水産資源は、江戸時代の実績をみても、わが国有数の漁場にあたり、
いまなお、船橋港が漁港として存続している事実を見逃せない。
このように考えると、昭和 7 年 10 月 1 日に誕生した「東京都葛飾区」は、下總国葛餝郡
ひさし

おもや

の起源とは無関係の名となり、船橋市の葛飾は、まさに 庇 を貸して母屋をとられた典型と
いえそうである。埼玉県浦和市上木崎字足立も、葛飾区とおなじ昭和 7 年に生まれた東京都
足立区が有名になりすぎたため、「浦和市足立」を名乗りにくかったかもしれない。
京成電鉄の葛飾駅が京成西船と改名したことも、
「フーテンの寅さん」こと車寅次郎氏の
偉業により、全国にその名を馳せた東京都葛飾区の影響と想像できる。本物が消え、偽物が
大手をふって闊歩するありさまは、ひとり地名のみならず、いまのこの国を象徴する現象と
言って過言でないだろう。
『和名抄』にのる郡名・郷名の起源地探索は、律令時代の地理の復元のみならず、明治時
代以後の近代国家が、何を目指してきたかを証言している。もう一度、葛飾郡の郷を推定し
た地を再掲して、この項を閉じよう。
下總国葛餝郡
度毛 Tomo

埼玉県三郷市？

大島 Ofosima 八島 東京都葛飾区、江戸川区
（葛餝郡大島郷仲村里：葛飾区水元｡ 島俣里：葛飾区柴又｡ 甲和里：江戸川区小岩）

新居 Nifiwi

埼玉県北葛飾郡栗橋町新井

桑原 Kufapara

千葉県市川市国府台、国分

下總国府､国分寺

栗原 Kurifara

千葉県船橋市本中山

小栗原小学校所在地

豊島 Tosima

千葉県市川市行徳付近？

餘戸 Amarupe
驛家 Mumaya

千葉県松戸市上矢切？
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井上驛

(2) 豊島郡（豊島。Tosima）
律令時代の「豊島郡」の範囲を正確に復元す
るのは難しいが、東京都の「台東、荒川、北、
板橋、練馬、豊島、新宿、文京」区と、
「墨田、
江東、中央、千代田、港、渋谷」区の各一部を
ふくむ範囲を想定するのが普通である。
これではちょっと判りにくいが、都心部では
外堀から日本橋川（首都高速 5 号線、もと神田川
の流路）北側の地域、下町と山手北部を網羅す

る範囲にあり、ＧＤＰ世界第三位の大国の首都、
商業の中心地域に「豊島郡」はあった。
第二章『京浜東北線の駅』にふれたように、
ここでも、豊島区は「武蔵国豊島郡」の起源地
名と考えられない問題が発生する。現代の地図
や古地図を調べても、豊島の起源地は豊島区に
なく、
「東京都北区豊島」として記録されている。
図 3-4

デジタル標高地形図『東京都区部』
〈2006 ㈶日本地図センター〉

豊島区の「Tosima」の由来は、鎌倉時代の豪族「豊島氏」の活動拠点が豊島区から練馬区
の範囲にあったから、この名をつけたという。むろんこの説は正しいとおもう。しかし豊島
氏が、なぜ豊島の姓をなのったかの説明が、ほとんどされていない点に不満がのこる。
地名が人名に発したとする説はよく耳にするが、中世の武士団、たとえば「足利、新田、
秩父、比企、千葉、三浦」の諸氏は、すべて律令時代の郡と同一名で、この名が七世紀まで
遡れるところをみても、人名から地名が発したのではなく、この逆を考えるべきであろう。
東京市豊島区は昭和 7 年 10 月１日に誕生し、豊島氏の故事を合わせて、旧所属郡名をとっ
たと採るのが一般的な解釈である。
「Tosima」は、葛飾で解説したように、
「Ta」行と「Sa」行を組みあわせた「Tosi．利し、
敏し、疾し：形容詞」が動詞と結びつかないので、今の処「To-sima」と考えざるをえない。

かつて江戸っ子が「Ta，Sa」行をはっきり区別して発音できなかった様子を思い出すと、
「Tusi」を土と同意としている東国方言では、
「Tosi」は土地を意味したと考えられるかも
しれない。そこで「Tosi．土地：陸地。To．戸：出入口＋sima：湿地、島」と解くと、豊島区
は武蔵野面の豊島台上にあるので、ここに「Tosima」という島があったとは考えられない。
付近が海、もしくは大湿地帯だった時代は、最も新しいものでも「下末吉海進」とよばれる
最終間氷期で、11 万年も前の話になる。現世人類（ホモサピエンス・サピエンス）が日本列
島へ定住した約 3 万年前の、はるか昔になるため、可能性はないといえよう。
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これに対して、鎌倉時代の記録をのこす「北区
豊島」は隅田川の蛇行部に位置している。隅田川
はかつての荒川の流路で、利根川の分流も付近で
合流していたことを考えれば、1,300 年以上昔の
この一帯は大湿地帯だった様子を想定できる。
ここに「Tosima」という島があったか、あるい
は湿地帯の出入り口の意味で「戸島」をつけたの
だろう。だが当時の技術力ではとてもこのような
大湿地帯に水田耕作ができるはずがなく、湊の

図 3-5

北区豊島

livedoor 地図

設置も不可能であったと思われる。なぜ、この地が郡の名に採用されたのだろうか？
そこで、図 7 に一本の小川が流れていることに注目していただきたい。この川は練馬区
しゃくじい

石神井公園に水源をもつ「石神井川」である。
付近には「上野台、十条台、赤羽台」とよばれる約 6 万年前に形成された台地端の崖が上
野から赤羽にかけて連なり、上野台と十条台を縦断して二分するのが石神井川である。この
台地端の崖下を東北本線が走り、おなじ高さで連続する崖が、いったん王子駅付近で開ける
様子を、京浜東北線の車窓から確認できる。
弥生時代から、もっとも早く開発された地点のひとつが、こうした中小河川が山間部や台
地端から平坦地にかけて造った小扇状地の地形である。小扇状地では扇頂でも伏流になら
ずに利用可能で、扇端には湧水もあって、小規模の水田耕作にはうってつけの場所になった。
この地形条件は旧石器～縄文時代にも注目されて、前章『京浜東北線』の上中里・王子駅で
述べたように、上野台の崖線上には１万年以上前からの住居跡や貝塚、古墳をはじめ遺跡群
が密集している。大河川の河口付近の湿地帯では軟弱な地盤と共に、洪水時に流路が替わり
易く、葦などが繁茂して船着き場が造りにくいが、小川が流れていればこれを利用できるわ
けで、交通路の要として機能した様子を想像できる。
こう考えると、武蔵国豊島郡豊島村・王子村が、律令時代の東京北東部の中心地であった
史実を理解できる。さらにこれを裏づけるのが、近年発掘された豊島郡衙に比定される律令
ごてんまえ

時代の御殿前遺跡（北区西ヶ原二丁目 1 番地）である。この遺跡は京浜東北線の上中里駅西
方にあり、飛鳥山公園に隣接する見晴らしのよい平坦な台地上に位置する。付近は、音無川
（石神井川）→隅田川→東京湾の航路のみならず、本郷台の間を流れていた谷田川～藍染川

の不忍池をへて下町に至る水路をもち、練馬方面へ石神井川の水運、北部へは巣鴨・板橋か
ら中山道の陸路をもっていたところが重要である。
す いこ

郡役所の立地条件は、口分田から集めた租税の稲束（税率：3％）と、出挙（貸付用の種籾）
みくりや

の利息として徴収した稲束（利率：50％以上！）を収蔵する倉庫群（正倉）や郡庁、御厨な
どを建てるため、方六町（約 700ｍ四方）ほどのおおよそ平らな土地が必要とされた。さら
に租税を円滑に徴収するためには交通路の要所が望ましく、律令時代の郡衙は、どの地方で
10

も当時の交通至便の地、とくに重量のかさむ稲束等を、国府・都へ運搬の便宜を計って水上
交通、船を利用できる場所に設置されていた。
このように、郡衙としての必要条件を満たす遺跡をもち、
「Tosima」の地名解釈、そして
古代交通路の要衝、農業・水産業の立地条件を充分に備えた北区「豊島、王子」付近を武蔵
国豊島郡の起源地と推理したい。先にふれた豊島氏の拠点が、御殿前遺跡に隣接した北区上
中里三丁目の平塚神社付近の「平塚城」だったところも大切な史実である。
ただ、豊島郡の郷の比定は難しいので、次の「荏原郡」と共に、多磨郡の郷の比定作業を
終えた後に、『和名抄』特有の郷の配列順序を検証してから、記したい。

11

(3)

荏原郡（Epara →えばら）

荏原郡は、今の「品川、大田、目黒」区と世田谷区のほぼ全域、千代田、中央、港、渋谷
区の各一部を含む地域にあったと推定されている。荏原は「品川区荏原」として現存するが、
この町も『和名抄』の「荏原郡荏原郷」の起源地とは考えにくく、別の地域をあてるのが普
通である。ここで、全国の郷名起源地探索のなかでも、最難関の部類に属する武蔵国豊島郡、
荏原郡の郷名全数をあげよう。
豊島郡

荏原郡

日 頭

Finoto

蒲 田

Kamata

占 方

Urakata

田 本

Tamoto

荒 墓

Arafaka

満 田

Mamuta

湯 島

Yusima

荏 原

Epara

廣 岡

Firowoka

覺 志

Kakasi

餘 戸

Amarupe

御 田

Mita

驛 家

Mumaya

木 田

Kita

櫻 田

Sakurata

驛 家

Mumaya

ここにあげた名が、平安時代に東京都心部で使われていた郷名で、葛餝郡大島郷、多磨郡
勢多郷（世田谷区瀬田）と共に、都区内における地名最古の記録になっている。律令時代の
郷名は独特の漢字が当てられているので、取りつき難い印象を与えるが、東京にお住まいの
方なら、この中の三つか四つの地名が何処であるか、すぐお判りになるだろう。だが、それ
以外の地をはっきり比定できる人は一人もいないと思う。
それもそのはずで、ここにあげた郷の大半が江戸時代以前に消えていて、いまもなお、ど
この地を指していたかは諸説ふんぷんといった状況である。東京都心の記録は、律令時代か
ら鎌倉・室町時代のものは極めて少なく、郷名の大多数が江戸時代の文献にすら記録されて
いない。
現代に伝えられた地名によって、起源地が確立しているのは次の四郷である。
豊島郡 湯島郷

東京都文京区湯島。

荏原郡 蒲田郷

東京都大田区蒲田。

御田郷

東京都港区三田から目黒区三田をふくむ一帯。

櫻田郷

東京都千代田区千代田、霞が関（皇居付近、桜田門の名が残る）。

このほかに、
『延喜式』の記録から、豊島郡驛家郷が豊島驛（台東区浅草付近？）、荏原郡
驛家郷は大井驛（品川区東大井）に想定されている。これ以外の郷は、様々な比定地があげ
られていて、本サイトなりの推論は、次の多磨郡の項に記したい。
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ここにあげた四郷は東京人にとって馴染みぶかいものばかりで、これらの郷名が奈良～
平安時代（命名はおそらく縄文時代）から、人々の日常生活で頻繁に使われてきたことを想
うと、さらに親しみが増す。1,200 年から 6,000 年の風雪に耐え、いまもなお、かくしゃく
として活動しつづける姿をみると、さらなる長寿を願わずにはいられない。
「荏原郡荏原郷」
、すなわち郡名の発祥地だが、この地名の辿った運命に興味を惹かれる。
さきもり

荏原郡の名は『万葉集 巻二十』にのる防人歌に現われる。
白玉を

手に取り持して

いも

見るのすも 家なる妹を また見てももや。

4415

ｉａａａｏ ｅｉｏｉｏｉｅ ｉｕｏｕｏ ｉｅａｕｉｏｏ ａａｉｅｏｏａ．
右（上）の一首は

草枕

主張荏原の郡の物部歳徳

せな

旅行く夫が 丸寝せば

家なる我は 紐解かず寝む。

4416

ｕａａｕａ ａｉｕｕｅａａ ａｕｅｅａ ｉｅａｕａｅａ ｉｏｏａｕｅｕ．
右の一首は
やま の

妻の椋橋部刀自賣
はか

と

赤駒を 山野に放し 捕りかにて

か

し

多摩の横山 徒歩ゆか遣らむ。

4417

ａａｏａｏ ａａｏｉａａｉ ｏｉａｉｅ ａａｏｏｏａａ ａｉｕａａａｕ．
右の一首は
かど

わが門の

豊島の郡の上丁

椋橋部荒虫が妻の宇遲部黒女

な

片山椿 まこと汝れ わが手触れなな

地に落ちもかも。

4418

ａａａｏｏ ａａａａｕａｉ ａｏｏａｅ ａａｅｕｅａａ ｉｉｏｉｏａｏ．
右の一首は

荏原の郡の上丁

物部広足

高校で習った古文の用法とは、違った言葉づかいが見られるのが「東国方言」の特徴で、
防人歌にそれが顕著に現われるのが面白い。第二首は荏原女性の鏡と評価される歌であり、
第三首は山野に放った馬をとりにゆく間もなく、徒歩で出立しなければならないほど、防人
の旅立ちがあわただしかった様子を伝える名歌である。この四首と共に武蔵国那珂郡（歌謡
番号：4413）、秩父郡（4414）、橘樹郡（4419，4420）、都筑郡（4421，4422）、埼玉郡（4423）

が登場し、いずれも天平勝宝 7 年（755 年）2 月に詠まれた歌と記録された。
武蔵国荏原郡は律令時代から江戸時代まで存続し、この郡域は明治元年から武蔵県知事
に所属、2 年から品川県、明治 4 年の『廃藩置県』により東京府に属して、荏原郡は一時期
消滅したが、明治 11 年の『郡区町村編制法』によって復活した。
「荏原郷」は『和名抄』が初出とされて、郷名・小地名の荏原は『新編武蔵国風土記稿』
〈1828 年〉に荏原神社、荏原河（目黒川）が登場する程度で、平安時代末から昭和時代初期

までの記録に、ほぼ姿をみせない地名だった。いまの「品川区荏原」は明治 22 年の『市制・
町村制』の実施により、中延、戸越、小山、上・下蛇窪などの村を統合した「荏原郡平塚村」
の範囲にあった。この村名は、神奈川県大住郡平塚町（→平塚市）と間違えやすいために、
町制を施いた昭和 2 年から、郡名をとった「荏原郡荏原町」に名を改めた。
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この後、昭和 7 年の東京市の拡大で荏原郡が市内に編入されて自然消滅、同時に荏原町が
「東京市荏原区」へ昇格した。昭和 22 年 3 月 15 日、荏原区は品川区に吸収合併されたが、
荏原区に属した戸越町・小山町の一部をまとめた町域が「品川区荏原」と命名され、昭和 39
年の住居表示実施以後にも引き継がれて、現在に至っている。
このように、
「荏原」の名は「南足立、南葛飾、豊島」郡と同様に、明治元年から 10 年ほ
ど一時的に消滅したが、律令時代から現代に至るまで「武蔵国荏原郡→東京府荏原郡→東京
府荏原郡荏原町→東京市荏原区→東京都品川区荏原」と継続して使われたが、徐々に範囲を
縮小していった、数奇な運命を背負った地名といえる。
こうした複雑な経歴をみてお判りのように、いまの品川区荏原は郡名を転用した旧町名、
もしくは旧区名の荏原を引きついだ町名と考えられて、この地を単純に荏原郷に比定はで
きない。ただ、荏原六丁目には「荏原神社」が鎮座していて、この神社のルーツを辿ると、
荏原郷がどこにあったかを推理できる。荏原神社はもう一ヶ所、旧荏原郡内にあって、毎年
6 月 6 日から 8 日に行なわれる、みこしを海中にかつぎだす「かっぱ祭り」で名高い和銅 2
（709）年の創建…『新編武蔵国風土記稿』は天智天皇 6（667）年と記した…を伝える品川区
北品川二丁目の「荏原神社」が浮かびあがる。
図 3-6

品川神社と荏原神社

この地は、いうまでもなく東海道 53 次

Yahoo! 地図

の品川宿であり、室町時代から品川湊と
して栄えたところだった。旧荏原郡内の
目黒・世田谷へも目黒川の水運があり、
た

か

お

か

み

多加意加美神（雨の神）をまつる荏原神社
に近接した、東品川の「寄木神社」には
やまとたけるのみこと

おとたちばなひめ

日 本 武 尊 と 弟 橘 媛 が祀られている。
目黒川を溯った目黒区下目黒に日本武

尊と弟橘媛をまつる「目黒不動（滝泉寺）、
大鳥神社」もあり、ヤマト政権との密接な
関係を窺わせている。
さらに、目黒川が「品川、荏原河」と記録されたのは注目すべきで、
「北品川」を荏原郷
に比定することは、第七章『富士川と富士山』で提起する「川の命名法則＝川名は流域にあ
る重要な地名を採択した」公理を満たすわけである。
律令時代の荏原郡家がどこに置かれたかはっきりしないが、明治時代に荏原郡の中心地
として郡役所が設置されたのも「北品川」であり、東海道の湊という地勢条件を考えれば、
この地を郡名発祥地とするのは無理がないと思う。北品川が「荏原郷」なら、「Epara＝E，
Ye．入江、湊。Pe．辺＋para．原：台地、緩斜面」の解釈も楽にとれて、
「江原、縁原、永原」
の文字をあてた史実にも納得がゆく。
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(4)

多磨郡（多摩、多麻。Tama，Tapa）

律令時代の「多磨郡」は、中野区・杉並区と世田谷区の北西部、そして現在の市部全域と
西多摩郡が郡域だった。中世の文献に「多東、多西」の名が載ることから、広い領域の多磨
郡は、早くから二分されていた史実が知られる。
多磨郡は、明治 11 年から正式に「東・西・南・北」多摩郡に分割された。いまの中野区・
杉並区に相当する「東多摩郡」は、明治 29 年に「南豊島郡：新宿・渋谷区の大半」と合併し、
とよ た

ま

両者の名を合成した「豊多摩郡」に代わり、まず消滅した。
豊多摩郡は、昭和 7 年に東京市へ編入されて消え、
「北多摩郡」が昭和 45 年の東大和市、
「南多摩郡」も昭和 46 年の多摩市と稲城市の誕生で、郡域すべてが市制を敷いて自然消滅
した。
「西多摩郡」だけ現存するが、秩父多摩国立公園のすべての山を削りとり、居住空間
にする技術は数世紀の間に開発されそうになく、この郡だけは由緒ある歴史を後世に伝え
てくれるだろう。
明治時代前期には、東多摩郡とすでに南北朝時代に荏原郡へ所属を替えていた世田谷区
北西部をのぞく、
「西・南・北多摩郡：東京 23 区外の地域」は、神奈川県に所属していた。
だが、明治 26 年 4 月、多摩川水系の上水利用のために、地元の大反対を押し切って強引に
東京府へ移管された。歴史に「もしも」という言葉は禁句だが、諸郡が神奈川県に属したま
まであったら、開発の過程はいくらか変わっていたかもしれない。が、いまの様相であれば、
どちらでも同じ結果だっただろう。
郡名の起源をさぐるため、旧多磨郡内とその近辺に「Tama」
、または「Tamakafa」の名を
求めると次の名があがる。しかし、これほど好まれるブランド名は、他にないと思われるほ
ど数が多いのである。
〈㊟

*

印は律令時代の荏原郡に属した地域。神奈川県川崎市の多摩区と

たちばな

中原区は、武蔵国橘樹郡の所属：次項参照〉

大田区多摩川*

調布市多摩川

昭島市玉川町

世田谷区東玉川*

府中市多磨町

西多摩郡羽村町玉川

世田谷区玉川

多摩市

神奈川県川崎市多摩区

このほかにも「Tama，Tamakafa」を使った関連地名があり、これをあげよう。
世田谷区玉川田園調布*

町田市玉川学園

東大和市多摩湖

世田谷区玉堤

町田市東玉川学園

日野市多摩平

世田谷区玉川台

東村山市多摩湖町

西多摩郡奥多摩町

*

さらに小・中学校にも「Tama，Tamakafa」を採用した校名がある。
多摩川小学校： 大田区矢口*

調布市多摩川

立川市富士見町

玉川小学校 ： 世田谷区中町*

昭島市中神町

川崎市中原区北谷町

多摩第一小学校：多摩市関戸
15

多摩第二小学校：多摩市和田
二子玉川小学校：世田谷区玉川
東玉川小学校

：世田谷区奥沢*

玉川中学校

：世田谷区中町*

多摩中学校

：多摩市関戸

川崎市中原区中丸子

多摩辺中学校 ：昭島市拝島町
これほど同名が多いと、町名の「たまがわ」とか「たまがわ小学校」の卒業生といっても、
地区名を冠して話をしないと誤解が生じるのではないかと余計な心配をしたくなる。しか
し多磨郡の起源地名探索には、数が多くても大した問題でなく、少なくとも明治時代に存在
した地名だけを対象にすれば良いのである。
この名称の大半が、昭和 40 年代の住居表示実施以後に生まれた名であり、明治 22 年の
『市制・町村制』施行の時代まで溯れるのは、わずかに「荏原郡玉川村（律令時代は多磨郡
に所属）→世田谷区玉川。北多摩郡多磨村→府中市多磨町。南多摩郡多摩村→多摩市」だけ

である。当て字を微妙に替えて、利用者の便宜を計った気配りが感じられる三村も『市制・
町村制』によって周辺の数村をまとめて誕生した村であり、郡名、または多摩川の名を採用
した新設名であったことが判る。これ以外にも、福生市と羽村町を合わせた地域に、明治 8
年から明治 15 年まで「神奈川県西多摩郡多摩村」があったが、この名も多摩川からとられ
たという。
こうしてみると、現在「たま、たまがわ」を名乗る地のすべてが、明治時代初頭にも辿り
えないという残念な結果がでる。旧来の地名を廃棄してつけた現代の市区町名すべてが脱
落し、小学校名も信頼できないとなれば、頼れるのはただ一つ、神に願いをかけて神社を調
べるしか方法がない、ということになる。そこで多摩川流域周辺の旧多磨郡内をさぐると、
玉川神社が次の地に鎮座することがわかる。
玉川神社

世田谷区瀬田

玉川水神社

西多摩郡羽村町羽中

鹿島玉川神社

青梅市長淵

この中で、多摩川・武蔵国多磨郡の起源地に関係した可能性をもつのは、世田谷区瀬田の
「玉川神社」である。
羽村町羽中の「玉川水神社」は、玉川兄弟が玉川上水を羽村の堰から四谷大木戸（新宿区
内藤町）までの 42km を開鑿した江戸時代初期の創祀であり、青梅市の「鹿島玉川神社」は、

その名のとおり鹿島神宮の武甕槌神（Take Mikatuti no kami）を分祀した神社である。多摩
川が渓谷を抜けだして造った巨大扇状地の扇頂付近に位置するこの付近は、多摩川の起源
地とは考えにくく、
「豊玉姫」をも祭神にするとはいえ、常陸国鹿島郡の天っ神と南九州の
国っ神をまつる神社は、多磨の発祥地とは考えにくい。
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い

ざ

な

ぎ

はやたまを

こと とけ

「伊邪那岐命、速玉男命、事解命」を祭神とする世田谷区の「玉川神社」は、文亀年間（1501
～1503 年）に吉良頼康が勧請した「熊野神社」を原形とし、明治 41 年に玉川神社へ改名し

た比較的新しい神社だが、所在地の瀬田は「多磨郡勢多郷」に比定される由緒正しい地名で
ある。付近は、南北朝時代に荏原郡へ所属をかえた様子が古文書の記録から立証されていて、
先に記したように、明治 22 年に新設した荏原郡玉川村は、江戸時代に存在しなかったこと
になっている（瀬田村の範囲）。しかし江戸時代後期の『文政・天保国郡全図』に、多磨郡の
該当地域に玉川の名が記録されており、この辺の事情はよく解らないが、以下に述べる理由
から、付近は古くから「Tamakafa」と呼ばれていたと考えてみたい。
郷名の「Seta」は動詞に起源を辿れないため、

図 3-7

玉川と瀬田

livedoor 地図

解釈が難しい地名である。関連地名に「瀬戸.
Seto＝Se＋to：流れの早い狭窄部」があり、副詞
の「せっせ」や「せつく、せっつく」という動詞
や、琵琶湖から流れ出す瀬田川の起源地名であ
くるもと

る滋賀県大津市瀬田（近江国栗太郡勢多郷）の地
形をみれば、緩やかな流れから早い流れに変化
する川辺につけた地名と推理できる。
昭和時代の瀬田は、国道 246 号線と環状 8 号
線が交差する、都内でも屈指の交通渋滞の区域にあたっていて、まさか、この事態を予測し
て「Seta」とつけたはずはないのだが、実に見事な地名に感じられた。
現在は、国道 246 号線と環状 6 号線が交差する目黒区大橋に、平成 22 年 3 月に中央環状
新宿線「西新宿～大橋」間が開通し、平成 27 年 3 月に「大橋～大井」間を結ぶ品川線がで
きて、地下の環状線と 3 号渋谷線の高架橋を繋ぐ四層のループ線が完成した。だがループ線
に急勾配、急カーブが連続するため 40 ㎞/h の速度制限が設けられて、交通渋滞は、皮肉に
も輸送力を増大させた大橋ジャンクション付近へ移動した。
国道 246 号線（玉川通り）は、江戸時代に「矢倉沢往還、厚木往還」
、通称「相州街道、厚
木大山街道］として武蔵～相模を結ぶ重要な役割を果たし、今なお東海道、東名高速道と共
に重用されている。さらにこの陸路だけでなく、世田谷区瀬田、玉川…二子の渡し…は多摩
川と「野川」の合流点にあることが目に入る。
「Tamakafa」は、
「Tama：水たまり、∪型地形＋maka．巻く＋kafa．側」の意味だけでなく、
水平方向の「Tama⇔Mata．又、股：合流点」
「Tama←Tafa．たわむ：蛇行部分」の意味が隠さ
れていて、付近の地形にも合致する。といっても、今の地形は納得できるものではないが、
意外なことに、地名がこれを記録している。
図 9 を見て、多摩川両岸にある地名のつけ方が変なことに気づかないだろうか。多磨郡の
起源地と推理した瀬田（地図右上）は、対岸の川崎市高津区（中下）にもあり、同じ現象は
上流から連続しているので、これを列記しよう。
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多摩川左岸

右岸

地名の移転時期

府中市押立町

稲城市押立

調布市布田

川崎市多摩区布田（←下布田）

狛江市駒井字宿河原

川崎市多摩区宿河原

明治 45 年

世田谷区宇奈根

川崎市高津区宇奈根

明治 45 年

世田谷区瀬田

川崎市高津区瀬田

明治 45 年

世田谷区上野毛、野毛

川崎市高津区下野毛

明治 45 年

世田谷区等々力

川崎市中原区等々力

明治 45 年

大田区田園調布（もと上･下沼部村） 川崎市中原区下沼部

明治 22 年

大田区下丸子

1630 年代

川崎市中原区中丸子、上丸子

昭和 24 年

一般に、川の両岸には別の地名をつけるのが縄文時代からの伝統である。ブランド名に、
東西南北上中下をつけて地名を拡散したり、訳のわからない外国語を無断借用する程度の
言語能力しか持ちあわせない現代と違って、弥生時代以前の自由自在に倭語をあやつれた
人たちが、こんな風に地名をつけたとは考えられない。
これは記録を調べれば簡単に判ることで、明治時代以前の多摩川本流は、現在の流路を流
れていなかったのである。この地名群は「宿河原、丸子」を除き、もともと左岸の東京都側
につけられていた。多摩川が広い河川敷の中に数本の流路をつくり、大きく蛇行していた流
れが大洪水の時に本流をかえたり、近代の治水工事で直線状に流路を固定した際に、地名が
分断されたなごりを留めたものである。
明治 45 年に行政区画を変更したのは、明治 43 年の大氾濫で多摩川が主流路を替えたた
めであった。最も古いのが江戸時代初頭に右岸の橘樹郡から荏原郡へ移管した「下丸子」、
新しいのは昭和 24 年に北多摩郡多磨村から南多摩郡稲城町へ編入した、
「押立」であった。
江戸時代の多摩川は世田谷区瀬田から南へ蛇行して、いまの「二ヶ瀬用水」という小川を本
流としていたようで、
『太平記』にのる分倍河原（府中市分梅町）の合戦も、今の多摩川から
1km も離れた場所で行なわれ、府中川という小川が旧流路の痕跡を留めている。
多摩川のみならず、利根川、信濃川、北上川、木曾川など大河川の下流域は、古代から流
か むと

みつ うみ

路を替えつづけてきた。
『出雲国風土記』に神門の水海（消滅：出雲市）から日本海へ流れ出
ひ い

すと記録された出雲大川（斐伊川←島根県大原郡木次町里方。斐伊神社所在地）が、今は東側
の宍道湖への流路に変化しており、日本海にそそぐ北海道の石狩川は、約 3 万年前の支笏カ
ルデラ噴火以前に、太平洋へ流れていたことが判明している。
世田谷区玉川で多摩川と合流する「野川」は、地質調査から 2～4 万年前に多摩川本流だ
ったと推定されている。武蔵野台地そのものが、数万年間に「箱根山、富士山、浅間山」な
どが噴出した火山灰が降り積もった関東ローム層と、多摩川の共同作業によって形成され
た巨大扇状地なのである。
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野川と聞けば、都内の考古ファンは黙っていられない。約 6 万年前に形成された武蔵野段
丘と、約 4 万年前の立川段丘の境界面である崖端（Kakefasi＝Kake．欠く、崖＋kefa：険し⇔
fake．剥ぐ、吐く→湧く＋fasi．端）に、湧水地が連続する国分寺崖線（Fake）下を流れる野

川には、
「野川遺跡：調布市野水」という旧石器時代の都内屈指の遺跡がある。
野川と仙川（←調布市仙川町）流域の台地端には、旧石器時代から奈良時代へと連続した
遺跡群があって、
この流域は 2 万年以上の昔から継続する生活圏だった様子を伝えている。
野川と多摩川の流域一帯は、上流から「狛江、喜多見、砧、野毛、田園調布」古墳群と、こ
れもまた都内随一の古墳群が連なり、律令時代に、さらに上流の府中市宮町付近に武蔵国府
が置かれ、国分寺市西元町に武蔵国分寺が建立された。
川名の起源を探索すると、川に採られた地名は合流点の名も多く、野川ほどの合流部なら
ば多摩川の起源地として申し分ないだろう。世田谷区玉川が、野川寄りにつけられたところ
をみると、この名は野川を主体につけた可能性をみせている。こうしてみても「野川、多摩
川」は旧石器時代に溯りうる川名と考えた方が、楽しみも増すのである。
このような理由から、多摩川の起源地に「世田谷区玉川」をあげるわけで、多磨郡の郷は
多摩川とその支流域に集中する現象が見られるので、郡内を流れる多摩川から、郡名をとっ
た様子が想定されている。
多磨川に

さらす手作り

さらさらに なにぞこの子の

ａａａａｉ ａａｕｅｕｕｉ ａａａａｉ ａｉｏｏｏｏｏ

かな

ここだ愛しき
ｏｏａａａｉｉ．

『万葉集』 巻十四 3373
歌枕の「多磨川に」と、
「さらさらに」の母音音形を「ａａａａｉ」と揃えて、この間に
「さらす手作り：ａａｕｅｕｕｉ」と少数音形を入れ、後半に「ｏ」母音を連ねたのちに、
「愛しき：ａａｉｉ」と結んだ、リズム感の素晴らしさが、名歌といわれる所以だろう。
『和名抄』は、多磨郡に「太婆」と訓じているのも興味ぶかく、この郡は「たば郡」とも
た

ば

呼ばれていたのであろう。多摩川の上流は、いまも丹波川とよばれ、起源地は「山梨県北都
留郡丹波山村丹波」に想定できる。
「Tapa，Tafa」は地名の基本型の中でも特に重要な語彙
であり、ここでは「谷、崖」を想定すれば十分であろう。一本の川の多摩川に「Tapa：束⇒
Tama．玉、球：断面は円形。球は糸を束ねて、巻いて作られた」の遷移（Pa⇒Ma 行）が窺われ
るのも面白い。
この変化と『和名抄』の記録を重視するなら、多摩川の起源地には、野川につけた可能性
もある世田谷区「玉川」より、山梨県の「丹波」をあげてみたい気もする。
「多磨川に さらす手作り さらさらに…」と詠った和歌は、布を納めた律令時代の「調：
みつぎ→チョウ」を、武蔵国府（東京都府中市宮町）に隣接する『調布』市の多摩川流域で
造って代納していた様子を描いた作品と採る説がある。調布の起源をここに置くわけだが、
音読みの調布は、府中と共に地形語の解釈が採れないので、この説は正しいと思う。
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先にふれたように、平安時代の多磨郡の郷は、江戸時代から行われてきた『和名抄』郷名
の比定作業により、多摩川とその支流域に所在したことが判明しているので、この様子を記
そう。
多磨郡
小川 Wokafa

東京都あきる野市小川

川口 Kafakuti

東京都八王子市川口町

小揚 Woyaki

東京都国立市青柳、谷保

小野 Wono

東京都府中市住吉町
（多摩市一ノ宮

新田 Nifuta

東京都調布市布田、調布ヶ丘

小島 Wosima

東京都調布市小島町

海田 Amata

（東京都稲城市大丸）

石津 Isitu

（東京都日野市石田？）

川口村､川口小学校､川口川

式内小野神社
式内小野神社）
式内布多天神社

式内大麻止乃豆乃天神社

狛江 Komaye

東京都狛江市駒井

狛江村

勢多 Seta

東京都世田谷区瀬田

瀬田村､瀬田小学校

ここまであげた諸郡に比べて、郷の起源地名がよく保存されているのが多磨郡である。
問題になるのは、二つの候補地があげられている小野郷だが、全国の傾向をみても、国府所
在地に郷があったと捉えられるようで、武蔵国府が置かれた府中市が小野郷の可能性が高
そうである。「租、調」の一部が国府に集められたことや、一定の期間、都や国府で労役の
義務があった「庸」の制度をみれば、国府周辺に宿泊施設や市場が設けられるのは必然とい
える。埼玉、東京、神奈川東北部を領域とした大国「武蔵国府」には 50 戸以上の人家を必
要としたであろう。下總国葛餝郡においても、桑原郷を下總国府の地に想定したのも同じ理
由により、郡衙の所在地がわかっている郡（武蔵国足立郡、豊島郡など）は、これを重視し
て郷の比定作業を行なった。
また、比定地が確定していない海田郷は、上記の『和名抄』記載の順に、郷の起源地名を
地図上に記すと、多摩川中流域からほぼ等間隔に並ぶ傾向をみせるので、この空白域に式内
大麻止乃豆乃天（Ofomato no Tu no Amatu）神社があって、奈良時代の窯跡である瓦谷戸遺
跡を擁する稲城市大丸をあてた。また、新田郷と小島郷が接近しすぎるのが気になるが、小
島郷は多摩川流域、布多天神社（Futa no Amatu ：調布市調布ヶ丘。律令時代は布田にあった）
と虎柏神社（Torakasifa：調布市佐須町）の二つの式内社を野川両岸にもつ新田郷は、性格を
異にしていた集落と推理したい。比定地の決まらない石津郷も多摩川と浅川の合流点に位
置する小楊郷の対岸、日野市石田に想定できるかは検討を要するが、適切な候補地が見つか
らないのは残念である。
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さらに、東京都内にあたる武蔵国の式内社も不思議な分布をとるので、これをあげよう。
武蔵国荏原郡
磐井神社

Ifawi

東京都大田区大森北

薭田神社

Fiyeta

東京都大田区蒲田

阿豆佐味天神社

Atusami no Amatu

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷

阿伎留神社

Akiru

東京都あきる野市五日市

小野神社

Wono

東京都府中市住吉町

武蔵国多磨郡

東京都多摩市一ノ宮
青渭神社

Awowi （あおぬま）

東京都調布市深大寺町

布多天神社

Futa no Amatu

東京都調布市調布ヶ丘

虎柏神社

Torakasifa （コハク）

東京都青梅市根ヶ布
東京都調布市佐須町

大麻止乃豆乃天神社 Ofomato no Tu no Amatu

東京都稲城市大丸

多磨郡に七座ある式内社も、23 区内には大田区に二座あるだけで、九座しかない東京都
内の式内社のうち「小野、青渭、布多天、虎柏」神社が集まる府中市と調布市は、律令時代
に武蔵国府があった、国の中心だった史実を留めている。
『和名抄』に記載された、全国の郷名起源地の比定作業をしていて感じるのは、多磨郡の
ように、一定方向に郷を配列したものが多くみられることである。この記録は平安時代の公
文書を写したものと推定されていて、律令政府が各国の提出した書類をまとめた基本資料
と考えられている。
地形図から地名をとりだして地名調書を作る場合でも、北から南、東から西、時計回り、
反時計回りなどの配列を決めておくと、後の検索が楽になるように、当時の土地台帳も同じ
整理法をとっていた可能性は高い。ただこの手法が全面的に認められないのが問題である。
『和名抄』の郷名は、数次の転記の際の誤写や脱字も多く、一部に郡名でさえ誤って記した
部分や、他郡の項に郷がまぎれこんでいるもの、重複するもの…足立郡堀津郷と發度郷？…
などが介在する。さらに「二十巻本（道円本、古活字版）」と「高山寺本」では、一部に郷の
配列順序や郷数が違っているところもあり、この手法だけに頼る探索法には疑問も投げか
けられている。
武蔵・相模国各郡の郷には、おおよそ一定の配列順序がみられるので、とくに比定作業が
難しい「豊島郡、荏原郡」では、この方法を基にした推理が行なわれている。本サイトも同
じ方法をとる以外に手がないので、両郡の郷に地名解釈を加えて再掲したい。といっても、
湯島郷一郷しか確立していない豊島郡より、半数が定まっている荏原郡の方が作業を進め
やすいので、こちらから始めよう。
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荏原郡
蒲田 Kamata

大田区蒲田
Kama．釜、鎌：∪型地形＋mata．又：∨型地形⇔tama：水たまり≒港

田本 Tamoto

Tamo，Tafo：∪型地形＋moto，foto：∪型地形の底部

満田 Mamuta

Mamu：∪型地形、湿地＋muta：湿地

荏原 Epara
覺志 Kakasi

品川区北品川

E, Ye．江：入江＋para．原：緩斜面、台地≒湊

Kaka．欠く：崖＋kasi．浙す、傾ぐ≒水際の斜面

御田 Mita

目黒区三田、港区三田

木田 Kita

Kita．階、段≒段丘

Mita：湿地端

櫻田 Sakurata 千代田区千代田、霞が関
Saku．裂く：谷＋kura．剥る：谷＋rata⇔tara．垂る：∪型地形

驛家 Mumaya

品川区東大井

Ofo：崖、谷＋fofi，fowi：水際の崖、谷

「蒲田、荏原、御田、櫻田」の配置から、荏原郡では南⇒北への郷の配列を感じとれる。
蒲田～品川間に驛家郷の大井（立会川流域）が入るので、田本郷には多摩川下流域の大田区
田園調布、満田郷は矢口、または呑川流域の池上付近が候補にあげられている。
図 3-8

田園調布と丸子

左：livedoor 地図

右：迅速図 明治 19 年

かめのこ

田園調布と矢口は、多摩川左岸に等間隔にならぶ多磨郡の郷に連続し、亀甲山古墳を盟主
とする田園調布古墳群をもつ前者に、間違いなく一郷があった様子を想定できる。
なぜなら、広い河川敷をもっていた多摩川では、この付近だけが谷型の狭窄部にあたり、
ここを押さえることが多摩川水運の鍵を握っていた。武蔵～相模を結ぶ律令時代の官道は
この狭窄部、丸子の渡しも利用したので、その上部で多摩川の河川敷が大きく開けて各所に
沼沢地を造っていた様子は、田園調布の旧名、沼部村（Numa．沼、湿地＋pe．辺。mape．前）
が表現している。対岸の丸子も「Maru．丸：水平方向の∩型地形、固まる＋ruko⇔koru：凝り
固まる」と解け、∪型の底部と谷型地形、開口部が大きく広がる意味をもつ「Tamoto．袂：
和服の袖の下の袋状部分：田本」郷は、田園調布に比定できる。
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図 3-9

池上村

迅速図

明治 19 年

「満田：Mamuta」は∪型の湿地端を表わすが、地
名のもつイメージから、これまで比定地としてあ
げられてきた大田区矢口と池上では、
「池上」の地
形が合致するように感じられる。むろん命名は、
縄文時代を考えるわけで、呑川の河口だった縄文
海退の後期から晩期を想定したい。
律令時代の郷が大河川の三角州上にのる例は
希で、湿地名でも台地端の扇状地に位置する例が
多いので、矢口より池上の確度が高いとおもう。
か かし

荏原と三田の間の水際の崖端地名、
「覺志」郷は、「浙し：水に浸してふやかす」意味が、
江戸時代から推定されてきた「目黒区大橋」に合いそうである。目黒の起源地である大橋は
国道 246 号線上にあり、縄文晩期まで目黒入江が湾入していた証拠は東山貝塚遺跡と、隣接
する世田谷区池尻の町名に残され、その後は水陸交通の要として機能した場所だった。
覺志郷を大橋・東山とすると、三田郷の起源地は目黒川流域の目黒区三田より、港区三田
が有力と考えられるだろう。
単に段丘を表わすだけの「木田」郷は、荏原郡内の淀橋台のどこにでも比定できそうな感
じがするが、
「Kita」は、東国方言では「Kitsa．刻む⇔Tsaki：岬」の意味を含んだ可能性が
高いので、三田～櫻田間では、古川（上流は渋谷川）河口の芝丸山貝塚・丸山古墳がある港
区芝公園（Sipa⇔Pasi．崖端）が有力視されるとおもう。
櫻田郷のサクラは、ふつうは峠に命名される地名だが、皇居付近は江戸城大改築で地形が
大きく変化しており、江戸城内の桜田門付近に谷型地形があったか、または、日比谷入江に
水平方向の∪型地形の意味であてた可能性も考えられる。
『延喜式』にのる大井驛は、東海
道と立会川の交点に想定されているので、品川区東大井をあげた。
こうして、荏原郡の郷が南から北への配列をとっていたとすると、各郷の推測ができる。
、
結果をまとめると次のようになる。郷名につづく仮名は、
『和名抄』掲載の振り仮名である。
荏原郡
か

ま

た

た

も

と

蒲田 加萬太

東京都大田区蒲田

田本 多毛止

（東京都大田区田園調布）

満田 まむた

（東京都大田区池上）

え

ぱ

ら

か

か

し

み

た

き

た

さ

く

荏原 江波良

東京都品川区北品川

覺志 加々志

（東京都目黒区大橋、東山）

御田 御田

式内薭田神社､蒲田村､蒲田小学校

沼部村、亀甲山古墳

荏原神社
東山貝塚遺跡

東京都港区三田、目黒区三田

木田 木多

（東京都港区芝公園）
ら

た

芝丸山貝塚遺跡、丸山古墳

櫻田 佐久良太

東京都千代田区千代田、霞が関

桜田門

驛家

東京都品川区東大井

大井驛
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つづいて、さらに難しい豊島郡の郷を検証しよう。
豊島郡
日頭 Finoto

Fino⇔Nopi．伸び：水際の緩斜面＋noto．喉：入口≒河口

占方 Urakata

Ura. 浦、裏＋raka⇔kara．殻、空＋kata．潟、肩

荒墓 Arafaka

Ara. 原、腹：崖＋rafa⇔fara．原、腹＋faka．剥ぐ：崖、谷

湯島 Yusima
廣岡 Firowoka

文京区湯島

Yusi，Fusi．伏し：緩斜面＋sima：湿地

Firo：崖、段丘＋rowo⇔woro．折る、降る：崖下＋woka．岡、崖

餘戸 Amarupe
驛家 Mumaya
豊島郡では湯島郷しか確定しておらず、この郡の前にのる荏原郡が南から北、次に続く足
立郡がおおよそ北から南に郷を配列しているので、どちらの順に記されたかが判らない。た
だ、この郡には「日頭、占方」郷という、
『和名抄』の郷で他に使用例がない、際立った特
徴をもつ地名が載るので、両郷の比定ができれば、全体を推測できるとの期待が湧く。
ひ のと

「日頭」郷に使われた地名の「ひ」が、
「氷川、斐伊川（古名は肥河、斐川）、揖斐川」の
川名に使用されて、「ひ」にあてた漢字に「樋：水を流すトヒや水門」
、「氷：ひ（和語）」
、
「干：干あがる、乾く」があって、
「樋、氷、干」の共通項は、誰が考えても「水」になる。
また、
『Pi・Fi→ Mi(水). Wi(井)』の転移と、
「ヒタヒタ，ピチャピチャ、ビショビショ」
など、
「Pa. Fa. Ba」行に水に関するオノマトペが残り、
「Ma. Wa」行に水に関する擬音語、
擬態語がないところも注目すべきである。
しかし、これまで提起されたことがない仮説を立証するのは難しいので、第四章『言葉と
地名 2 峠名の解き方 ⑤ 桧峠』で、肥前・肥後に分けた「肥」国の起源地名が、氷川の旧
河口だった「肥後国八代郡肥伊郷：熊本県八代郡氷川町今」に比定されているので、国号の
解説をふたつ載せる『肥前国風土記』の記述を参照して考えたい。
「日頭：Finoto＝Fi：水＋noto：喉」
「Finoto＝水の戸≒河口」の解釈は、いままで提起さ
れたことはないようだが、京浜東北線の川口駅で述べたように、川口が「Kafa. 川＋faku.
吐く＋kuti. 口＝河口」の意味と、
「Kawa. 川＋waku. 分く＋kuti. 口＝分流・合流点」と
して使われたことが、河口を原点に置いて川を捉えるアイヌ人と、縄文人の思考法が同じ様
子がうかがわれて、河口を基本においた解釈法を重視してみたい。
豊島郡内の河口は限定されて、中川（利根川）、隅田川（荒川）、神田川（平川、江戸川）、
谷田川（藍染川）、石神井川（音無川）河口が候補地にあがる。
中川、隅田川などの大河川の河口は、律令時代にも大湿地帯だったはずで、葛飾のように
台地端に自然堤防、砂州、潟湖ができなければ、集落が形成されることはなかった。両者の
河口に台地がなく、軟弱地盤と洪水のたびごとに流路をかえる三角州上に、郷はなかったと
考えたい。
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神田川は、鎌倉時代の文献考証から、奈良時代には日比谷入江が皇居と神田山（駿河台）
の間に入り込んでいたと推定されている。縄文海進の名残りを留めた千代田区三崎町（岬）、
飯田町（Ifita：水際）の地名から、律令時代中期には、千代田区神田小川町（岡端）から神
保町（湿地端）あたりが河口になっていた様子を推定できる。
いまは流域すべてが暗渠と化した谷田川～藍染川は、不忍池（台東区池之端）が河口に想
定され、この地は文京区湯島に隣接するので「湯島」郷に比定できる。
山手線目黒駅で解説したように、「池」は縄文～弥生時代に入江も表現していたようで、
台東区池之端、大田区池上（Ike no pe→いけがみ）、世田谷区池尻・池ノ上（井の頭線駅名：
住居表示は代沢）が、いずれも縄文海進時に入江であったところが大切である。
ひのと

石神井川河口は、豊島の郡名発祥地の北区豊島であり、
「日頭」郷は付近を指したと考え
てみたい。この名は豊島郡の項にあげた豊島郡衙跡に認定された「御殿前」遺跡と関係をも
つと推理できる。御殿前は北区西ヶ原にあった旧小字名で、
「ゴテンまえ」と重箱よみで読
まれている。奈良時代の文献では前を「Saki」とよむのが通例で、音読みでは地名解釈がで
きない御殿も、訓読みの「Mitono」
、または「Otono」を原形に想定できる。
御殿前は「Mitonosaki＝Mito：水の通り口＋tono

図 3-10

王子と豊島 土地条件図

：段丘＋nosa．伸す＋saki：岬」と解けて、中世に
豊島氏が紀伊新宮の飛鳥明神を分祀してつけたと
伝えられる飛鳥山（住居表示は王子一丁目。Asuka＝
Asu：水際の崖＋suka．須賀：砂地。縄文海退時代に上
野台崖下につけた地名？）の地形に合致する。

先に述べたように、
「Fi」は水を意味して、ここ
から「Mi：水」を分化したのだった。つまり「Fito．
Mito」は同じ語源に発し、「Fitono」郷が人の里と
誤解されやすいことから、郷名は「日頭郷：Finoto
no Sato」、字名は「御殿前：Mitonosaki」に分化し
たと考えてみたい。
こうすると、本来の御殿前（水の通り口にある段
丘の伸びた先端）は、音無渓谷に接する上野台西北端（飛鳥山）につけた地名と推定され、

中世以降、付近が飛鳥山とよばれるようになり、字名の御殿前は範囲を縮小して、遺跡周辺
を表わしたのだろう。また、御殿前を「Otonosaki＝Oto, Foto：±∪型地形＋tono：段丘＋
nosaki」と読んでも、表わす地形（∪型地形に接する段丘の伸びた先端）が変わらないのも面
白い。こちらは音無渓谷、音無川（Oto，Foto：±∪型地形＋tona：段丘＋nasi．無し：∪型
地形）の起源地名に想定できるかもしれない。昭和の地名統廃合により廃棄された歴史地名
（おそらく縄文時代の命名）が郡衙遺跡の発掘によって蘇ったわけで、遺跡だけでなく、旧

小字名を採用する素晴らしいルールをもつ遺跡名も、研究対象になる。
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日頭（Finoto：河口）は、日殿（Fitono：水の通り口のある段丘）と多少意味を異にするが
豊島・王子付近に比定できれば、「占方」郷を考えやすくなる。
うらかた

「占方」は、
「浦潟、裏方」の意味を共用して、中に挟んだ「raka⇔kara．殻、空、ガラガ
ラな砂礫」によって、かつて潟湖があった地が干あがり、砂礫地に変化した様子を表現した

地名ではなかろうか。このような言語爛熟期の最高度の表現が出現するのは、弥生時代後期
であり、この時期に浦潟を消失した可能性があるのは、山手線巣鴨駅に記した西ヶ原から巣
鴨にかけての入り海である。隅田川方面から飛鳥山をみれば、巣鴨は「裏方」にあたり、こ
の地は中山道の要地であったことからも、ここに一郷を推理したい。
少々強引な設定ではあるが、日頭郷を王子付近、占方郷を巣鴨とすると、崖の重複語で表
現した急峻な崖・谷を意味する「荒墓」郷は、山手線の駒込駅で検証した駒込村の起源地名、
文京区本駒込から白山、小石川付近を候補地としたい。また古代には王子と共に、下町低地
と上野台地を結ぶ交通路をもった荒川区西日暮里も可能性がないとはいえないが、ここに
は川がないので、中山道と小石川の水運をもつ駒込が有力視されると思う。
こうして各郷を配分すると、湯島郷に続く「廣岡」郷は、神田山付近に想定できそうで、
縄文海進時に神田川河口だった、神田小川町（Wokafa：岡端）、神田駿河台が候補にあがる。
付近は大手町と共に、
「神田」という広域町名の起源地だった可能性をもつところが大切に
みえる（第一章、山手線神田駅参照）。以上の各郷を整理すると、次のようになる。
豊島郡
ひ

の

と

う

ら

か

た

あ

ら

は

か

ゆ

し

ま

日頭 比乃度

（東京都北区王子、豊島）

占方 宇良加太
荒墓 安良波加
湯島 由之萬
廣岡 ひろをか

（東京都豊島区巣鴨）
（東京都文京区本駒込、白山）
東京都文京区湯島
（東京都千代田区神田小川町、神田駿河台）

餘戸
驛家

（東京都台東区浅草、花川戸）

豊島驛

すべ

はたして、この推理が妥当であるかは、独断専行を特技とする筆者にわかる術もないが、
もうひとつ検討の必要があるのが「驛家」郷である。学術的に評価の高い『延喜式』官道・
驛家の研究においても、豊島郡驛家郷（豊島驛）の位置は定まっておらず、郡衙があった北
区王子から西ヶ原、台東区浅草・花川戸、文京区湯島、千代田区東神田（旧名：豊島町）、皇
居付近などが候補地にあげられている。
〈
『古代日本の交通路 1』 1978 大明堂 から引用〉
律令時代から近代に至るまでの文献考証、地名の変遷と地籍図の検討、考古遺跡の対照を
はじめとした精緻を極める研究に、ごく大ざっぱな捉え方を主体にする本サイトなど、参入
の余地はまるでないが、他の郷の配置と下總方面への連絡を重視して、台東区浅草付近を候
補地とした。
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これは宝亀 2（771）年に武蔵国が東山道から東海道へ移管された史実を重視したもので、
東京湾岸の陸路が整備されて、浦賀水道を船で渡る「相模→上總→下總→常陸」の経路が、
「相模→武蔵→下總→上總→常陸」へ変化したことを基にしている。
この武蔵国豊島郡（●印）、荏原郡（●印）、多磨郡（●印）各郷の位置を地図に記したのが、
次図 13 である。江戸川の文字の近くにある郷は葛飾郡大島郷を表わす。
図 3-11

東京の郷の分布（推定） 地形概略図は、帝国書院の地形図より転載

図に現われたように、平安時代の東京の郷は、多摩川流域と武蔵野台地東端だけにある、
特異な様相が出現する。郷の比定に不確実な要素があるので不完全だが、ある程度の史実は
語っていると思う。
古代の東京は、水利の悪い武蔵野台地と、
『縄文海退』の後遺症をのこした低湿地が利用
できない悪条件が重なった地域だった。そのため、郷の位置は、湧き水がある武蔵野台地⇔
下町低地の接点と、多摩川流域だけに連続する、原始的な配列を見せている。
この状況を劇的に変化させたのは、16 世紀末に小田原城を攻め落とし、関東を制圧した
豊臣秀吉により、駿河から江戸へ国替えされた『徳川家康』であった。
家康は、城下町を創るために、江戸城周辺だけでなく、駿河台を削り取って神田川の流路
を替え、日比谷入江を埋め立てる大土木工事をはじめ、低湿地の埋め立て、河川の整備と運
河網の建設、台地への上下水道の設置と農業基盤の構築など、戦国の世を終結して、平和な
江戸時代をつくる原点が創作された。
このように、江戸時代初期からの記録は残されてはいても、戦国時代以前の記録が少ない
のが東京の実態である。これを補填するのが『和名抄』郷名の比定であるが、この作業はそ
の難しさゆえ、探求すればするほど興味が湧く。古代史の復元、郷土史発掘にも貢献しうる
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この作業は、自然環境と地形の変遷、古代人の理性と感性への理解、推理力の涵養という面
でも、大いに推奨される分野である。
いまでも平安時代の郷を記録した公文書の約 4,000 余郷のうち、1,000 郷余りが未確定の
状態にあり、資料の収集や微地形の観察など、地元の方でなければできない要素があるので、
多くの方々の参加を呼びかけたい。
読み方すら決まらない、『魏志』倭人伝諸国の比定ばかり注目を集めるのは妙なもので、
所在した範囲が限定された『和名抄』郷名、郡名、国名起源地の比定作業ができなければ、
おもに伝聞をもとに書かれた、外国文献の探求は不可能と考えるべきであろう。
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②

神奈川県の旧郡名

東京都に変化した武蔵国各郡の検証は多磨郡の項で終えて、ここからは神奈川県の領域
にあたる武蔵国「橘樹、都筑、久良」郡と相模国の各郡を考えたい。東京都に属した諸郡の
起源地名の探索は、多摩川の起源を山梨県におくと、常識が全く通用しないものだった。
神奈川県の各郡はさらに歯ごたえがあり、郡名を考えるうえでの基本事項が多く含まれる
ので、この辺を中心に話をすすめよう。

(1)

橘樹郡（Tatipana→たちばな）

橘樹を当てて「たちばな」とよませた、聞きなれない郡がどの辺にあったかが判る方は、
あんがい少ないのではなかろうか。
この郡は、麻生区西部（旧都筑郡）をのぞく川崎市全域と、横浜市の鶴見区、神奈川区、
西区北部、港北区東部にあたる京浜工業地帯、神奈川県の中枢部を占める範囲にあった。
だが、この郡域は中世以後に拡大したもので、郷の配置などから、律令時代の橘樹郡は早淵
川と鶴見川の北部、いまの横浜市港北区東部と川崎市の幸区以北の、比較的狭い範囲にあっ
たと考えられている。
橘樹を無理に「たちばな」と読ませたのは、和銅 6（713）年の『好字二字化令』の影卿
だろうが、平易な「立花」や、この郡に設置されたという屯倉が「橘花」を名乗ったのを嫌
って、この文字をあてたのだろうか。
み やけ

屯倉は、
「継体紀」に記された磐井の乱（527 年）の終戦処理で、筑紫君磐井の子の葛子が
「糟屋屯倉：福岡県粕屋郡古賀町鹿部の田淵遺跡。1997 年 10 月に古賀市へ昇格」をヤマト政
権に献上したのが嚆矢とされるヤマト政権の直轄領といわれる。関東地方における屯倉の
設置は、
「安閑紀」に登場する笠原小杵の事件（534 年）に起因したと記録されている。
笠原小杵の事件とは、
「武蔵国造の笠原値使主（Kasafara no Atafi Omi）と、同族の笠原
かむつ け

の

小杵（Woki）とが国造の地位を巡って争い、決着はなかなかつかなかった。小杵は 上 毛野君
小熊に協力を求めて、値使主を暗殺しようとしたが、この危機を逃れた値使主は京にのぼり
朝廷に訴えると、ヤマト政権は使主に武蔵国造の地位を与えて、小杵は処刑された」という
武蔵国造の情けない内部抗争である。
この事件の後に、笠原値使主（武蔵国埼玉郡笠原郷：埼玉県鴻巣市笠原）が朝廷へ差し出し
よこぬ

たちぱな

おほひ

くらす

た地が「横渟、橘花、多氷、倉樔」の屯倉であった。四つの屯倉で、おおよそ位置が決まっ
みやけ

ているのは、橘樹郡御宅郷が記された橘花屯倉（横浜市港北区日吉付近）だけである。横渟
は武蔵国横見郡（埼玉県比企郡吉見町と東松山市北部）か、多磨の横山地方（八王子市南部）
た

ま

く らき

とされ、多氷は多末の誤記で多磨郡内、倉樔も倉樹の誤写で、久良岐郡（横浜市南部。⑶ 久
良郡の項参照）と推定されている。
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左図は、週刊朝日百科『日本の歴史 41 邪馬台国と大王の時代』
〈1987
みどの

朝日新聞社〉からの転載であるが、図の緑野屯倉は群馬県藤岡市緑埜
いしみ

いすみ

いしみ

（上野国緑野郡）、伊甚屯倉も千葉県夷隅郡大多喜町（上総国夷灊郡）
よこぬ

お ほひ

くらす

付近に想定されている。だが「横渟、多氷、倉樔」と、これほどまで
『日本書紀』に地名の誤写が含まれた例は他にないので、信憑性には
疑問が湧く。
武蔵国橘樹郡の初出は、
「橘花の屯倉」が記録された「安閑紀」となるが、郡の消滅時期
は意外に古く、神奈川県橘樹郡稲田町・生田村・宮前村・向丘村が、川崎市へ編入された昭
和 13（1938）年 10 月 1 日だった。
たちばな

たちばな

し

ほ くち

ちとせ

『和名抄』に記載された「橘樹郡橘樹郷」は、川崎市高津区子母口、千年付近に比定され
ている。橘樹郷は『和名抄』に登場した後は、記録に全く現われない地名という。付近は、
明治 22 年の『市制・町村制』の実施でおおよそ千年ぶりに復活した橘樹郡橘村に属したが、
橘村は昭和 12 年 6 月 1 日に川崎市へ参入して、ふたたび「たちばな」の地名は消え、その
翌年に橘樹郡自体も消滅した。
ちとせ

川崎市高津区千年にこの名残りを留めて橘小学校、橘中学校があり、橘農協の橘支所も存
在する。さらに明治 19 年発行の迅速図をみると、岬形をした舌状台地の上部に「橘樹祠」
という神社（橘樹神社：高津区子母口）が小さく記されていることがわかる。
図 3-12

子母口と千年

左：livedoor 地図

右：迅速図 明治 19 年

これほどの好条件が揃えば、子母口・千年を「橘樹郷」と考えて間違いないだろう。
字名の花地名の第一位にあがる「Tatipana」の地名解釈、「Tati．立ち、断ち：崖＋tipa⇔
pati：陸地端、±∨地形＋pana．鼻」も、岬型舌状台地の地形に合致する。橘樹を縄文海進
あくつ

時代につけたかは判らないが、子母口、明津（右図の右下）の地名も興味を惹く。
子母口は、関東の縄文時代に興味をもつ考古学ファンには有名な地で、縄文時代早期（約
9,000 年前）の条痕文様土器の標識地名に採られた「子母口貝塚」があり、しぼんだ形（Sipo：
∪型地形）の谷（poku⇔窪）の入口（kuti）の解釈がピタリと一致する。
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「明津：Akutu＝Aku．開く：谷の開口部。灰汁：湿地＋kutu．崩す：崖、自然堤防」は関東
地方から東北地方南部に分布する地名で、普通は万葉仮名の「阿久津」をあてた例が多く、
茨城県では「圷」の国字を使った川沿いの湿地につけた地名である。この名に「明津」をあ
てたのは理由がありそうで、「たちぱな、しほくち」の地形を合わせて考えると、湊（船着
き場）の機能をもっていた様子が感じられる。ここを流れる川は矢上川（←川崎市幸区矢上）
や

ち

といい、子母口から久末にかけて谷地状地形を造っている。
ヤチ状湿地（∪型地形）も初期の農耕に格好の地で、小扇状地と共に郡名に採用された地
の必須条件といって良いものである。ただ、これだけではもの足らないので、水陸交通の要
衝としての「橘樹」を想定するわけである。
橘樹郡は五郷で構成され、各郷は以下の地に比定される。カッコをつけたのは本サイトの
推定地で、これ以外は定説・通説に従っている。
（以下の各郡も同様に表記）
橘樹郡
高田 Takata

神奈川県横浜市港北区高田町

高田小学校

橘樹 Tatipana

神奈川県川崎市高津区子母口、千年

橘樹神社､橘村､橘小学校

御宅 Miyake

神奈川県横浜市港北区日吉

縣守 Akatamori
驛家 Mumaya

（神奈川県川崎市中原区上丸子）
神奈川県川崎市高津区末長、新作

小高驛

この郡では、橘樹郷と驛家郷が隣接しているのが特徴で、付近の発掘調査により、郡衙は
橘樹神社のある子母口、または、奈良時代に創建された可能性が高い影向寺付近（川崎市宮
前区野川：千年の隣町、前頁左図左上）が有力視されている。

橘花屯倉が想定されている御宅郷に、地形語の解釈を適用すると「Miya←Mifa：水端＋
Yake←fake：崖、谷」の地形が浮かびあがる。
「Fake」は「Wake：分け」の意味を含むために
川の合流点によく使われた言葉で、日吉（古型は Fife：水際）は矢上川と鶴見川の合流点に
あるので、ここに橘花屯倉があったかは、検討を要する問題ではないかとおもう。
縣守郷は、『和名抄』に類型のない特殊な地名だが、小高驛から荏原郡大井驛へいたる官
道が現在の中原街道を通り、丸子の渡しを経由したと考えられているので、荏原郡田本郷
（大田区田園調布）対岸の上丸子をあげた。縣守（Akatamori）には「Aka．開く＋kata．片、
肩、潟＋tamo：∪型地形＋mori．盛り：∩型地形＝片側だけ開いた谷をもつ水平方向の∩型地
形の頂点」という難しい解釈を示しておきたい。多磨郡の項で記したように、付近は多摩川

水運、渡河の最重要拠点であった史実が大切である。
明治の迅速図に記載された「上・下小田中、新城、千歳（千年）、子母口、明津、久末」な
どの村名は、すべて現在の川崎市高津区、中原区の町名に継承されていて、この地図が作ら
れた直後の明治 22 年に復活した「橘」村だけが消えているのは残念である。
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橘は住居表示に使われなかったが、付近の通称として昭和 50 年代の地形図に記載されて
いた。が、最近の地形図は通称を載せないようになったので、四たび抹消…中世に橘樹郷。
昭和 12 年の橘村。翌年に橘樹郡。昭和 50 年代に橘の通称が消滅…の憂き目に遭遇した、悲惨

な歴史を重ねた地名といえよう。大区画を表わす名として「橘樹」が温存されているなら、
「高津区→たちばな区」の改名にも納得がゆき、子母口富士見台や千年新町といった陳腐な
記号に替え、町名に「橘樹」を再起させるのも一法であろう。
ヤマト政権の屯倉として使役された古墳時代の労苦をねぎらい、橘樹に安住の地を与え
てほしいと願うのは、筆者だけではないはずである。
京浜東北・根岸線港南台駅にあげた、横浜市青葉区（旧都筑郡）に、
「青葉台、柿ノ木台、
桂台、桜台、千草台、松風台、若草台、あかね台、しらとり台、すみよし台、たちばな台、
みたけ台、もみの木台、梅ヶ丘、榎ヶ丘、藤ヶ丘、美しが丘、さつきが丘、つつじが丘、あ
ざみ野、すすき野、もえぎ野」といった当世流記号類も、
「ほかの地名をはっきり区別して
覚えやすい性質」を備えているので、半世紀も親しむと当初の違和感がなくなる。
この中に「たちばな台」があり、現代にも佳名として通用する、歴史ある「橘樹」の復活
が望まれてやまないのである。
・。
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(2)

都筑郡（都築。Tutuki→つづき）

律令時代の「都筑郡」は、いまの川崎市麻生区西部、横浜市港北区西部、都筑区、青葉区、
緑区、旭区、保土ヶ谷区西部と東京都町田市南部の範囲にあった。昭和 14 年、郡内の町村
を統合した横浜市港北区（東部は旧橘樹郡の神奈川区から編入、昭和 44 年に緑区を分離）の誕
生と同時に都筑郡岡上村・柿生村も川崎市へ編入され、郡の領域すべてが横浜市、川崎市の
市街地になって、都筑郡は自然消滅した。
橘樹と同様に、あまり馴染みのなかった都筑は、平成 6 年 10 月 1 日、緑区から分離した
青葉区と共に、緑区と港北区の各一部を分割した「都筑区」として、55 年ぶりに復活した。
郡名起源地と律令時代の郡衙近接地、明治時代の郡役所をふくむ区域は適切なもので、この
ような形で、律令時代の郡名が現代によみがえるのは喜ばしいことである。
しかしこの名は、今の町名、小学校名、神社名に手がかりがなく、
『和名抄』にも都筑郷
はなく、律令時代から郷名、村名の記録がまったく残されていない地名である。
『神奈川県
都市地図』
〈昭文社〉や『神奈川県広域道路地図』
〈人文社〉には、前項にあげた新興団地名
群の鶴見川対岸に都筑ヶ丘団地（都筑区川和町）が通称として記されている。だが、こうい
ったものが頼りになるとは思えないので、地名が表現した地形、歴史的事実、郡の中心地と
しての地勢条件、そして考古学上の見解などを基に、
「都筑郡」の起源地を推理しよう。
まず、
「つつき」地名の意味を探るため、
「山、峠、岬、島、川」の自然地名から使用例を
ぬきだすと、次の地名があがる。
続石山 (岩 手 岩 泉)

津々木島(広 島 三 津)

続 島 (山 口 久 賀)

筒城崎

続 島 (島 根 松 江)

続 島 (山 口 柱 島)

(長 崎

勝 本)

「つつき」そのものの使用例は少ないが、岬と島に限定使用されたところが興味をひく。
このあたりから、地形表現を根幹に据えた自然地名の「Tutuki」は、海・水に関係した様子
を感じとれる。
「つつ」を語頭に使った自然地名では、
「Tutu：豆酘崎、筒島」
「Tutuka：筒ヶ
岳、筒香峠」
「Tututsi：躑躅峠、つつじ島」
「Tutumi：鼓峠、堤ノ鼻、鼓島、堤川」
「Tutura：
津々良ヶ岳、九折越、ツヅラ崎」の使用例があがり、表わす地形が比較的わかりやすいのが

特徴になっている。
「Tutu．筒：包む、続く。つつ：接続助詞」には、物を包む様子と連続する意味があって、
関連する言葉に「Tuta．蔦、伝ふ。Tuti．土。Tute．伝手。Tuto．苞、勤む」がある。これら
の言葉は、すべて「Tutu」と共通した意味をもち、
「Tsuki．突き⇔Kitsu．傷」は、物を壊す
意味の他動詞であることから、地形語では「崖、谷、山」を表現している。
「Tutu」と「tuki」を合わた「Tutuki」は、包み込むように連なる崖の意味となり、海や
川の浸食作用で造られた「岬型地形」
、あるいは「湾入した崖」につけた地名と推理できる。
先にあげたように、
「つつき」が岬、島名に使われたことも、この地形を表現した様子が浮
かび上がる。
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「つつき」は、
「山城国綴喜郡」にも使用されて、郡名の起源地である「綴喜郡綴喜郷：
京都府綴喜郡田辺町多々羅、普賢寺」付近（いまは京田辺市）は、普賢寺谷とよばれる谷型地

形にあって、この解釈を満たしている。
武蔵の都筑は、郷名・村名としての記録がない地名だが、歴史では有名な史実に絡んで名
を残している。荘園が発生して、武士が勃興した平安時代末期から鎌倉時代にかけて興った
「武蔵七党」の名がそれである。武蔵七党とは、ふつう「横山、猪股、野与、村山、児玉、
丹、西」の七党を指すが、野与、村山に替えて「私市、綴（都筑）」を入れる説もある。
豊島郡の項で触れたように、中世の武士団は大多数が本拠地の地名を名乗っていて、ここ
から綴党の拠点をさぐれば、「武蔵国都筑郡」の起源地が浮かびあがる可能性がでる。この
武士団の本拠に想定される地名は、現代に残されているものがあり、これを記そう。
中世の所属郡名

横山党 Yokoyama

東京都八王子市元横山町

多磨郡

猪股党 Winomata

埼玉県児玉郡美里町猪股

那珂郡

野与党 Noyo

（埼玉県岩槻市、蓮田市から南埼玉郡一帯）

埼玉郡

村山党 Murayama

（東京都武蔵村山市、西多摩郡瑞穂町付近）

多磨郡

児玉党 Kotama

埼玉県児玉郡児玉町児玉

兒玉郡

丹 党 Tan

埼玉県児玉郡神川町関口、植竹 丹荘小学校､丹荘駅

兒玉郡

西 党 Nisi

（東京都日野市から八王子市南部の一帯）

多磨郡

私市党 Kisai

埼玉県北埼玉郡騎西町騎西

埼玉郡

綴 党 Tutuki

（横浜市港北区、都筑区の鶴見川流域）

都筑郡

古地図を調べると、横山（南多摩郡横山村）は、今の八王子市中心部にある横山町や元横
山町よりずっと南西に位置して、中世の横山荘も付近に想定されているので、横山中学校の
ある八王子市散田町付近に比定した方が良さそうである。江戸時代から横山は八王子市内
を三度移動したことも知られて、名の通った地名とは、こうした宿命を負うのだろう。
武蔵七党の過半数が小地名を採った例をみると、綴（都筑）党も、律令体制が崩れて存在
意義を失った郡の名でなく、「つつき」の小地名を採った名と考えられそうである。有り難
いことに、鎌倉時代の文献資料の研究成果から、綴党の本拠は確定している。
次ページの図 13 にのる鶴見川（←横浜市鶴見区鶴見中央）中流域の横浜市港北区小机町、
新羽町から都筑区折本町の周辺が「綴党」の本拠地であったという。小机町は室町時代に小
机城が築かれて付近の中心地として活動した。しかし鶴見川右岸の地域は、律令時代に久良
郡に所属（中世に橘樹郡へ編入）したため、
「都筑郡」の起源地とは考えられない。
そこで注目されるのが、左岸の新羽町から折本町にかけての地形である。とくに新羽町に
ある岬型地形が、前項の「橘樹」と似ていることに気づかれると思う。見晴らしの良い岬型
舌状台地の下にはヤチ状湿地があり、付近は鶴見川の水運が利用できるのである。
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図 3-13

新羽町と折本町

左：livedoor 地図

右：迅速図 明治 19 年

さらに、右図の水田耕作地になっている鶴見川流域一帯が、真っ平らな地形であるところ
に御注目頂きたい。付近の低地はおおよそ 2～3ｍくらいの標高と考えられて、付近だけで
なく、周辺の低地が真っ平らであることは、河川の堆積作用や、人為的開発によって造られ
た地形でないことを語っている。
ここに思い浮かぶのが、約 5,500 年前の『縄文海進』である。海進の水位が現在と比べ、
どの程度であったかは、地方ごとのデータにバラツキがあり、5,500 年の間には浸食、堆積
作用で地形も変化しているため一概に決められないが、だいたい 3～5ｍ高かったと仮定す
ると、地図に記された平地の大半が海面下にあった様子を想定できる。ヒプシ・サーマル（最
高温期）の時代から 2,000 年以上の期間をかけて温度が 2℃ほど下がり、それに伴い、波打

ち際が徐々に後退して、こうした平坦な地形を造り出したのである。
この事実は新羽町（にっぱ←Nifipa。Nifi, Nipa：湿地、泥地の端）にある岬状台地の下
部に崖が連なって、海触崖の痕跡を留め、これを「つつき」の起源と推理する理由である。
海触崖は周辺の平坦部と台地の接点、標高 10ｍ以下の地の

図 3-14 下末吉台地の地質

どこにでもあり、前項の「橘樹」も同じ様相をみせている。
図 14 の下末吉台地の地質図をみると、さらにこの様子を
はっきり理解できる。図の下末吉層（標識地名：横浜市鶴見
区下末吉）は約 11 万年前、小原台砂礫層（横須賀市小原台）

は約 7 万年前、武蔵野砂礫層は 6 万年前、立川礫層（東京都
立川市）は 4 万年前に形成された地層と区分されている。

図の白い部分が河川や海の堆積作用で造られたれた沖積
層を表わし、縄文海進の時代に大半が海であったと考えら
れている。図をみると、岬地形の橘樹（図の千年）、中下の
都筑（新羽町）がなぜ注目されたかが理解しやすくなる。両
者に共通する舌状台地の典型例が、佐賀県「吉野ヶ里」遺跡
であることが参考になる。

〈図 14 は、日本の地質 3 『関東地方』 1986 共立出版より転載〉
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興味をよぶのは、新羽町から折本町にかけて旧石器時代以来の遺跡が豊富なことである。
付近には縄文時代前期の貝塚（峯谷貝塚、北新羽貝塚、折本貝塚）があって、縄文海進の時代
に海に面した史実を残している。とくに折本町に縄文時代前期以降の連続した遺跡があり、
弥生時代の環壕集落、方形周溝墓も存在した。二基の方形周溝墓は一辺が 25ｍもあって南
関東では最大規模に位置づけられ、集落跡も周辺に比べて大きなものであったことが報告
されている。付近は、少なくとも 2 万年ほど前から注目され、生活が営まれた場所だった。
弥生時代にはヤチ状地形を生かした稲作が行なわれて、鶴見川中流域（当時は河口、もしく
は下流域）という地の利から周辺の中心地となったのだろう。この伝統が古墳～飛鳥時代に

まで続き、
「つつき」が郡名に採用されたのではなかろうか。
近年の発掘調査から、都筑郡の郡衙跡に認定された「長者原遺跡：横浜市青葉区荏田町。
東名高速道路によって分断された遺跡」が知られている。この七世紀末に設置された郡役所

の遺跡が「都筑」の起源地と推理した横浜市港北区新羽町・都筑区折本町付近と、どのよう
な関係をもつかは今後の研究課題になりそうな気がする。いまは港北区綱島で鶴見川に合
流する早淵川と、国道 246 号線（矢倉沢往還、厚木・大山街道）の交点にある荏田町は、図
14 中央左の沖積層がみられる谷の最深部に位置し、鶴見川下流の舌状台地にある新羽町付
近とは、明らかに地勢条件の差をみせている。
図 3-15 『延喜式』の官道

この辺から、都筑郡の郡衙が荏田町に置かれた奈良時代
前期には、国道 246 号線のルートがある程度整備されてい
たと推理できるわけで、渋谷川の川名発祥地である東京都
渋谷区渋谷、品川区北品川（荏原郡荏原郷）をむすぶ目黒川
推定起源地の目黒区大橋（荏原郡覚志郷）、武蔵国多磨郡と
多摩川推定起源地の世田谷区玉川（多磨郡勢多郷）が国道
246 号線上に並ぶこともこれを補強する。後に検証する相
模国愛甲郡の起源地を「神奈川県厚木市愛甲」に想定でき
るので、武蔵～相模をむすぶ厚木・大山街道の重要度が浮
上する。この神奈川県内の経路は『延喜式 巻 28 兵部省』
にのる官道、驛家の配列と一致するので、これを記そう。
渋谷 大橋 玉川 二子渡しー小高驛（川崎市高津区新作） 都筑郡衙（横浜市青葉区荏
まちや

田町） 店屋驛（町田市鶴間字町谷） 濱田驛（海老名市浜田町） 愛甲（厚木市愛甲）
みのわ

をぷさ

国府（平塚市四ノ宮） 箕輪驛（伊勢原市笠窪字三ノ輪） 小総驛（小田原市酒匂）

橘樹郡驛家郷の小高驛は、高津区新作にあった旧小字名の小高、または高津区末長の小高
谷を基に比定されていて、橘樹郷より北にあるところが興味ぶかい。これは、小高驛が荏原
郡大井驛（品川区東大井）への官道（中原街道）と、国道 246 号線の旧道との接続を主体に
設置された様子を暗示するかもしれない。
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この経路は 246 号線のみならず、「東名高速道路」の原形をも示しており、高速道路の建
設によって都筑郡衙跡が発見されたのも、歴史の再現を実感させる好例といえよう。先に
「荏原郡覺志郷」を目黒区大橋・東山（目黒の起源地名：縄文時代中期～晩期の東山貝塚遺跡
所在地）に比定したのも、荏原郡荏原郷（北品川）をむすぶ目黒川の交点という、交通路の

要衝にあたるところを基本においている。
都筑郡の郷の比定は難しく、
「立野、高幡、幡屋」はいずれもさしたる特徴のない水際の
崖端地名（高幡＞立野＞幡屋の順に急峻度が異なるか？）であるため、
『和名抄』で他に類例
がない、
「餘戸」郷を筆頭に置いて「店屋驛家」郷をつづける特殊性から、西から東への郷
の配列に従って郡衙所在地、郡名推定起源地を交えて位置を推定した。この根拠を全く見い
だせないのは残念である。
都筑郡
餘戸 Amarupe
店屋驛家 Matiya no Mumaya 東京都町田市鶴間字町谷
立野 Tatino
針圻 Fasaku

店屋驛

（神奈川県横浜市青葉区田奈町、恩田町）
神奈川県横浜市緑区西・北八朔町

高幡 Takafata

（神奈川県横浜市青葉区荏田町）

幡屋 Fatanoya

（神奈川県横浜市港北区新羽町、都筑区折本町）

『和名抄』
（二十巻本）では、
「店屋」
「驛家」を二分して記しているが、
『延喜式』官道・
驛家の研究から、店屋驛家が原形と考えられている。何度も転写した可能性がある『和名抄』
には同種の例が少数あるので、のちに扱う郷数の問題では、明らかに誤写と認められるもの
（紀伊国名草郡：伊太郷。杵曾郷。神戸郷。→伊太杵曾神戸郷：Itakiso no Kamupe：和歌山県
和歌山市伊太杵曾。式内伊太杵曾神社所在地）のほかは、原文を尊重した。

明治時代の都筑郡役所は、折本町より鶴見川上流にある、横浜市都筑区川和町（都筑ヶ丘
団地所在地）に置かれた。この史実は交通体系の変貌を示すのみならず、荏田町では早淵川

の水運を利用できなくなった様子を語っている。地名の探求は単なる謎解きではないと記
すのも、こうした歴史背景を考えることを主体にするからである。
郡の起源地名探索と郷の比定作業は、文献資料の補強のみならず、書き記されなかった歴
史を再現する要素をもつところが大切である。
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(3)

久良郡（久良岐、海月。Kuraki）

近世の「久良岐郡」は、横浜市西区南部、中区、南区、保土ヶ谷区東部、磯子区、港南区
東部、金沢区の区域にあった。この郡も久良岐郡金沢町・六浦荘村が横浜市磯子区（昭和 23
年に金沢区を分離）へ編入された昭和 11 年、全域が横浜市に統合されて消滅した。武蔵国最

南部の「橘樹、都筑、久良」郡は、昭和 11～14 年に川崎市・横浜市へ変化したため、新設
区名に都筑が起用される最近まで、話題にあがることがない名称だった。
律令時代の「久良郡」の領域はかなり違っていたようで、川崎市と横浜市の海側の地域、
近代の京浜工業地帯と横浜市の中央部を占め、中世に横浜市保土ヶ谷区以北の地域が橘樹
郡に変化したと考えられている。この模様をあげよう。
久良郡 （○印は中世以後も久良岐郡に属した郷。星川郷以下は橘樹郡へ編入）
○鮎浦 Fukura

神奈川県横浜市金沢区六浦、金沢町

○大井 Ofowi

神奈川県横浜市南区大岡、大橋町

○服田 Fatota
星川 Fosikafa
郡家 Gunke

（神奈川県横浜市西区戸部町）
神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川

星川小学校

（神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町）

諸岡 Morowoka

神奈川県横浜市港北区師岡町

洲名 Suna

神奈川県川崎市川崎区砂子

良椅 Yosifasi

大井橋

師岡小学校

（神奈川県川崎市幸区古市場）

久良郡もまた、東京都区内の各郷や都筑郡と同じように、郷の位置をはっきり比定できな
いのが実状である。こうした様相は、中世に荘園が大量に発生した地域、戦国大名が乱立し
た国域、中世から近世にかけて商業地・都市化された郡域に顕著に現われるようで、明治時
代まで農村、漁村などの伝統を残していた地域…武蔵国多磨郡や次に述べる相模国の各郡…
には、郷の起源地名がよく保存されているのが通例である。
律令時代に、久良だけで「くらき」と読ませた超難読地名、というより絶対に読めない不
合理な表記をしていたこの郡は、中世に「久良岐」郡と、誰にでも読める名へ戻した。この
根底には『風土記』作成の詔勅と同時に公布された、
『好字二字化令：713 年』に伴う郡名の
二文字化の要請があったが、なぜ「倉、蔵、鞍」＋「木、岐、紀」という、常識的な文字を
あてなかったかは不思議なことである。
久良郡は、久良岐郡と読み易く改めただけでなく、
「海月」郡とあてた例も記録に残され
ている。海月・水母を「くらげ＝Kura：∩型＋ke．毛。Kura：水を剥る＋ke．蹴る＝遊泳法」
と読むことさえ信じられないのに、海月をクラキと読ませた神経はいかがなものであろう。
この辺は「久良」を強引にクラキと読ませた例に一脈通じ、久良郡・海月郡の郡司クラスの
人には余程の頑固者か、ひねた教養をもつ人物がいたと推理してみよう。
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久良郡と同様、律令期の郡には『二字化令』を遵守したために、原形から一文字を抜いた
だけの、ずぼらな印象を与える郡名が存在した。そのため後によみ替えられた例もあるので、
この全数をあげておきたい。（上下、東西に分けた郡名は足柄郡で提示）
国郡名

原形

変化後

推定起源地名

能登国鳳至郡 鳳氣至 Fukesi （ほうし）

石川県輪島市鳳至町

式内鳳至比古神社

越前国坂井郡 坂中井 Sakanawi さかい

福井県坂井郡三国町神明

式内坂名井神社

美濃国安八郡 安八磨 Afatima

岐阜県安八郡神戸町神戸

安八郷

あんぱち

尾張国春部郡 春日部 Kasukape
近江国伊香郡 伊香具 Ikako
河内国錦部郡

錦織部

愛知県春日井市春日井町
いか

Nisikori

河内国安宿郡 安宿部 Asukape

あすか

滋賀県伊香郡木之本町大音

式内伊香具神社

大阪府富田林市錦織

錦部小学校

大阪府羽曳野市飛鳥

式内飛鳥戸神社

河内国丹比郡 丹治比 Tatifi

大阪府南河内郡美原町多治井

式内丹比神社

攝津国八部郡 八田部 Yatape

兵庫県神戸市長田区前原町

八部郷

丹波国何鹿郡 何留鹿 Ikaruka

京都府綾部市本宮町

美作国勝田郡 勝間田 Katumata かつた

岡山県勝田郡勝央町勝間田

勝田郷

隱岐国知夫郡 知夫利 Tipuri

ちぶ

島根県隠岐郡知夫村郡

知夫小学校

土佐国香美郡 香我美 Kakami

かみ

高知県香美郡香我美町下分

香我美小学校

熊本県玉名市玉名

玉名小学校

*

肥後国玉名郡 玉杵名 Tamakina たまな
㊟

*

印は推定した名称。能登国鳳至郡は江戸時代に「ほうし郡」とも呼ばれたが、

明治時代以降、原形の読みに戻されている。

都筑とおなじように、久良岐も『和名抄』の郷、中世以降の郷・村の記録、現在の町名、
小学校名、神社名に手がかりのない地名だが、これを探りだすのは都筑と比べて、類似の地
名が残されているので考えやすく、おなじ手法を使って久良岐のルーツを訪ねよう。
自然地名に「くらき」の名を探ると、意外にも倉木山（大分 竹田）、クラキ鼻（鹿児島 西
古見：奄美大島）の二ヶ所しか「くらき」を見いだせない。
「Kura．剥る：崖、谷、山」は何

度もとりあげた地名の基本型であり、
「raki⇔kira．切る：崖、谷、山」もこれに準じている。
両者を合成した「Kuraki」は、∪型または∩型地形を表現した地名と考えられ、全国に類例
の少ない「くらき」
、たとえば島根県鹿足郡六日市町蔵木や、倉木山の起源地名である大分
県竹田市倉木も谷型地形に所在している。
「Kurakake：鞍掛山、倉掛山、鞍掛峠」が数多くあるのに対して、
「Kuraki」がこれほど
少ないのは、たぶん「暗き＝Kura：±∩型→太陽の運行、暮らし（気温変化：∿型）＋raki⇔
kira：切る≒自然地形や生活を遮断する：太陽光の当たらない状態」による現象と想像できる。
奈良時代に漢字をあてた郡司のみならず、地名の命名時点でも、クラキ周辺に暮らしていた
人々は一風かわった人種だったと考えられるかもしれない。
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ただし、これは久良岐郡の話であって、現在の横浜市中心部をふくむ、この地域に住んで
おられる方々とは無関係の話である。
「暗き郡」のイメージを考えれば、
『好字二字化令』で久しく良き「久良郡」と、
「き」を
意識的に省いたことにも同情の余地がうまれる。海月郡ものちにふれる美しい海岸が「くら
き郡」の景勝地であったことからの発想とすれば、難しい当て字の必要を生みだした
「Kuraki」を命名した人々と、これを郡名に採用した人たちの責任が一番重い、と考える必
要があるとおもう。
「Kuraki」の解釈と、地名の所在位置から、この名を谷型地形につけたと仮定をすると、
久良郡内を流れて谷型地形をつくる川は、大岡川（←横浜市南区大岡。Ofowoka＝Ofo：谷、
崖＋fowo．頬：崖＋woka．岡）と帷子川（←横浜市保土ヶ谷区川辺町：帷子小学校所在地。Katapira

＝Kata．肩、片、潟＋tapi：±∩型地形＋pira：崖。tapira：平＝潟〔平沼〕に面した入江の
平らな段丘）の二本であり、利用度の高い大岡川を横浜市の中心部から上流へ溯ってゆくと、

すぐ興味ぶかい地名を見いだせる。図に示す「横浜市磯子区栗木」がそれである。
図 3-16

栗木

左：livedoor 地図

右：迅速図

明治 19 年

現代の地図では開発が進み、本来の「栗木」の位置は判り難いが、明治の迅速図に記され
た久良岐郡栗木村は、笹下川（←横浜市港南区笹下：Sasake＝Sasa．刺す、射す：∨型地形、
崖＋sake．裂く：∨型地形、崖）と田中川（←横浜市磯子区田中：Tanaka＝Tana．棚：段丘＋

naka．薙ぐ：∨型地形、崖）の造った谷に挟まれた段丘上に位置したことがわかる。
「栗木、田中」は京浜東北線洋光台駅に地形図をあげたが、
「Kuraki」と「Kuriki」は地
名解釈のうえでは同一名と考えられる地名である。妙な想像だが、通説どおり倉樔を倉樹の
誤写と考えて、倉樹屯倉が郡内におかれたとすれば、飛鳥時代にそれが廃止されたときに、
ヤマト政権の直轄領だった「暗き屯倉」のイメージを払拭して、心機一転「栗木」と改名し
たとの推測ができそうな気もする。
40

郡のあて字に苦心の跡がみられるように、郡名の変更は、国司（受領、今の県知事に相当）
のみならず、律令政府の認可を必要としたはずで、現代と同じように簡単に変えられるもの
ではなかっただろう。しかし小地名の方は国司、郡司（市町村長、区長に相当）の管轄範囲
と推定され、この程度の自由度は与えられていたと想像できる。今なら、すぐ旧名を捨て、
新規の名称、記号に取り替えてしまうのだろうが、伝統・伝承を大切にしていた時代は、こ
んなことにも神経を使っていた様子が忍ばれるのは、興味ぶかい。
だが、
「栗木」を久良岐の郡名発祥地と考えた場合、見晴らしの良い谷の合流点にある段
丘上に位置したという理由だけで、郡名に採用されたとは考えにくい。なぜなら笹下川と大
岡川の合流点に位置する上大岡（横浜市港南区）の方が稲作適地は広く、鎌倉方面への交通
の便もよいため、栗木をはるかに凌ぐ地勢条件を備えている。
なぜ、
「くらき」が郡名に採択されたのであろうか。
こう考えながら図 16 をぼんやり眺めていると、栗木と上大岡には、別の地勢条件で大差
があることがわかる。大岡川中流域の上大岡より、上流にある栗木の方が海に近い不思議な
地形が目に映るのである。栗木から海岸の杉田（横浜市磯子区杉田町）までわずかに 1km、
低い丘陵を越えて海へでることなど、古代人にとって何の苦もなかっただろう。住宅を連ね
た現代の広い舗装道路は、栗木からのんびり歩いても 30 分足らずで海にでられる、なかな
か快適な散歩道と感じられるものである。
いまは海岸の杉田周辺は埋め立てられ、一大工場地帯となって、古代の様子を忍ぶことな
ど難しくなった。が、かつては海水浴場に格好の砂浜があった。この砂浜で魚をとり、貝を
採取した様子は容易に想像できる。事実ここには縄文時代晩期の貝塚があり、杉田貝塚は縄
文時代晩期の土器標識名に採用されたほどの地名である。この北側に縄文～弥生～古墳時
代にまたがる大規模遺跡があり、この三殿台（サンとのダイ：磯子区岡村）遺跡の北方にも、
旧石器時代の中村遺跡（横浜市南区中村町）があって、旧久良郡内でこれほど遺跡が集中す
る地域はなく、周辺の中心地として活動した様子を想定できる。
図 16 右を注意して眺めると、
「杉田村」付近の地形にも興味をひかれる。江戸時代から昭
和時代中期くらいまで、美しい砂浜が展開した付近も、縄文海進の時代まで溯れば、入江と
岬が連続した複雑な地形だった様相が浮かびあがる。おそらく弥生時代から律令時代にも、
杉田は天然の良港だったのだろう。東京湾をめぐる時計回りの、図の下から上に流れる海流
が富岡（横浜市磯子区）付近の岬を浸食し、その土砂が杉田の複雑な地形を埋め尽くして砂
浜を形成したのだった。
「杉田」の地名もこの様子を語っている。
「Suki．鋤く：隙間＋kita：段丘」は谷に彩られ
た段丘と、隙間のある水平方向の階段状地形を表現している。
「Sukita」は岬と入江の交錯
する複雑な地形を、わずか三音で的確に表現した素晴らしい地名である。モーツァルトの音
楽に匹敵するのでは、とも感じられる言語芸術の極致にある『地名』は、この国にはまだ数
百万の単位で残されている。
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いまのように旧地名をあっさり捨て去って、たいした意味もない記号に置きかえる前に、
まず旧地名を充分に吟味して、歴史背景を考証してから、意義のある名称に置換することが
望まれる。
ちょっと話が逸れはじめたけれど、上大岡と久良岐の差は、こんなところにあったと思う。
律令時代、あるいはそれ以前の時代から、海上交通の要地としての「杉田」と、多少なりと
も耕地を持ち、見晴らしのよい内陸台地上の「久良岐」とを合わせた文化圏が「久良郡」の
中心地として機能したのであろう。
平安時代から中世にかけ、杉田湊の砂浜化による機能低下と、生産力の乏しい栗木から、
耕地が多く陸上交通の要所である上大岡、または、神奈川湊付近に郡の中心が移動したと考
えたい。久良郡「郡家郷」を神奈川本町に比定できるかはっきりしないが、郡域を縮小して
いた明治時代の久良岐郡役所は「港南区笹下」に置かれた。この付近も大岡より海に近いと
ころが面白く、神奈川県庁が置かれる久良岐郡横濱村（横浜市中区山下町）から遠く離れて
いるのも、郡の中央に位置した地勢条件と伝統によったのであろう。
明治の迅速図には、大岡川下流域、京浜急行南太田駅付近に「吉田新田」の名がみられ、
付近は江戸時代中期に開拓された様子を感じとれる。幕末の『安政五ヶ国条約』の締結によ
って開港地に指定された神奈川湊（武蔵国橘樹郡神奈川村→横浜市神奈川区神奈川本町）が、
尊皇攘夷派の反対運動と外人居住地などの問題から、予定通りに開港できず、この代替地と
して選ばれて大発展をとげた「久良岐郡横濱村」は、江戸時代にごく平凡な漁村だった。
明治維新以後、神奈川県の県庁所在地になった「横浜」には、律令時代の郡の中心になる
要素を備えていなかったところは、興味をさそう。
これまで検証した武蔵国南部の郡名発祥地も、今日の政治、経済、流通の中心地とは縁遠
い地にあり、現代の感覚だけで歴史を捉えてはならない、という教訓を示すようにもみえる。
もう一度、諸郡の推定起源地名を列記して、相模への路をへ入ることにしよう。
葛餝郡

千葉県船橋市葛飾町

多磨郡

東京都世田谷区玉川

足立郡

埼玉県大宮市水判土

橘樹郡

神奈川県川崎市高津区子母口

豊島郡

東京都北区豊島

都筑郡

神奈川県横浜市港北区新羽町

荏原郡

東京都品川区北品川

久良郡

神奈川県横浜市磯子区栗木

㊟

み ず は た

足立郡の起源地名は、大宮・与野・浦和市の合併後は、「さいたま市大宮区水判土」
へ替った。
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⑷ 鎌倉郡（Kamakura）
あまりに有名なこの郡から、国が変わって『相模国』の領域に入る。まず相模国の郡と、
『和名抄』にのる郡名に関連した郷を記しておきたい。
鎌倉郡

Kamakura

鎌倉郷

御浦郡

Miura

御浦郷

高座郡

Takakura

高座郷

愛甲郡

Ayukafa

大住郡

Ofosumi

餘綾郡

Yoroki

足上郡

Asikara no Kami

足下郡

Asikara no Simo

図 3-17

神奈川県の旧郡域

餘綾郷

足柄郷
（㊟

津久井郡は愛甲郡の誤記）

昭和 23 年、鎌倉郡大船町が鎌倉市へ編入されて自然消滅した「鎌倉郡」は、西の高座郡
との境界を片瀬江の島で相模湾に注ぐ、その名も相応しい境川（←東京都町田市相原町字堺）
としたが、東の武蔵国多磨郡、都筑郡、久良郡との国境は、今の行政区分とは違っていた。
律令時代の鎌倉郡は、横浜市瀬谷区、泉区、戸塚区、港南区西部、栄区、逗子市と藤沢市東
南部、そして粕尾川右岸（高座郡岡本郷）をのぞいた鎌倉市内が領域と考えられている。
つまり、横浜市は武蔵・相模国にまたがって市制を敷いたわけで、二ヶ国の領域に成立し
た横浜市港南区では、旧武相国境上に住居を構えている方も居られるだろう。現在の東京
神奈川の都県境が、ごく自然な多摩川に置かれるところをみても、武蔵 相模の国境線は極
めて不自然で、何らかの人為的な力、律令政府の意向が働いたと推理できる。この原因は、
もう少し話を進めた後に考えてみたい。
横浜市と同じように、二国にまたがる領域をもつ市は他にもあるので、これをあげよう。
（平成の大合併以前から存在した市。カッコ内は二国、三国を合わせた通称）

茨城県龍ヶ崎市 常陸・下総（常総）

兵庫県赤穂市

播磨・備前

茨城県下妻市

常陸・下総

島根県大田市

出雲・石見（雲石）

群馬県桐生市

上野・下野（両毛）

岡山県岡山市

備前・備中

千葉県千葉市

上総・下総（両総）

岡山県倉敷市

備前・備中

岐阜県中津川市 美濃・信濃

広島県三原市

備後・安藝

大阪府大阪市

攝津・河内（摂河泉）

広島県三次市

備後・安藝（芸備）

大阪府堺市

河内・和泉（摂河泉）

山口県宇部市

周防・長門（防長）

兵庫県神戸市

攝津・播磨

福岡県北九州市

筑前・豊前（筑豊）

二国にまたがる市は意外にあり、両国を合わせた名も「奥羽山脈、常総台地、房総半島、
濃尾平野、紀淡海峡、備讃諸島、芸予諸島、豊予海峡、筑肥山地」などの広域自然地名に採
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用されて、広く親しまれている。ＪＲの路線には「奥羽、陸羽、羽越、磐越、常磐（常陸＋
磐城：明治時代初頭に、福島県南部に 8 年間存在した形式上の国）、総武、両毛、上越、信越、

越美、紀勢、播但、因美、伯備、芸備、予讃、土讃、予土、筑肥、筑豊、日豊、豊肥、肥薩」
の幹線名に使われるほど、重要な存在になっている。
鎌倉郡における郡名・郷名の鎌倉は、
「Kama．噛む、釜，鎌：±∪型地形、崖＋maku．巻く、
幕：連続した崖＋kura．剥る：±∪型地形、崖」と解釈できる。

鎌倉時代に造った「七口、七切通し」とよばれる急峻な谷をもつ山々が囲み、南に∪型の
湾を配したこの地を、「Kamakura」と見事に地形を表現したうえに、ひびきの素晴らしい
「aaua」の韻律を決めた命名者にとって、会心の作といえる地名だろう。東北地方に伝わ
る雪で作る∩型の「カマクラ」も同じ解釈をとれるが、こちらは同義語の「Kamikura，
Kamukura：神座（miku，muku⇔kumu．組む）」をふくめて命名したのだろう。
お なり

郡の起源地名である「鎌倉郡鎌倉郷」は、鎌倉市御成町、雪ノ下（鎌倉幕府所在地）から
西御門、材木座などが候補にあげられてきた。いずれも地名解釈に適合する地形であるが、
最近の発掘調査によって「鎌倉郷」の位置が確定した。まず鎌倉郡の郷をあげよう。
鎌倉郡
沼濱 Nufama

神奈川県逗子市沼間、桜山

沼間小学校

鎌倉 Kamakura

神奈川県鎌倉市御成町

鎌倉郡家､西鎌倉村

埼立 Fasitate

神奈川県鎌倉市小坪、材木座

荏草 Ekaya

神奈川県鎌倉市二階堂

梶原 Katifara

神奈川県鎌倉市梶原

尺度 Sakato

神奈川県藤沢市片瀬

大島 Ofosima

神奈川県藤沢市江の島、鎌倉市腰越

鎌倉郡東部の広い範囲を占める横浜市内に郷が
一つもないのは不思議な現象だが、長期にわたって
発掘調査が行なわれている鎌倉市では、平成 4 年
に御成小学校の校庭（鎌倉市御成町：今小路西遺跡）
から、律令時代の鎌倉郡の郡衙跡が発見された。
御成小学校に隣接して鎌倉市役所があり、
「鎌倉市
御成町」
は律令時代の鎌倉郡の中心にあっただけで
なく、今の鎌倉市（昭和 14 年市制施行）の中枢にも
当たっている。郡衙を置いた地が郡名の発祥地にあ
たるケースは全国に多数あるので、御成町付近が
「鎌倉郷」に認定された。
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荏柄天神社

図 3-18

鎌倉

livedoor 地図

興味ぶかいことに、明治時代の鎌倉郡役所は鎌倉市内ではなく、東海道の宿場街、東海道
本線の駅が設置された「横浜市戸塚区戸塚町」に置かれた。鎌倉～江戸時代に郡は今と同様
の名目だけの存在であり、郡役所があったはずもないが、大きく変貌をとげる時代の中で、
郡名発祥地、奈良時代の郡役所の地が千年ちかい年月を隔てた後の時代に利用され、おなじ
場所に市役所が設置されたのは、希有な例といって良いだろう。
歴史はくり返す、というように、鎌倉と同様、郡名の推定起源地と現在の市役所の所在地
名が重なる例が 18 郡あるのでこれを列記しよう。
（㊟ 地名は平成の大合併以前の表記）
陸奥国宇多郡

Uta

福島県相馬市中村
（郡名の推定起源地は字宇多川町､市役所は字大手先）

下總国結城郡

Yufuki

茨城県結城市結城

結城郷､結城小学校

上總国天羽郡

Amafa

千葉県富津市湊

天羽驛

武蔵国入間郡

Iruma

埼玉県狭山市入間川

郡家郷､入間川小学校

信濃国伊那郡

Ina

長野県伊那市伊那

伊那小学校

伊賀国名張郡

Napari

三重県名張市丸之内

名張郷､名張小学校

和泉国和泉郡

Itumi

大阪府和泉市府中町

式内和泉神社､上泉郷､和泉国府

播磨国赤穂郡

Akafo

兵庫県赤穂市加里屋

赤穂小学校

備後国三上郡

Mikami

広島県庄原市本町

三上郷

安藝国賀茂郡

Kamo

広島県東広島市西条町西条 賀茂郷

長門国美禰郡

Mine

山口県美祢市大嶺町東分

長門国大津郡

Ofotu

山口県長門市東深川

伊豫国周敷郡

Sufu

愛媛県東予市周布

土佐国高岡郡

Takawoka 高知県土佐市高岡町

高岡郷､高岡第一小学校

肥前国藤津郡

Futitu

佐賀県鹿島市納富分

郡名の推定起源地は字藤津

肥後国菊池郡

Kukuti

熊本県菊池市隈府

菊池神社

肥後国山鹿郡

Yamaka

熊本県山鹿市山鹿

山鹿小学校

肥後国球磨郡

Kuma

熊本県人吉市麓町

球麻郷

美禰郷､大嶺小学校

式内周敷神社､周敷驛､周布小学校

ここにあげた郡名の推定起源地には考証の余地がのこるものもあり、これが全数とは言
い切れない。宇治市役所と平等院がある、宇治川左岸の京都府宇治市宇治は「山城国久世郡
宇治郷」に想定されて、山城国宇治郡の起源地名と考えられる「宇治郡宇治郷」は、右岸の
宇治市宇治（式内宇治神社所在地）
・菟道（Uti→トド）に比定されるややこしいものも存在する。
全国 580 郡のうちの 20 数例、おおよそ 4～5％くらいの比率で行政区画が変更されて市制が
敷かれた地域に、珍しい歴史が残されているようである。これを町村の範囲に拡大すると、
郡名起源地の大半がいまの町役場、村役場所在地に継承されていることにも注目しなけれ
ばならない。
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武蔵国南部で検証した起源地とは異なり、現代にも律令時代、あるいはそれ以前の伝統を
留める処があるのは興味ぶかい。おそらくこれは、地勢条件に起因した現象であろう。三方
に山を配し、南に海をのぞむ天然の要害といえる「鎌倉」に、今小路西遺跡の発掘によって
鎌倉時代以前の歴史がはっきり浮上し、郡名発祥地、郡役所の地は、歴史を弥生～縄文時代
に辿りうる可能性が高いため、さらなる発掘の成果を期待しよう。
多少気になるのは、考古遺跡でマスコミがこぞって取りあげて、人々の関心を誘うのが
「高松塚古墳、埼玉稲荷山古墳、藤ノ木古墳、吉野ヶ里遺跡、三内丸山遺跡、上野原遺跡（約
9,500 年前、縄文時代早期：鹿児島県国分市川内字上野原→2005 年 11 月 7 日に霧島市国分上野
原縄文の森へ改名。住居跡などをもつ総合遺跡としては世界最古級）
、函館空港中野遺跡（縄文
む

き ばん だ

時代早期の大規模集落：函館市中野町）、妻木晩田遺跡（弥生時代中期：鳥取県西伯郡大山町、
淀江町）
」といった、派手なものばかりに終始することである。

この章でとりあげた「御殿前遺跡（東京都北区西ヶ原：武蔵国豊島郡衙）、長者原遺跡（横
浜市青葉区荏田町：武蔵国都筑郡衙）、今小路西遺跡（鎌倉市御成町：相模国鎌倉郡衙）
」や、

次の御浦郡につづく、高座郡衙に認定された下寺尾遺跡（茅ヶ崎市下寺尾：茅ヶ崎北陵高校所
在地）など、律令時代の郡役所跡の地味な遺跡群も、歴史を考えるうえでは同等、あるいは

現代に続く連続性をもつことから、それ以上の価値を有しているところを認識していただ
きたいとおもう。
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⑸ 御浦郡（三浦。Miura）
今と違い、律令時代の「御浦郡」は横須賀市と三浦市、三浦郡葉山町を郡域としていた。
逗子市（鎌倉郡沼濱郷→三浦郡田越村→三浦郡逗子町）を含む、名前どおりの三浦半島を領域
にしたのは中世以降だった。
これまでにあげた神奈川県「橘樹、都筑、久良、鎌倉」の諸郡はすでに鬼籍に入り、御浦
郡では「三浦郡葉山町」のみ孤塁を守り、平成の市町村大合併の荒波をも潜り抜けて、律令
時代の郡名を現代に伝えている。葉山町は横須賀市、逗子市のどちらかに吸収されても不思
議はないが、ご承知の通り、葉山には御用邸が所在する。盛夏に森戸、一色、長者ヶ崎海岸
に若者があふれ、高級リゾートマンションが林立する葉山町は、観光財源だけでも充分に運
営できるのだろう。
『日本書紀』持統天皇 6（692）年に、相模国司が「赤烏」を献上した記録がのこる郡名の
御浦は、
「Mi：水、敬称語＋ura：浦。または Miu⇔Umi：海＋浦」と解釈される地名である。
本来なら、三浦市（昭和 30 年元旦に三浦郡三崎町、南下浦町、初音村が合併して市制施行）に
御浦があって良さそうな感じがするのだが、江戸時代から現代まで、この名は市内にない。
そうなるとあまり易しい地名は始末に困るもので、複雑な溺れ谷地形の岬と浦に彩られた
三浦半島の三つの浦をあげて、これが「三浦」の起源であるとの珍説も飛び出すのである。
御浦郡
田津 Tatu

神奈川県横須賀市田戸台、米が浜通

田戸小学校

御浦 Miura

神奈川県横須賀市浦郷町

浦郷村

氷蛭 Fipiru

（神奈川県横須賀市久比里）

御埼 Misaki

神奈川県三浦市三崎

三崎町､三崎小学校

安慰 Awi

神奈川県横須賀市芦名

安隠寺

図 3-19

横須賀市浦郷町

livedoor 地図

「御浦郡御浦郷」は、横須賀市浦郷町に
比定するのが普通である。郡の起源を考え
る場合、これまで利用した農耕適地の地形
条件をこの郡に適用するのは難しい。
三浦半島先端の三崎港はわが国有数の漁
港であり、律令時代にもこの郡の主要産物
は魚介類と海草であった。これは祖庸調の
みつぎ

「 調 」にあたり、今でも三浦半島の名産は
海産物のほかは、スイカとキャベツと大根
である。
横須賀と聞くと、軍港のイメージしか浮
かばないのは困ったものだが、横濱村と同
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じように、江戸時代まではごく平凡な漁村だった。律令時代から、御浦郡の中心地として地
味な活動をつづけ、中世の三浦氏も横須賀に拠点を据え、明治時代の三浦郡の郡役所もここ
におかれた。
御浦郷に比定される「浦郷町：Ura sato→うらゴウ」には、興味ぶかい地名が残っている。
ふかうら

図 19 に記された「深浦湾」である。現代の深は「訓：ふか。音：シン」の読み方しかないが、
古くは深山、深雪は「シンザン、シンセツ」の他に、
「みやま、みゆき」とも呼ばれていた。
この読み方を採用すると、深浦は「みうら」とも読めるわけで、深浦湾のある「浦」郷から
「御浦」郷の名が生まれ、これが郡の名に昇格したとも考えられる。
『好字二字化令』の影
響と、この経緯を考えれば、御浦よりも「浦郷」町の方が古い地名という感じもする。
浦郷町に隣接した、日産自動車追浜工場がある夏島町には、縄文時代早期の貝塚として名
高い「夏島遺跡」がある。昭和 34（1959）年に発掘調査をした夏島貝塚は、ここから出土し
よりいともん

た夏島式撚糸紋土器の製作年代が、放射性炭素 14Ｃの測定により、約 9,200 年前と認定され
て世界中の考古学者を震撼させた。おもに石器と土器の形態変化を主体に編年をしていた
「考古学」に実年代の測定を加えて、学問そのものを変えてしまったのである。
隣町にこれほどの遺跡があるのも注目すべきである。
「うら、みうら、なつしま」という、
ごく易しい地名からうける印象は、縄文時代早期以前に今とおなじ半島状の地形であった
「夏島。古名は Natsutsima＝生す（Natu⇔Tuna．繋がる）＋土＋島」付近に住んでいた人た
ちが、縄文海進で、夏島が半島から離れかかって島になる直前の時代、この地名をつけて使
っていたと想像したくなる。むろん証拠などあるはずもなく、空想の域を出ないのは残念で
ある。
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⑹ 高座郡（高倉。Takakura→かうざ→こうざ）
「高座郡」は、相模原台地端を流れる境川（片瀬川←藤沢市片瀬）を東の境界とし、西は
相模川…推定起源地：神奈川県津久井郡相模湖町与瀬→相模原市緑区与瀬：甲斐国都留郡相模郷。第八章
『国名の起源

東日本編

①東海道 (9)相模国』に詳述…を愛甲郡・大住郡の郡界とした。

いまの行政区画では相模原市、座間市、大和市、海老名市、綾瀬市、茅ヶ崎市、藤沢市、
鎌倉市西部（岡本郷）と高座郡寒川町が律令時代の「高座郡」の郡域だった。郡内の海老名
市国分に相模国分寺が建立され、相模国の第一次国府も付近に置かれたと推定されている。
さらに寒川町宮山に、相模国一ノ宮の式内「寒川神社」が鎮座して、奈良時代の相模国は、
高座郡の相模川中流域、左岸が中心地だった様子を伝えている。
高座郡では、
『日本書紀』天武天皇 4（675）年 10 月 20 日の「高倉郡の女人、ひとたびに
三つの男を生めり」という面白い記述が文献上の初出とされる。律令政府が多産を奨励し、
褒賞を与えていた様子をしるした記録と考えられている。
『好字化令』のゆえか、高倉の文字をあて替えた高座郡は、いま「コウザ郡」に読み方が
変わっている。
「たかくら」が「カウザ」に音転した時期は江戸時代初頭という。この時代
に座は「くら」でなく、
「ザ」のよみ方が一般化していたかもしれない。武蔵・相模の両国
にまたがる神奈川県には「久良、鎌倉、高座」と、三つの「くら」郡が、それぞれ当て字を
替えて併存したのが面白い。文字をあてたのは国司、郡司クラスだろうが、鎌倉を意識して
か、
「たかくら」に高座をあてた気配りがあだとなり、原形とは似ても似つかない「コウザ」
に変化をした。
高座郡高座郷は、現代にも古名を残す「藤沢市高倉」

図 3-20

高倉 地形図 藤沢

に比定されている。御浦郡では自然地名の深浦の読み方
が替わり、高座郡は郡名が音転して、字名に原形が残さ
れているのは不思議な現象である。地名に文字を当てた
時代、漢字の選び方によって地名が変化するなどとは、
夢想もしなかったであろう。
「Takakura」は、地名の基本型を「Taka：崖、高所⇔
Kata。肩：段丘＋kaku：崖、谷＋kura：崖、谷」と構成し
た名で、ここでは谷の上部、河成段丘につけた地名と解
釈できる。藤沢市高倉は境川河畔の台地端上部に位置
し、付近も御多分にもれず整地された市街地になって、
「高倉」の意味がとりにくくなった。
昭和 30 年に藤沢市へ編入された高倉は、以前は高座郡渋谷町高倉（昭和 19 年町制施行）
を名乗っていた。町名の渋谷は住居表示としては失われたが、小田急江の島線の高座渋谷駅
（大和市下和田。渋谷小学校所在地）に名を残している。この名は山手線の渋谷駅と区別する
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ために、高座郡の渋谷と地域名を冠した駅名である。
「藤沢市高倉」の足下を流れる境川は、
明治時代中期の『大日本管轄分地図』に、高座川と記されている。川名は流域の最も重要な
地名を採用した、という公理を適用すると、高座郡の起源地としての「高倉」に盤石の重み
を加えるわけである。
だが、奈良時代初頭から周辺のみならず、相模国の中心として活動した海老名市付近を差
しおいて、鎌倉郡（横浜市泉区・戸塚区、鎌倉市）に接する郡の東端に位置する「高倉」が、
なぜ郡名に採用されたかは不可解である。
縄文時代中期の華麗な土器の標識地名として、馬高（新潟県長岡市関原町）、井戸尻・曾利
（長野県諏訪郡富士見町境）、加曾利Ｅ（千葉市若葉区桜木町）と共に、
「勝坂式土器」として

全国に名を知られた勝坂遺跡（相模原市磯部）も高座郡の相模川中流左岸に位置する。
交通路の要所とも考えられず、さしたる遺跡も認められない。ごく平凡にみえる高倉が、
郡名に採用された事実は、いったい何を物語るのだろうか。この難問は、もう少し話をすす
めた大住郡の項で、あらためて考えることにしよう。
高座郡
美濃 Mino

神奈川県相模原市古淵

伊參 Isama

神奈川県座間市座間

座間神社､座間村､座間小学校

有鹿 Araka

神奈川県海老名市上郷、河原口

式内有鹿神社､有鹿小学校

深見 Fukami

神奈川県大和市深見、深見台

式内深見神社､深見小学校

高座 Takakura

神奈川県藤沢市高倉

渭堤 Wite

神奈川県茅ヶ崎市芹沢

小出村､小出小学校､小出川

寒川 Samukafa

神奈川県高座郡寒川町宮山

式内寒川神社､寒川村

鹽田 Sifota

神奈川県相模原市田名字塩田

驛家 Mumaya

神奈川県海老名市浜田町

二寳 Nifo

濱田驛

（神奈川県相模原市磯部）

岡本 Wokamoto

神奈川県鎌倉市岡本

土甘 Tokama

神奈川県藤沢市鵠沼

河會 Kafafi

神奈川県茅ヶ崎市下町屋

大庭 Ofomufa

神奈川県藤沢市大庭

式内大庭神社､大庭小学校

高座郡の郷は、美濃郷から寒川郷まで北から南へ配置しているが、鹽田、驛家、二寳の三
郷はもう一度北へもどり、岡本以下の四郷が寒川郷より南に位置するのは、転写の際に順序
が乱れたのだろうか。
あるいは相模国一郡あたりの平均郷数の 8.7 郷が、
全国平均の 6.8 郷を大きく上まわり、
大住郡 16 郷（大郡）に次ぐ、14 郷を擁する高座郡（上郡）では新田開発、驛家の設置など
の人口増加により郷が増えて、これを旧来の台帳へ挿入したために発した現象、と考えられ
るかもしれない。
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ここに記した、郡の「大、上、中、下、小」の区分は、『大宝律令（令集解）』によって、
「大郡：16 郷以上、上郡：15～12 郷、中郡：11～8 郷、下郡：7～4 郷、小郡：3～1 郷」と
規定されていた。全国の模様は、第九章『国名の起源 西日本編 ⑧ 西海道 (9)薩摩国』に
あげるが、15 郷以上の大郡・上郡は以下のとおりであった。
22 郷：常陸国那珂郡、紀伊国名草郡。
21 郷：常陸国久慈郡。
いひぼ

19 郷：播磨国揖保郡。
むぱらき

さふさ

18 郷：常陸国茨城郡、常陸国鹿嶋郡、下総国匝瑳郡。
なめがた

17 郷：常陸国行方郡、陸奥国白河郡。
みかは

あをみ

いかるが

16 郷：參河国碧海郡、相模国大住郡、丹波国何鹿郡。
うなかみ

しもつみち

15 郷：遠江国磐田郡、相模国高座郡、下総国海上郡、備中国 下 道 郡。

常陸国に大郡が多いのは、なぜだかお判りだろうか？ これは第八・九章『国名の起源』
で解説をする、平安時代中期に編纂された『延喜式』
『和名抄』にのる国ごとの「租納税高
（稲束数）
、一郡あたりの郷数、水田面積」を集計して分析すると、いずれも全国一・二位
を占めるのが「常陸国」になる裏付けの一端である。
奈良時代後期から平安時代前期まで、
「中世温暖期」と呼ばれる全国的に気温が上がった
時代だった。この時期に霞ヶ浦・利根川周辺の低湿地が干上がったこと、常陸国を治めてい
た「藤原氏」の政策が新田開発だったことが相俟って、常陸を全国一の大国に押し上げた要
因だった。
地名研究が、いまだ判明していない古代史の探索に役立つことを御理解いただきたいが、
ここで取り上げた相模川左岸流域の「高座郡」
、次の次にあげる相模川右岸の「大住郡」の
郷が増加した原因も、中世温暖期の影響に位置づけられるのである。
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(7)

愛甲郡（Ayukafa →あいかふ→あいかう→あいこう）

律令時代の「愛甲郡」は、厚木市と愛甲郡愛川町、清川村のほかに、いまでも津久井郡に
所属する津久井町、城山町をふくむ相模川中流の範囲に所在した。かつて愛甲郡に属した
「津久井郡」は、平安時代末期に分割されたと考えられており、起源地名は築井城跡のある
「津久井郡津久井町太井」の城山付近に想定できる。
「Tukuwi＝Tuku．突く：崖、∨型地形＋
kupi，kuwi．食ひ、首：∪型の崖、谷」の意味から、ダムが造られるほど、急峻な谷型地形を
表現している。なお平成の大合併により、津久井郡相模湖町は平成 18（2006）年 3 月 20 日、
藤野町が平成 19 年 3 月 11 日に相模原市緑区へ組み込まれた。
いまは、愛甲を「Ayukafa」と読むなど思いもよらないが、かつては普通のよみ方だった
ようである。たとえば、東海地方の中枢にあたる愛知県は、県庁所在地の名古屋が所属した
尾張国愛智郡（愛知県名古屋市熱田区神宮。式内熱田神社所在地｡ 古名:年魚市村）から県名を
採っている。この名は『日本書紀』神代に「吾湯市」
、景行紀に「年魚市」
、
『尾張国風土記』
逸文に「愛知」と記されて、いずれも「Ayuti」とよまれた。
甲は、
「天武紀」壬申の乱に「鹿深」をあてた、近江国甲賀郡（Kafuka→かうか→こうか：
滋賀県甲賀郡甲賀町大原市場）や、備後国甲奴郡（Kafunu→かうぬ→こうぬ：広島県甲奴郡甲
奴町梶田。甲奴小学校所在地）のように、
「Kafu」と読むのが普通だった。この文字を「Kafa」
か はら

にあてた近江国犬上郡甲良郷は、滋賀県犬上郡甲良町法養寺（甲良神社所在地）、安藝国高田
郡川立郷は、広島県高田郡甲田町甲立に比定されている。甲良は「Kafara→かふら→かうら
→こうら」
、甲立は「Kafatati→かふたち→かうたち→こうたち」と変化し、
「Kafu，Kafa」に

あてた甲を、今のように「Kou」とよむのは、
『倭語の韻律』に反するわけである。
地名の解釈と位置の比定は、漢字のよみ方が、時代と共に変化した様子を頭におく必要が
あって、あんがい手間ひまのかかる作業といえる。
愛甲郡
玉川 Tamakafa

神奈川県厚木市七沢

英那 Afina

神奈川県厚木市愛名

印山 Iyama

神奈川県厚木市飯山

飯山小学校

舩田 Funakita

神奈川県厚木市松枝

船喜多神社

六座 Mutukura

神奈川県愛甲郡愛川町春日台字六倉

玉川村､玉川小学校､玉 川

餘戸 Amarupe
愛甲郡の「英那、印山、舩田」郷も、今の感覚ではとてもこんな風によめないが、江戸時
代以来の研究成果から郷の位置が比定されて、よみ方も復元されている。英那に使われた
「英」は、いまでも岡山県英田郡（Afita→あいだ。美作国英田郡英多郷：岡山県英田郡作東町
江見？ 現美作市）に使われているが、他の英太郷、英多郷は、次のように読むのが定説にな

っている。
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加賀国加賀郡英太郷 Akata

石川県河北郡津幡町加茂

伊勢国飯高郡英太郷 Akata

三重県松阪市阿形町

信濃国埴科郡英多郷 Akata

長野県更埴市生萱

埴科縣神社

遠江国濱名郡英多郷 Akata

静岡県引佐郡三ヶ日町三ヶ日

式内英多神社

伊豫国野間郡英多郷 Akata

愛媛県今治市阿方

日向国臼杵郡英多郷 Akata

宮崎県延岡市古川町

加茂遺跡(英太の文字が出土)

英賀多神社

「英太、英多」郷は、そのよみ方から「縣」
、すなわち古代の豪族の所有地と採るのが普
通だが、比定地の一部はかつての湊に所在するので、地形語の「Aka．開く＋kata．潟、肩」
を考えに入れる必要もでてくる。
こうした例をみてお判りのように、律令時代の郷名では、英を「あ」に当てた様子が認め
られて、
「英太、英多」は『好字二字化令』により、原形の「英加太、英賀多」などから、
「加、賀」を抜いてしまった実にズサンな印象を与える郷名である。
愛甲郡の英那郷も「英比那、英日那」
、舩田郷は「舩喜田、舩木田」から、中間の文字を
省いた郷名と考えられて、同様の例は『和名抄』に数多く記載されている。なぜ現代の地名
のように、
「阿形、阿方」
「愛名」「船北」の文字をあてなかったかが問題である。読み書き
できるのは自分達だけと思いあがり、形式にとらわれた狭い領分しか描けない木端役人の
姿が浮かびあがる。地名は一般庶民が使用するもので、だれに養われているかを理解できな
い『役人の痴呆』現象も、今に始まったことではない様子を表現している。
図 3-21

厚木市愛甲

『和名抄』に郷名の記載がない「愛甲」は、

livedoor 地図

不思議なことに「厚木市愛甲。愛甲小学校所
在地」として現存する。相模川が低い丘陵部

から抜けだし、ゆったりした扇状地状三角
州を造りだした扇頂の舌状台地端に愛甲が
ある。付近に「渋谷－大橋－玉川－二子渡
し－小高驛－荏田－店屋驛－濱田驛－箕輪
驛」を結ぶ通路が変化した国道 246 号線が
走り、平塚（相模国第二期国府所在地）へゆく
国道 129 号線、大磯（第三期国府所在地）と
小田原方面にむかう国道 271 号線の幹線道路を分け、東名高速道路の厚木インターをおく
「愛甲」付近は、古代から交通路の要衝だった様子を伝えている。
愛甲の古称である「あゆかは：鮎川」は相模川の別名として知られ、その支流に小鮎川（←
厚木市飯山。小鮎小学校所在地：印山郷）も現存する。一般に鮎川は鮎（中国では鯰の意味）が

沢山いる川と解釈されるが、この手法はとりにくい。アイヌ語地名には同種のものが残され
ているが、相模川ほどの大河がこうした発想で名づけられたとは考えにくい。
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あゆかは

やはり、地形表現を主体に命名された小地名（愛甲）を採用したと考えてみたい。ただ、
鮎川の起源地を「厚木市愛甲」とした場合、現在の相模川の流路と愛甲の位置関係に矛盾が
うまれる。愛甲は近代の治水事業によって相模川へ注ぐように流路を変更した新玉川の右
岸にあり、本来の玉川（←厚木市七沢。玉川小学校所在地：玉川郷）は相模川の支流ではなく、
その西側を流れる花水川（←平塚市平塚。古花水の名が残る）水系に属するからである。
つまり、今の愛甲は相模川に面していないので、鮎川（相模川）の発祥地とは考えにくい
問題が発生するわけである。だが、こう単純に考えられるかには疑問も湧く。
一般に、勾配の急な谷を流れてきた川は、谷を出て開けた扇状地に入ると、傾斜の緩む扇
頂付近から数本に分流するのが普通である。大洪水のたびごとに主流路をかえて付近の
人々を悩ませつづけた様子は、
『出雲神話』の八俣大蛇伝説にも表現されている。近世以来、
長い期間をかけて治水工事を行った相模川は、いまは一本の流路に固定されているが、かつ
ては姿を替えていた。
相模川の旧流路であった小出川

図 3-22

旧相模川橋脚

livedoor 地図

（←茅ヶ崎市芹沢：高座郡渭堤郷）の

下流域にある茅ヶ崎市下町屋（高座
郡河會郷）は、
いまの相模川から 1km

ほど東に離れた場所に位置する。
鎌倉時代に、ここへ橋が架けられ、
渡り初めに列席した帰り道に落馬
した源頼朝が、これが原因で亡く
なったと伝わる旧相模川の木製橋脚の一部が、関東大震災で姿を現わし、いまは史跡として
保存されている。約 800 年前の出来事だが、この頃、右上から中下への小出川流域を流れて
いた相模川は、1km ほど西へ本流を移動した様子を残している。
同じ様子は、郷を比定する作業にも現われる。高座郡と大住郡の郡界は相模川だったが、
大住郡中島郷を茅ヶ崎市中島（上図中央）に比定するのが一般である。相模川左岸を高座郡、
右岸を大住郡に別けた律令時代の郡域では、いまは相模川左岸に位置する茅ヶ崎市内に、右
岸にあるべき大住郡中島郷をあてると矛盾が生まれる。
そこで相模川自体が流路を替えたと考えるわけで、昭和 39 年の『河川法』改定以前に、
ばにゅう

相模川下流が馬入川〈←平塚市馬入（図左中）＝Pani：土、泥＋nifu：湿地〉とよばれていた
のも、この川が相模川本流でなかった様子を留めていたのかもしれない。
このように、相模トラフ（太平洋プレートとフィリピン海プレート）というプレート境界
に位置して地形変化の激しい旧相模国内では、鮎川が数千年前に愛甲付近を流れていても
不思議はなく、精密な地質地形図や柱状地質図にこうした歴史が刻まれているのではない
かとの期待もわく。愛甲郡の郡名発祥地と考えられる「厚木市愛甲」が、相模川の別称であ
る「鮎川」の起源地名であったなら、相模川が愛甲付近を流れていた時代の考証が必要にな
るが、調査不足で良く分からないのは残念である。
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「Ayukafa」は、
「Ayu」という他動詞がないため解釈の難しい地名に属している。自動詞
の「Ayu．落ゆ、流ゆ。Ayuku．揺く：揺れる。Ayupu．歩ぶ。Ayumu．歩む」等の雰囲気から、
やはり「Ayu」は崖地名、地名の基本型を想定してみたい。ここに「Pa→Ya」行の転移を推
定すると、
「Ayukafa」は「Apukafa」から変化した型とも考えられ、
「Apukafa：崖に面した湿
地の端」の意味から、愛甲は舌状台地の下部につけた地名とも推理できる。

また「Ayu」と関係のふかい「Aya．綾」が、
「あやなす、綾織り」と使われるように、
「Ayukafa」
には、大きな扇状地で分流する川の流れを表現した様子が隠されているような感じもする。
「Ayu．流ゆ。Ayuku．揺く。Ayumu．歩む」意味もここに込められていたはずで、こちらは「Ayu．
落ゆ」の意味に注目すると、時々刻々と変化する急流のなかで、自己の領域に固執して前進

もせず、縄張りに侵入する同類ばかりを気にして、狭い範囲を揺らぐように泳ぐ、
「鮎」の
語源にふさわしくなる。
この言葉は、どこかの国の政治屋集団にピタリと当てはまるのは皮肉なものだが、この習
性を応用した釣りが、世界に類をみない「鮎の友釣り」である。古代人の高いレベルの言語
能力、自然界・生態系に対するふかい洞察力を考慮すると、この漁法もまた、とんでもなく
古い技法と考えられるかもしれない。
奈良～平安時代には、日常生活に重要な意義をもって使用された郡は、律令制が崩れた中
世には有名無実の存在になっていた。のちに、世相が落ち着いた桃山時代から江戸時代にか
けて検地が実施された際、律令時代の郡域の修復、郡名の復元が行なわれた。しかし、この
時代は、漢字のよみ方が奈良時代とはかなり変化をしていたため、郡名は律令時代の形に戻
されたものの、よみ方が変化したものも数多く出現した。なぜこの時に漢字をあて替えなか
ったか問題だが、高座（たかくら→カウザ）、愛甲（あゆかは→アイカウ）も一例で、両者が
連続したついでといっては何だが、もうひとつ興味ぶかい郡名を考えよう。
とおとうみ

『延喜式、和名抄』には、
「遠 江 国佐野郡」が記載されている。現代の通念でこの文字を
「さの」とよむのは当然であり、事実江戸時代にもそうよばれていた。佐野郡は明治 29 年
に城飼郡（Kikafu：静岡県小笠郡菊川町堀之内？）と合併して、小笠郡（Wokasa．郡内の小笠
山：1264ｍからの命名）に替えて消滅した。

ところが佐野郡は、律令時代に「さや」郡とよばれていたのである。起源地名を探索する
ために古地図、地形図、地名総覧などを調べても、旧佐野郡内…養老 6（722）年に山名郡を
分離…にこの名を見いだせない。が、地名の語源を考えれば、探りだせるのである。

「Saya」は、
「Safa，Safi」と同様に、ふつうは遮る意味をもった山型地形、高所にある
谷型地形に名づけられた地名である。郡名に採択されたほどの地名であれば、山なら歴史的
にも名の通った山であり、高所の∨型地形、すなわち峠であれば「碓氷峠：上野国碓氷郡。
足柄峠：相模国足柄郡。鈴鹿峠：伊勢国鈴鹿郡」のように、交通路の要衝にあたる峠が選ばれ
たはずである。そこで「さや」郡にあたる地域を調べ直すと、かつては誰もが知っていた、
有名な峠が浮かびあがる。
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あづまぢ

東路の

さやの中山 なかなかに

なにしか人を

思ひそめけむ

ａｕａｉｏ ａａｏａａａａ ａａａａｉ ａｉｉａｉｏｏ ｏｏｉｏｅｅｕ．
『古今和歌集』
東路の

さやの中山

さやかにも

巻十二
みえぬ雲居に

594 紀 友則
世をやつくさむ

ａｕａｉｏ ａａｏａａａａ ａａａｉｏ ｉｅｕｕｏｉｉ ｏｏａｕｕａｕ．
『新古今和歌集』 巻十
年たけて

また越ゆべしと

907 壬生忠岑

思ひきや いのちなりけり

さやの中山

ｏｉａｅｅ ａａｏｕｅｉｏ ｏｏｉｉａ ｉｏｉａｉｅｉ ａａｏａａａａ．
『新古今和歌集』 巻十

987 西行法師

ここに登場する「さやの中山」は、佐夜の中山とあてられ、いまは漢字に引きずられて「さ
よの中山」によみを替えている。さやの中山は、天龍・大井川の渡しに挟まれた東海道屈指
の難所として知られた峠であった。
「ａ」母音を基調に置く「さやの中山」に対して、
『少数
音型』を集中した三首の鮮やかさが印象にのこる。若い頃、西行法師の歌は爺臭くて好きで
はなかったけれど、後期高齢者になった今は、まさにその通りと共感している、
「さやの中山」は、明治時代初頭に「静岡県佐野

図 3-23 佐夜の中山

livedoor 地図

にっ さか

郡日坂村佐夜鹿」に所属し、村名の日坂は昔「西坂」
と当てられていたという。中山峠が旧佐野郡の最東
端に位置したことを考えると、
「にしさか」と佐野郡
内でよばれたとは考えにくく、西坂は「Sai saka」
から訓転した地名と想像したい。連母音をとらない
和語の定理から、
「Sai」が「Safi，Sayi」から転じた
とすれば、
「Safa，Saya」と同じ意味になって、
「ａ」
音が連続して意外に発音し難い「Sayasaka」が、
「Sayisaka，Saisaka 」に変化したとも考
えられる。これを整理すると「Sayasaka→Sayisaka→Saisaka→西坂→Nisisaka→Nissaka→
日坂」の変遷を辿ったことになる。
佐野郡日坂村佐夜鹿は明治 29 年に郡名が小笠郡にかわり、昭和 30 年に掛川市へ編入さ
さ

よ しか

れて、掛川市佐夜鹿に変化した。かつての村名「日坂」も掛川市日坂として現存している。
この佐夜鹿も「Sayosika」では地名解釈がとりにくいので、原形に万葉仮名の「Sayaka」を
想定したい。つまり「さよの中山、さの郡、にっさか、さよしか」は、峠にあてた「Saya」
という、ひとつの地名から発した可能性を秘めているわけである。
思い込みが過ぎるといわれそうだが、こういった小地名には記録が残されていないのが
普通で、完璧に証明することなど至難の技ではなかろうか。単なる自己満足に過ぎないが、
こんな風に勝手気ままな空想をするのは楽しく、未開拓の広大な原野といえる地名研究の
醍醐味のひとつなのである。
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⑻ 大住郡（Ofosumi→おおすみ）
「大住郡」は、次に検討する餘綾郡と共に領域の復元が難しい郡で、いまの伊勢原市全域、
秦野市東部と平塚市の大部分、愛甲郡でふれた茅ヶ崎市西南の一地域（大住郡中島郷）、中郡
大磯町高麗付近（大住郡高來郷：Takaku→カウライ→高麗→コマ）などの範囲にあったと考え
られている。大住郡は「餘綾郡：よろぎ→淘綾郡：ゆるぎ」と明治 32 年に合併して、
「中郡」
に名を替えて消滅した。
きどころ

郷名・村名の「おほすみ」も記録に残されていない地名だが、なぜか「平塚市城所」に、
大住中学校が所在する。新制中学校は、昭和 22（1947）年の『学校教育法』公布によって誕
生し、小学校のように、明治時代以前の小地名を継承した例が少ないのが特徴である。大住
中学校が、かつての郡名を採った校名であるのか、古い伝承を残した字名を伝えているかは、
例によって調査不足で判らない。が、この校名を手がかりに、
「大住郡」の起源地を考えて
みよう。
大住は「Ofosumi＝Ofo：崖、谷、山＋fosu．干す、乾す：水際の上部、崖＋sumi．隅⇔misu
≒水」と分解されて、この地名にも「水際の崖端上部」の意味が浮上する。本サイトの解釈

法は、古地名の大多数が「水際の崖端、段丘崖の上部」となり、こうした一元的な方法に辟
易なさる方も多いと思う。いかにも「崖づくし、崖ことば（欠け言葉、掛け言葉）」と揶揄さ
れる手法にふさわしい語源探索法といえよう。
しかし何度もふれたように、旧石器時代から近世に至るまで、水利の悪い場所に集落が成
立した例は少なく、古代遺跡の大多数が台地端や、河川が造った自然堤防の微高地上に立地
した。広い表土が雨水を吸収した台地の崖端に、湧水があるのは自然の摂理であり、岡端に
小川が流れていれば、水浴びや魚の採取ができる。さらに洪水、地震などの自然災害に対し
て危険性の少ない高台に拠を構えることは、四季の移り変りを愛で、採取・採集物の変化を
観察できる利点もうまれる。
弥生時代中期の集落の一部（高地性集落を含む）は、敵対する集団の動きをとらえるため、
とくに見晴らしのよい平地・湿地（海）に突きだした∩型の「舌状台地」が選ばれていた。
舌状台地は、これまで検証した「橘樹、都筑」に顕著な例が認められて、
「豊島、愛甲」も
これに近い要素を備えていたと想像できる。
佐賀県神埼郡の吉野ヶ里遺跡を典型とする舌状台地端に郡名、国名の起源地名がのる例
は数多くあり、
『魏志』倭人伝にのる「倭国の大乱（西日本）
：180 年代。倭国の乱（東日本）
：
250 年代」前後の伝統が、郡名に引き継がれた可能性を感じとれる。突き出した舌状台地端
は、郡名の起源地を探るうえの重要な地形のひとつである。
〈㊟

吉野ヶ里遺跡の最南端に位置する佐賀県神埼郡神埼町神埼→今は神埼市神埼（肥前国神
埼郡神埼郷：かんざき←Kamusaki＝Kamu：∩型地形の上部＋musa．蒸す：湿地、海＋saki．
岬）は、肥前国神埼郡の推定起源地。縄文時代前期～後期は有明海の岬〉
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「大住」の地形を検討するため、自然地名の「Ofosumi」の使用例をとりだすと、大住山
（岩手

陸中大原）
、大隅山（新潟

両津）
、大角山（高知

奈半利）
、大角鼻（愛媛

今治東部）

が上がる位で用例の少ない地名だが、山名は、山そのものにつけた名と、付近の小地名を転
用したものが混在する扱いにくい地名であり、この程度の類例では参考にならない。
つ つき

歴史的な地名では大隅国大隅郡大隅郷、山城国綴喜郡大住郷が注目される。前者は大隅国
大隅郡の起源に想定される重要な地名であるが、比定作業はたいへん難しいので、第九章
『国名の起源 西日本編 ⑧ 西海道 (8)大隅国』で検証したい。
山城国綴喜郡大住郷は、現代にも「Ofosumi」をうけつぐ京都府綴喜郡田辺町大住（今は
京田辺市大住）に比定されている。この大住は、張りだした尾根の間にある小扇状地に位置
おほ くら

する。付近は京都盆地の最南端にあたり、狭窄部を流れてきた木津川が、かつての巨椋池を
おほすみ

中央におく平坦地に流れ込み、この地形全体を意識して大隅とつけた様子も感じとれる。
おおよそ準備ができたので、大住中学校がある「平塚市城所」周辺の地形を検討しよう。
図 3-24

伊勢原台地

5 万分の 1 地形図 藤沢 平成 9 年修正版
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伊勢原を根元において、八幡台、岡崎、沼目の地名を巡らせ、丹沢山地から突きだした菱
おおね

形台地は「伊勢原台地」と呼ばれる。大山を水源にする鈴川（←伊勢原市鈴川）や大根川（←
秦野市南矢名。大根小学校所在地）、金目川（←平塚市南金目）、渋田川（←伊勢原市日向字渋田）

の造ったヤチ状地形のある真っ平らな地は、つい最近まで水田耕作地だったが、御多分にも
れず徐々に宅地化されている。伊勢原台地とこれを取り囲む平地につけた地名にも、やはり
興味ぶかい様相が見られるので、ごく大ざっぱに検証しよう。
伊勢原台地の中央部に「東大竹」の名がみえる。
「Ofo：崖、谷、山＋fota⇔tafo：崖、谷、
山＋take：高所、崖、山」と解ける大竹は、文字を「大岳」にあて換えると、台地中央にあ

る「おほたけ」にふさわしい意味がでる。台地南部には「岡崎」という岬型地形にあてた地
名があり、
「大句＝Ofo＋foku⇔kupo：谷端」は大住と同種の地名と捉えられる。
伊勢原の西には「板戸＝Ita, fita．襞：谷。fitafita：水際＋tato．断つ：崖、谷。to．
戸：出入口」
「鈴川＝Susu：砂地＋suka：砂浜＋kafa：側」などの湿地名がならび、東部にも

「池端、沼目：古型は渭邊（Numape）」のように、今でも意味が簡単にわかる湿地名がある。
伊勢原に採られた「Ise」は砂（Isa）、石（Isi）、椅子（Isu）、磯（Iso）と同根の言葉で、
湿地端につけた地名である。「原：fara」は緩い起伏のある丘陵・台地にあてた名で、中間
の「sepa：狭まる→sema：狭い」は、伊勢原台地の最も狭い部分に位置する「Isepara」を
鮮やかに表現した挿入句といえる。緩い段丘端を意味した「田中」
、崖端地名の「八幡」か
ら変化した八幡台、崖の間を示した「平間」なども、地形を的確に表現した地名である。
さらに伊勢原台地をめぐる鈴川、渋田川流域には「飯島、下島、大島、小鍋島、見附島」
の嶋地名（湿地名：縄文時代の命名）が並び、回りを「串橋＝Kusi. 崩し：崖＋sifa：崖、谷
＋fasi：崖端」
「片岡＝Kata．肩、片：段丘端。潟：入江＋tawo：崖、谷＋woka：岡」
「金目＝

Kana：Ｌ型地形、崖＋name：水際の斜面。me：凹地」
「石田＝Isi：湿地端の崖＋sita.下、滴る：
湿地」など、湿地の崖端地名群が取り囲んでいる。

これらの地名すべてを無理なく解釈するには、この地名群を命名した時期は、伊勢原台地
の周辺が大湿地帯、もしくは海に囲まれていたと考えるのが最も理解しやすい。
そこで『縄文海進』の時代に溯ることになるのだが、約 5,500 年前の伊勢原台地周辺は海
に囲まれていたのである。伊勢原台地周辺にある地名は、縄文時代前期～中期の海だった時
代につけたものと、海進ピーク時から気温が下がり海が後退してゆく間につけたもの、さら
に海進の後遺症を残した大湿地の時代につけたものが混在しているように見える。
〈㊟

次頁の左図は日本の地質 3『関東地方』1986 共立出版 を加工〉
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図 3-25 神奈川県の地形区分と郡名の推定起源地（●印） 縄文海進と貝塚遺跡分布図

右図は、京浜東北線「川口駅」にあげた縄文海進時の海岸線推定図で、図にのる縄文時代中
期の「五領ヶ台貝塚。平塚市広川：前図 24 の中央下に記載」、縄文時代前期～後期の「万田貝
塚。平塚市万田（Mamu：湿地＋muta：湿地）。大磯丘陵東端の遺跡」を表わしている。
よ ろぎ

図 25 へ記入したように、次項以後の餘綾郡、足柄郡をふくめて神奈川県の旧郡名の推定起
源地名（●印）を地図上にプロットすると、興味ぶかい様相が浮上する。郡名起源地すべてが台
地端に位置するのは、地名に残る地形表現どおりの現象だが、左図にのる下末吉台地端の武蔵
国橘樹郡（推定起源地：川崎市高津区子母口。子母口貝塚所在地）、都筑郡（横浜市港北区新羽町。
北新羽貝塚）、久良郡（横浜市磯子区杉田町。杉田貝塚）、三浦丘陵端の相模国御浦郡（横須賀市
浦郷町。夏島貝塚）が、右図の貝塚遺跡密集域にあるところは注目すべきである。

各郡の解説で述べたように、これらの起源地名は縄文時代に命名されて、その中心地名が飛
鳥時代（七世紀中葉）へ継承されたのではないだろうか？
あまりに平凡な地形で、なぜ郡名に選ばれたか訳が解らないと記した「高座」が、この地
図をみると納得がゆく。高座（藤沢市高倉＝Taka⇔Kata：潟＋kaku：欠く＋kura．剥る：く
りぬく）は、相模原台地に深い入江があった縄文時代前期～中期に湊であった、伝承を残し
たのではなかろうか。
明治 4 年の『廃藩置県』直後の府県の名が、県庁所在地名を基本に据えた史実は、京浜東
北線の「さいたま新都心」駅で述べたが、律令時代の国・郡名は、七世紀以前の伝承名、縄
文・弥生時代の地名を採用した様子を感じとれる。
たとえば、相模国の名は相模川（推定起源地。甲斐国都留郡相模郷：神奈川県相模原市緑区
与瀬付近）から採ったと考えられるが、郡名は奈良時代に相模国府を置いた中心地の海老名
あらか

市国分（高座郡有鹿郷）を使わずに、高座を採用したところに証拠が残されている。
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これは相模国だけでなく、武蔵国府をおいた府中市（多磨郡小野郷）の名を郡に採用せず、
多摩川（武蔵国多磨郡勢多郷：世田谷区玉川）の名を使った史実に共通点を見いだせる。
例によって、記録などあるはずもない時代への身勝手な妄想に過ぎない、と一笑に付され
かねない推測だが、この程度の空想は許されるのではなかろうか。
「伝承」がどれくらいの
間、継承されるかは、旧来の伝統を積極的に排除することのみを至上とする私たちには推測
できない。文字、図形、映像に慣れ親しんだ「目」を主体に考える頭脳構造と、音や言葉を
中心において「口→耳→頭」へ伝達する思考法には明らかな差があり、記憶力と創造力では、
後者の優位が動かないのは周知の事実である。インターネットの利用が進んでも、先生が生
徒を教える「学校教育」が最重要視されるのは、ここに由来している。
この意味でも、現代人の頭脳が、縄文～弥生の人々より進化したなどとは、とても言える
ものでなく、フィーリングに溺れる現代の感覚とは、別の次元で捉える必要がうまれる。
「ノアの方舟」伝説をはじめ、世界各地には約 5,500 年前の気候大変動期の洪水伝説を現
代にまで伝えている例があり、地質学・生物学をとりいれた『環境考古学』からの実地検証
が行なわれて、伝承の正しさを立証した例…ノアの方舟伝説…も現われている。
『地名』
が 5,500 年前より前に溯れる可能性をもつのは、
『言葉＝Koto. 事＋topa. 飛ぶ、
飛ばす』を使って、
「口→耳→頭」に伝えられた、口承に由来するのである。
伊勢原台地周辺部が、縄文海進の後遺症を残した大湿地帯であった時代の下限を知るこ
とは難しく、粘土、シルト、砂礫などの沖積層を記す「柱状地質図」の分析結果を参考にし
なくてはならない。本サイトは、やはり調査不足で、付近の総合的な柱状地質図を見たこと
がないので、古地名をもとに、各地名群の命名年代を考えてみよう。
図 24 の伊勢原台地の図に示した範囲には、比定地が確立している郷（○ 印）と『延喜式』
神名帳にのる神社所在地名が記されているのでこれをあげよう。
『和名抄』にのる大住郡の
郷は、中島郷を除いて西南部から時計回りに記録されているので、これに従い「方見、和太、
三宅」という比定地の決まっていない郷を推定した。
大住郡
○中島 Nakasima

神奈川県茅ヶ崎市中島

○高來 Takaku

神奈川県中郡大磯町高麗

高來神社

○川相 Kafafi

神奈川県平塚市纏字川井

金目川・鈴川・渋田川合流点

○片岡 Katawoka

神奈川県平塚市片岡

片岡神社

方見 Katami

（神奈川県平塚市真田）

和太 Wata

（神奈川県秦野市鶴巻）

○日田 Fipita

神奈川県伊勢原市三ノ宮

○大服 Ofofatori

神奈川県平塚市岡崎字大畑

○櫛椅 Kusifasi

神奈川県伊勢原市串橋

○驛家 Mumaya

神奈川県伊勢原市笠窪字三ノ輪
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式内比々多神社､比々多村

箕輪驛

○渭邊 Numape
○石田 Isita

神奈川県伊勢原市沼目
石見

神奈川県伊勢原市石田

○大上 Ofokami

神奈川県平塚市大神

○前取 Sakitori

神奈川県平塚市四之宮

三宅 Miyake

式内前取神社

（神奈川県平塚市馬入）

餘戸 Amarupe
よ ろぎ

餘綾郡
○金目 Kaname

神奈川県平塚市南・北金目

式内比比多神社

Fipita

伊勢原市三ノ宮

式内高部屋神社

Takapeya

伊勢原市下粕屋

金目村､金目小学校

㊟ 大住郡日田（日日田）郷、大服（大服部）郷は二文字化による省略型、
石見郷は、石田郷の誤写と推定されている。
先に地名解釈をした伊勢原台地をとりまく湿地端の崖端地名が、律令時代の郷の起源地
名としてあがる。関東地方（常陸国→茨城県を除く）で、律令時代の郷がこれほど残ってい
る郡も珍しく、武蔵・相模国で唯一の大郡である大住郡ほど、郷が密集する地域は他に存在
しない。ここから奈良～平安時代に伊勢原台地周辺が活況を呈していた様相が浮かびあが
り、これだけの郷（一郷は 50 戸、約 1,400 人）が密集することは、台地下の平地はかなりの
部分が水田耕作地になっていた様子を想定できる。
なんども検証したように、地形地名は飛鳥時代以後の命名が考えにくいので、湿地の崖端
地名群は古墳時代以前、おもに縄文時代に命名されていた様子を強く感じとれる。なお伊勢
原台地西方に位置する各郷には、次の地名解釈がとれそうである。
片岡郷

Katawoka Kata．肩、片：段丘上部。潟：入江＋tawo：崖、谷＋woka：岡。

金目郷

Kaname

Kana：Ｌ型地形、崖＋name：水際の斜面。me：∪型地形。

方見郷

Katami

Kata．肩、潟＋tami⇔mita：湿地、水際。

（平塚市真田）

Tsana：棚、段丘＋nata．鉈：なだらかな段丘端の直立崖。

和太郷

たわんだ入江状地形（わだかまり）。

Wata

（秦野市鶴巻）

Turu．吊る：∪型地形＋ruma⇔maru：∩型地形＋maki．巻く。

隣接した各郷に共通する要素は「入江状地形」であり、この地名群をつけた時代には片岡、
金目、方見（真田）、和太（鶴巻）に入り海があった様子を感じとれる。こうして大雑把な検
証をすると、伊勢原台地周辺の崖端地名は、海進時の縄文時代前期～中期、平地の湿地名は
海退期の縄文時代後期～晩期の命名、と考えるのが無理のない解釈法と思う。
また大住屯倉が記録にないため、三宅郷は「Miyake←Mifake＝Mifa：水端＋fake：吐く」
の解釈から、馬入川（相模川）起源地で湿地端を表わす旧河口の平塚市馬入をあげた。
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『和名抄』に「國府在大住郡」と記録されたことから、相模国府は、高座郡の海老名から
大住郡へ移動し、さらに餘綾郡の大磯へ三転したと考えるのが普通である。
大住国府は、伊勢原市三ノ宮（式内比々多神社所在地：日田郷）、平塚市四之宮（式内前取神社
所在地：前取郷）の二ヶ所が候補にあげられてきたが、近年の発掘調査により、平塚市四之宮

から真土（Simuto＝Simu．湿む：湿地＋muto：∪型湿地＝相模川の自然堤防の後背湿地につけた
地名）付近が、大住国府の地として有力視されている。

平安時代末には、伊勢原台地先端の伊勢原市岡崎（Woka：岡＋kasa. 浙す：水につける、
笠、傘：∧型地形＋saki：先、崎）に、三浦氏の一族（岡崎氏）によって岡崎城が築かれた。

この城趾からは相模平野、相模湾が一望でき、周囲を水田に囲まれた天然の要害である舌状
台地先端の高台は、戦国時代のみならず、弥生時代後期、とくに「倭国の乱：卑彌呼没後に
起きた畿内⇔中部・関東の戦乱：250 年代」に注目されたのは確実である。

こうした史実や様々な推測を交えると、大住郡の郡名発祥地は、伊勢原台地南端にある
おおはとり

「岡崎：伊勢原市岡崎、平塚市岡崎。一つの地名を二つの市で共用した例：大 服 郷」と考
えたい。この地は、最初にあげた大住（水際の崖端上部）の名を伝える、大住中学校がある
平塚市城所の隣町なのである。
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(9)

餘綾郡（余綾。Yoroki→よろぎ→ゆるぎ：淘綾）

「よろぎ」とは、当てた漢字をふくめ取りつきにくい感じの郡名である。領域の変化が激
しかったため、郡の範囲は正確に復元されていない。おおよそ「平塚市西南部、秦野市西部、
中郡大磯町と二宮町、足柄上郡中井町、小田原市東部」が郡域に想定されている。
餘綾郡は、平安時代に「淘綾郡」に名を替え、明治 32 年に大住郡と合併して「中郡」と
改名して消滅した。いまは大磯町東部（大住郡高來郷）をのぞく大住郡内の町村に、すべて
市制が敷かれたため、神奈川県中郡は旧餘綾郡の範囲を表わしている。元の名に戻して良さ
そうな感じもするが、
「餘綾（余綾）、淘綾」では読める人も少なく、いちいち辞書をひかな
ければ書けそうにない。地名は、簡潔でやさしいものが良いとおもう。
「よろぎ」は平安時代中期以降に「ゆるぎ」へ変化し、淘綾郡と漢字を当て替えている。
一般に、地名がいつ変化したということは、文献が数冊のこされていなければ判らない。と
ころが、現代に馴染みのない「よろぎ」も古代には有名な地名で、この変化が和歌に残され
たので、ある程度の推測ができる。
「さやの中山」と同様に、
「よろぎ、こよろぎ、こゆるぎ」
は歌枕に採用されて、
『万葉集』以来、数十種の和歌が詠まれてきた。

①

さが む ぢ

相模道の

よろ ぎ

まな ご

かな

余綾の浜の 真砂なす

子らは愛しく

思はるるかも

ａａｕｉｏ ｏｏｉｏａａｏ ａａｏａｕ ｏａａａａｉｕ ｏｏａｕｕａｏ．
『万葉集』
② こよろぎの

磯たちならし

巻十四 3372

磯菜つむ めざし濡らすな

沖にをれ波

ｏｏｏｉｏ ｉｏａｉａａｉ ｉｏａｕｕ ｅａｉｕａｕａ ｏｉｉｏｅａｉ．
『古今和歌集』 巻二十 1094
⓷ 君を思ふ

心は人に こゆるぎの

磯の玉藻や

今も刈らまし

ｉｉｏｏｏｕ ｏｏｏａｉｏｉ ｏｕｕｉｏ ｉｏｏａａｏａ ｉａｏａａａｉ．
『後撰和歌集』 凡河内躬恒
⓸ みちのくは
ｉｉｏｕａ

世をうきしまも
ｏｏｕｉｉａｏ

ありといふを 関こゆるぎの

いそがざらなむ

ａｉｏｉｕｏ ｅｉｏｕｕｉｏ ｉｏａａａａｕ．
『続千載和歌集』 小野小町

⓹ 風吹けば

波も岩根を

こゆるぎの

磯たちならし

千鳥なくなり

ａｅｕｅａ ａｉｏｉａｅｏ ｏｕｕｉｏ ｉｏａｉａａｉ ｉｏｉａｕａｉ．
『新葉和歌集』 冬歌
こうして「よろぎ、こよろぎ、こゆるぎ」を使った和歌を並べると、
「よろぎ⇒ゆるぎ」
の変化は、この地名が歌枕に採用されたために発した現象だった、と考えてみたくなる。
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少数音型が入らない①の和歌では、
「よろぎ」は地名を表わし、単に「浜」に懸かる序と
して用いられただけだが、②の「こよろぎ」は、郡名の餘綾に対する小餘綾（郷名）と共に、
「子供がよろける」意味を含み、③～⑤の「こゆるぎ」は動詞の「超ゆ、越ゆ」を表現する。
②に現われた「めざし」は子供の切り揃えた前髪が目を刺すほど長い状態を指し、ここでは
少女を意味する。少数音形の「をれ：命令形」が、
「沖に折れ波。沖に居れ、波」を共用する
のは見事なもので、④の句で「みちのく」が「陸奥、未知の国」
、
「うきしま」が「憂きし間、
ゆ るぎ

浮き島」
、
「いそ」を「急、磯」に懸けている。
「関こゆるぎの」関は、淘綾郡に接する足上
郡にあった「足柄の関所：899 年設置」を指している。
『掛け言葉』を楽しむ習慣は、縄文時代に組み込まれた日本人の特性といえそうである。
この様子が、平安時代以後の和歌に顕著に現われるのも、渡来系の官吏を中心に編まれた
『万葉集』と、庶民の好みを反映した、平安貴族の「感性」の差を表わしているのだろう。
さらに、最初に『ひらがな』を採用したのが、『古今和歌集』だった史実も大切である。
漢字で書くと意味が固定される言葉も、
『ひらがな』であれば、多彩な同音異義語を揃えた
『倭語』にうまく適合する。一般に、醍醐天皇の勅撰と伝わる『古今和歌集』も、実際は
きのとものり

きのつらゆき

おほしかふちのみつね

みぶのただみね

「紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑」という和歌に通じた官人を選んで、延喜 5（905）
年に右大臣の藤原時平が編纂をした。菅原道真を大宰府へ左遷した悪人ぶりが喧伝される
時平だが、
『ひらがな』の普及が平安時代後期の「国風文化」を育んだ史実と、律令の大綱
『延喜式』をまとめた功績はもっと評価されて良いだろう。
『後撰和歌集』が天暦 5（951）
年に、平安前期の歌人、小野小町の歌をのせた『続千載和歌集』と、
『新葉和歌集』は室町
時代に成立した。
『延喜式：927 年編纂』
『和名抄：931～938 年』が、この郡を「餘綾郡」と
記したので、「よろぎ→ゆるぎ」の変化は、930～950 年頃に始まったのであろう。
和歌に詠まれたように、
「よろぎ、ゆるぎ」は浜、磯に発した名と推定され、
「小淘綾の浜」
は照ヶ崎海岸（中郡大磯町）の別称として、いまも細々と生き続けている（次頁地図に記載）。
「よろぎ、ゆるぎ」は、オノマトペの「yoroyoro，yuruyuru，yurayura」
、動詞の「寄る、
よろける。揺る、揺らす」と関係して、
「Ya」行を「Pa，Fa」行に置き換える常套手段を使
用 す る と 、 選 る に 「 poroporo ： こ ぼ す 」、 揺 る に も 「 purupuru→buruburu ： 震 え る 。
purapura→burabura，furafura：振る、ふらつく」が現われるのが面白い。
「Yaru．遣る」と「Faru．張る」とでは、
「Pa，Fa．刃、端」
「Ya．矢：縄文時代草創期に誕
生。Firu．放る→Iru．射る」
「Fari．針。Yari．槍：主に旧石器時代に使用。Fafuru．放る：
刃振る→Yapuru．破る」などの関係に注目すべきであろう。
「Foru．掘る：∪型地形」と「Yoru．
寄る、選る」に関係があるとすれば、砂浜での対象物の貝が連想されて、こうした様相から、

「Ya」行は、旧石器時代に「Pa，Fa」行から分離していた可能性も考えられそうである。
地名の「ゆら」は、森鴎外の『山椒太夫』に登場する「由良の湊：京都府宮津市由良」の
ように、ゆるやかな浦や浜に名づけられ、
「ゆり：百合、由利」もまた、ゆるい斜面に命名さ
れた地名である。
「よろ」を語頭におく自然地名には、次の例があがる。
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鎧 岳 (山 形 温 海)

鎧 崎 (兵 庫 鳴門海峡)

鎧 島 (岩 手 釜 石)

鎧 岳 (大 分 久 住)

ヨロ瀬鼻(長 崎 漁生浦)

鎧 島 (秋 田 戸 賀)

鎧ヶ峠 (山 口 小 郡)

与路島 (鹿児島 請 島)

鎧 島 (香 川 高 松)

鎧 崎 (三 重 鳥 羽)

鎧 島 (青 森 龍飛崎)

与論島 (鹿児島 与論島)

地名に使われた「Yorofi．鎧」の語源も難しいが、
「Foro．母衣、幌」との関係が興味をよ
ぶ。母衣は、南北朝時代以後に伝令のもつ異様な形の旗指し物へ変化したが、本来は矢を防
ぐ武具であり、幌のギザギサな伸縮自在の形にも、鎧との共通点を見いだせる。
「Fori．堀、壕」も戦闘上の防御施設として設置され、この辺にも「掘る、寄る、選る」
に近似の関係を感じとれる。「poroporo→boroboro」というオノマトペが、ものが破れる様
子を表現するのも、こうした使用法に由来するのだろう。
この仮説を使うと、
「yoroyoro．Yoro≒Foro」は「∨型・∧型の連続型」と推理できる。
鎧に「Yoro＋rofi⇔firo：広い崖。fi：水」を想定すると、岬と島に多用されたことにも納
得がゆく。
「rofi⇔firo」を人体の直立面「胸、腹、腰、背中、尻」と採れば、鎧の語源に
適合するかもしれない。餘綾は「Yoroki＝Yoro＋roki⇔kiro.切る：崖」と解釈され、入江と
岬が連続する「yoroyoro した磯」の地形を表現した地名と考えてみたい。
餘綾郡の七郷は、江戸時代以来の研究成果から、全部の位置が確定している。
餘綾郡
伊蘇 Iso

神奈川県中郡大磯町大磯、小磯

餘綾 Yoroki

神奈川県中郡大磯町国府本郷

霜見 Simomi

神奈川県中郡二宮町二宮字塩見

塩海橋

礒長 Sinaka

神奈川県小田原市国府津

師長国造

中村 Nakamura

神奈川県足柄上郡中井町半分形

中 村､中村小学校､中村川

幡多 Fata

神奈川県秦野市元町

秦野町

金目 Kaname

神奈川県平塚市南・北金目

金目村､金目小学校

餘綾郡の郷も、大住郡と同様に南

図 3-26

大磯町､大磯小学校

大磯町国府本郷 地形図 平塚

東から時計回りに記録され、歌枕に
「こよろぎ：小餘綾」と表現された
餘綾郷は、大磯町国府本郷付近に比
定されている。大住郡の項に記した
ように、縄文海進の時代に深い入江
であった国府本郷付近が、どの時代
まで港の機能を備えていたかが判
りにくい。というのも、この時代か
ら現代にいたる約 6,000 年の間に、
相模トラフに近いこの付近は、25ｍも隆起した史実を考慮しなければならない。
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かはわ

大正 12（1923）年の「関東大震災」は震源が相模湾だったために、二宮町（二宮町川勾に
式内川匂神社が所在：相模国二ノ宮）では、この地震最大の 2ｍの隆起量を記録し、大磯町に

も同じ程度の隆起が確認されている。
こうした激しい地形変化を頭におくと、
「Yoroki」を命名した時代は、おそらく海岸線は
今より内陸側にあって、磯と砂浜、岬と入江が交錯した複雑な地形を想定して良いだろう。
現代の照ヶ崎海岸（小淘綾の浜）から大磯ロングビーチへ続く、その名どおりの長い砂浜は、
大磯町の起源になった「大磯、小磯、餘綾」の地名とは合わず、最初にあげた「奈良、平安、
室町」時代の和歌にも、そういった雰囲気を感じとれる。
改名後の「淘綾：Yuruki」は、磯の地形を表現した「Yoroki」と違って、緩い斜面を切り
とる段丘状地形の崖端を意味している。両者は命名思考の着眼点が違い、同一地形を表現し
たとは考えにくい。最初に推理したように、歌枕に採用されたことから、人為的に変形した
名と考えるべきであろう。
「Yoroki⇒Yuruki」の変化は、930～950 年頃と考えられるので、
平安時代前期に『地名の語源』がまったく伝わっていなかった様子も判る。
神奈川県には「Yuruki」の類似地名が二ヶ所にあって難読名として知られる。鎌倉市腰越
の七里ヶ浜西端に小動岬、高座郡寒川町に小動があり、いずれも小動を当てて「こゆるぎ」
と読ませている。どう考えても「こゆるぎ」と読めない小淘綾より、
「小動」は波の打ち寄
ゆる き

ゆるぎ

せる雰囲気が感じられて幾分ましな感じはする。しかし、山名の緩木山（大分 竹田）、 動
ゆるぎ

ゆるぎ

山（石川 白峰）、 震 岳（熊本 山鹿）、 揺 岳（宮崎 鞍岡）の当て字をみると、ゆるぎには
「緩木、揺木」をあてた方が良かったという感じもする。寒川町小動は、今の海岸線から 8km
も離れた相模原台地端に位置するが、付近も縄文海進時代に海に面した岬だったことが確
認されていて、七里ヶ浜の小動岬と同じ解釈をとれる可能性をみせている。
前項でふれたように、餘綾郡の大磯町は平安時代以降に相模国府が置かれ、
「大磯町国府
本郷、国府新宿。小田原市国府津」などの地名になごりを留めている。国府は現在の県庁に
あたり、その長は国司とよばれて今の県知事に相当する職種であった。
万葉の歌人、大伴家持は越中国司をつとめて越中・能登の山河風物を詠み、山上憶良は伯
耆・筑前国司、紫式部の父である藤原為時は越前国司、清少納言の父、清原元輔は周防国司、
菅原道眞も讃岐国司を勤めている。
『土佐日記』は、土佐国司の任を終えた紀貫之が、土佐
から帰京する様子を記した紀行文として名高いものである。
国府は、県庁と同様に地方行政をつかさどる役所であったが、法令の運用、税の徴収にあ
たる郡家の総括機関としての重要な役割を担っていた。さらに、中央官庁との連絡を密にす
る必要から、国府所在地はどの国でも水陸交通の要衝に位置した。聖武天皇の命により、国
府に近接して国分寺（741～780 年建立）が建てられた史実も大切で、関八州の国府、国分
寺所在地を記すと、次のようになる。なお国名のカッコ内の名は、国府が所在した郡名を表
わす。
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国府所在地

国分寺所在地

水

運

常陸国（茨城郡）

茨城県石岡市総社

石岡市府中

霞ヶ浦

下野国（都賀郡）

栃木県栃木市田村町古国府

下都賀郡国分寺町国分

思 川

上野国（群馬郡）

群馬県前橋市元総社町

群馬郡群馬町東国分

利根川

安房国（平群郡）

千葉県安房郡三芳村府中

館山市国分

平久里川

上總国（市原郡）

千葉県市原市総社

市原市総社

養老川

下總国（葛餝郡）

千葉県市川市国府台

市川市国分

江戸川

武蔵国（多磨郡）

東京都府中市宮町

国分寺市西元町

多摩川

相模国（高座郡）

神奈川県海老名市国分

海老名市国分

相模川

（大住郡）

神奈川県平塚市四之宮

相模川

（餘綾郡）

神奈川県中郡大磯町国府本郷

相模湾

今は行政区画が変化したため、別の市町村に属する「下野、上野、安房、武蔵」の国府・
国分寺は、実際には近接した場所に位置する。律令時代の中心地が下野・上野国を除いて、
明治時代初期に定めた県庁所在地と遠く離れているのも、交通手段の変化を明確に示して
いる。律令制度が崩壊した平安時代末には、国府が戦禍に見舞われたところも多く、その位
置すらはっきりしない場所もあった。近年、各地で発掘調査が行なわれて国府所在地が確定
しつつあり、現代に伝えられた「国府、府中、国分、総社」などの地名が、重要な手掛かり
になっていたところが大切である。
『平成の大合併』では、栃木県下都賀郡国分寺町は二町と合併して「下野市」となって、
群馬県群馬郡群馬町が高崎市へ編入され、千葉県安房郡三芳村も、安房郡の六町と合併して
「南房総市」に変わった。この三町村が市へ変化したのは平成 18（2006）年だった。
関東地方では、相模国のみ再度、国府が移設された史実が知られている。平安時代後期に
は大磯町国府本郷、すなわち「餘綾郡餘綾郷」に国府が置かれた。大住郡から餘綾郡へ国府
を移転した理由は、相模川の度重なる氾濫ではなかったか、と、平塚市四之宮付近の発掘調
査書に報告されている。これが原因であれば、国の西に位置して適切とは思えない餘綾国府
への移動も理解できる。
こうして、各国の国府所在地を並べると、港の機能を備えていなければ、餘綾に国府が設
置されることはなかったと考えられるのである。
そこで問題になるのが、小田原市の国府津である。この地名は、餘綾国府の外港として捉
えられてきたが、国府津と餘綾国府が 6km も離れていることや、国府津を「郡津」と記した
室町時代の文献記録から、
「こふづ」を郡衙に付属した港とする説が提起されている。さら
に『国造本紀』に記された「師長国造：餘綾郡磯長郷：小田原市国府津付近。Sinaka＝Sina：
緩斜面、段丘＋naka：緩斜面」を重視し、相模国（師長国？）最初の国府は国府津に置かれ、
さかむ

このなごりを地名に留めたという説も出されている。奈良時代の霊亀 2（716）年に相武・
師長の両国が統合されて、相模国が誕生したという。
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この国造の本拠地、旧国名発祥地の師長（磯長郷）が郡名に存続されず、餘綾が採択され
た裏には何らかの事情があったはずで、原因は「師長国造」の領域がヤマト政権の管轄外に
さかむ

あったからと推理をしたい。ただ、相武・師長国を統合したのは「大化改新：646 年正月」
とする説もあって、はっきりしないので、これ以上言及しない方が良いであろう。
よろぎ

ゆるぎ

郡名に採用した「餘綾→淘綾」を現代に継承する、海が深く、波の荒い「小淘綾の浜」は
明治 18 年、わが国最初の海水浴場が設けられた場所だった。だが、関東大震災で 2ｍも隆
起したために海水浴場の適地ではなくなり、大磯ロングビーチという総合レジャー施設が
造られたのも必然の成りゆきだった。
1,000 年もの昔、相模国の中心地として活動した付近で、官吏たちが早朝から一所懸命に
事務をとっていた姿を想像できる人が、ここに遊ぶ人たちの中に、何人いるかを考えるのも
一興だろう。
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⑽ 足上郡（Asikara no Kami→あしのかみ→あしがみ→足柄上：あしがらかみ）
足下郡（Asikara no Simo→あしのしも→あしげ →足柄下：あしがらしも）
「足上、足下」と書いて、強引に「あしからのかみ、あしからのしも」と読ませた両郡は、
現代にも「足柄上郡、足柄下郡」として存続している。足柄上郡では昭和 47 年に南足柄市、
足柄下郡は昭和 15 年に小田原市（現在の市域は足柄上郡、餘綾郡の範囲をふくむ）が市制を
施いたが、郡の大半が姿を消した東京都と神奈川県では、律令時代の姿を最もよく留めてい
るのが、両郡といえる。
大宝律令公布（702 年）後に、旧師長国「足柄郡」を分割した「足上、足下」郡は、例の
『二字化令』によって「足柄上、足柄下」郡からガラをとって、骨抜きにした郡名である。
当初は、この文字で「阿之加良乃加美、阿之加良乃資毛：
『和名抄』の表記」と読ませたが、
むろん長続きするはずがなく、次第に「あしのかみ、あしのしも」郡、
「あしがみ、あしげ」
郡と呼ばれるようになり、中世に「足柄上郡、足柄下郡」と原形へ戻されている。
ここに現代へ通じる、利用者不在の形式偏重のはしりがみられて、地名などは単なる記号
に過ぎない、という意識が伝わってくる。足柄郡を二つに分けるにしても、
『万葉集』に詠
われた箱根を使って、足上郡を「足柄郡」
、足下郡を「箱根郡」としなかったのは不思議な
印象を与える。これは現代にもあてはまり、郡が行政区画としての機能を失っても、昭和 43
年に西筑摩郡を「木曾郡」と改名した長野県の英断に拍手を送りたくなる。地名は、過去と
現在だけに使われるものでなく、将来を見据え、誰にでも判りやすいものにすべきだろう。
足柄郡のように、郡を二分した際に二文字化にこだわったため、解り難い記号へ変化した郡
名をあげておきたい。
原 形

分割後

推定起源地名

遠江国長田郡 Nakata

→長上・長下郡

静岡県浜松市安間町

長田郷

攝津国三島郡 Misima

→島上・島下郡

大阪府高槻市三島江

式内三島鴨神社

大和国層冨郡 Sofu

→添上・添下郡

奈良県奈良市歌姫町

式内添御縣坐神社

大和国磯城郡 Siki

→城上・城下郡

奈良県桜井市金屋

式内志紀御縣坐神社

大和国葛城郡 Katuraki→葛上・葛下郡

奈良県御所市林

葛城小学校､葛城川

美作国苫田郡 Tomata

→苫東・苫西郡

岡山県津山市総社

苫田郷

阿波国名方郡 Nakata

→名東・名西郡

徳島県徳島市国府町府中

名方郷､阿波国府

筑前国朝座郡 Asakura →上座・下座郡

福岡県朝倉郡朝倉町山田

朝倉宮(麻氐良布神社)

筑後国八女郡 Yame

→上妻・下妻郡

福岡県八女郡矢部村北矢部 八女津媛神社

豊前国三毛郡 Mike

→上毛・下毛郡

福岡県豊前市三毛門

三毛門小学校

分割後の郡名が近畿地方以東と、中国・四国・九州では違うところは注目すべきである。
中央集権国家の『日本国』誕生以前に、九州の八女郡と三毛郡が分割されていた史実から、
ヤマト政権（孝徳・斎明・天智朝）の領域は、九州地方を含んでいなかった様子が窺われる。
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この諸郡と同様、平安時代から中世にかけ、武蔵国多磨郡→多東、多西郡のように変化し
た郡も十数例みられたが、明治 11 年の『郡区町村編制法』によって、大部分が原形に戻さ
みょうどう

みょうざい

れた。現代にその後遺症を残しているのは、徳島県名 東 郡、名 西 郡、大分県下毛郡（Simo
かとう

か さい

tu Mike→しもげ）の他に、兵庫県加東郡、加西市があがる。加東・加西の原形は、中世に加
茂郡と当て換えた「播磨国賀茂郡、賀毛郡（播磨国風土記）。推定起源地名：兵庫県加西市福
住町。賀茂小学校所在地」であった。

「足上、足下」郡の原型、足柄郡の発祥地は、古代東海道の難所だった「足柄峠」
、また
は峠下の南足柄市苅野にある「足柄神社」に比定するのが普通である。
これで話が済めば簡単だが、
「足柄峠、足柄神社」は足上郡に属し、
『和名抄』に記載され
た「足柄郷」が足下郡に属したことが問題を複雑にする。さらに『万葉集』和歌にも、足上・
足下郡の足柄を微妙に区別した様子が残されていて、
「足柄」は、足上郡と足下郡の二ヶ所
にあった可能性が出てくる。この相当な難問を考えてみたい。
まず峠名と郡名が一致する例は次の諸郡にみられるので、これを列記しよう。
峠 名

国郡名

推定起源地名

刈田峠

陸奥国刈田郡

Katuta

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 式内刈田嶺神社､刈田郷

雄勝峠

出羽国雄勝郡

Wokati

秋田県雄勝郡雄勝町上・下院内

雄勝郷､雄勝川

碓氷峠

上野国碓氷郡

Usufi

群馬県碓氷郡松井田町横川

碓氷神社､碓氷川

高麗峠

武蔵国高麗郡

Koma

埼玉県日高市高麗本郷

高麗郷､高麗川

安倍峠

駿河国安倍郡

Ape

静岡県静岡市安倍町

安倍川

引佐峠

遠江国引佐郡

Inasa

静岡県引佐郡細江町気賀

引佐細江

鈴鹿峠

伊勢国鈴鹿郡

Sutsuka

三重県鈴鹿郡関町坂下字峠

鈴鹿郷､鈴鹿渓､鈴鹿川

与謝峠

丹後国與謝郡

Yosa

京都府与謝郡加悦町与謝

嘉麻峠

筑前国嘉麻郡

Kama

福岡県嘉穂郡嘉穂町上

嘉麻川

京都峠

豊前国京都郡

Miyako

福岡県行橋市長尾

長峽縣（景行紀）

伊作峠

薩摩国伊作郡

Isaku

鹿児島県日置郡吹上町中原

伊作小学校､伊作川

川辺峠

薩摩国河邊郡

Kafanope

鹿児島県川辺郡川辺町平山

川辺小学校

峠名は、峠そのものにつけた名のほかに、
「山、谷、沢」名や、峠下の小地名を採用した
ものが 40％ほどの割合で混入している。ここにあげた峠群も、大字・小字名からの転用を
想定するのが川名、郷名、郡名の起源を考えるうえでも素直な解釈といえよう 。
例外は、山頂に式内刈田嶺神社をまつる蔵王連峰の「刈田」岳を転用した刈田峠である。
東北地方では奈良～平安時代に新設された郡が多く、陸奥国安達郡（安達太郎山）、信夫郡
（福島市北部の信夫山）
、岩手郡（岩手山）を起源とした郡もあり、陸奥国刈田郡の起源地も、

古代の山岳信仰の伝統を残した刈田岳におくのが順当にみえる。
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また出羽国雄勝郡雄勝郷は、雄勝城が想定される「秋田県雄勝郡羽後町西馬音内、郡山」
付近に比定するのが通例だが、ここを流れる川は雄物川であり、
「雄勝峠、雄勝川」の起源
地には、峠下に位置して院内銀山がある「雄勝郡雄勝町上・下院内」をあげた。
『續日本紀』
天平 5（733）年、
「雄勝村に郡を建て、民を居く」記述も、院内銀山付近を指したと推定さ
れて、天平宝字 3（759）年の雄勝城設営時の「雄勝」は、範囲を拡大して羽後町も含んでい
たと考えたい。
そこで本題の「足柄峠」に移って、この名を直接、峠につけたか、あるいは南足柄市の「足
柄神社」からの転用名であるかを考えよう。
足柄は「Asi．芦、悪し：湿地＋sika≒sukasuka な砂礫地⇔kasi：水際の斜面＋kara：karakara，
garagara な石や岩の多い場所、崖」と解釈されて、足柄は河原につけた様子を感じとれる。
そうなると、狩川（←南足柄市苅野）流域の段丘上に位置する、足柄神社（南足柄市苅野）付
近が「足柄」の起源地として有力になる。
もうひとつの考え方は、すでに本サイトの常套手段と
なった「A」行を「Fa」行にもどし、足柄を「Fasikara」
と解する手法である。ここには「Fasi：端、崖」が現わ
れて、足柄峠にもふさわしい名になる。
「Fasikara」は、
箱根山が誕生した後に何度も噴火し、足柄峠に火山砕屑
物を降り積もらせた富士山の噴出物である火山弾、スコ
リア、軽石、火山灰に覆われた地質を鮮やかに表現した

図 3-27 足柄神社 地形図 小田原

峠名とも考えられる。だが、この現象は足柄神社付近にもあてはまり、全国的な峠名の命名
に

に

ぎ

傾向を頭におけば、やはり瓊々杵尊をまつる足柄神社を「足柄峠、足柄郡」の起源地に比定
するのが妥当であろう。
興味をさそうのは「Fasi」と「Asi」の関係である。
「箸」は二本の棒を∧型にして、その
「端」で物をはさむ道具で、∧型の「足」は二本の棒状の「端」ではしる器官である。歴史
的には、箸の使用は飛鳥時代以降とされていて、両者に密接な関係があったかは即断できな
いが、当初は小川の浅い場所に架けられていた、二つの橋台で支えられる「橋」の存在も見
逃せない。
「Asa：浅い。Asi．葦、悪し」は湿地系の地名、つまり川や海と密接な関わりを持
つ名で、きわめて論理的に構成した『倭語』の手法から、
「橋」は二つの橋台と湿地、∪型
地形の端の意味を折り込んで命名された言葉と想像したい。
口に備えた「歯」、石器（尖頭器）の「刃」
、鳥の「羽」
、棒の「端」
、橋の「端」は二ヶ所に
あって、川の「端」も両岸の二ヶ所にあるところが大切である。
こうして、足上郡の「足柄」は足柄神社付近に想定できるので、もうひとつの「足下郡足
柄郷」を検証しよう。足上・足下郡の各郷も比定作業の難しい部類に入るが、次のように比
定できるかとおもう。
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足上郡 Asikara no Kami
高家 Takafe

（神奈川県足柄上郡大井町山田、上大井）

櫻井 Sakurawi

（神奈川県足柄上郡松田町松田惣領）

岡本 Wokamoto

（神奈川県南足柄市塚原

伴部 Tomope

伴郡

岡本村､岡本小学校）

神奈川県小田原市東・西大友

餘戸 Amarupe
驛家 Mumaya

神奈川県南足柄市関本

坂本驛

足下郡 Asikara no Simo
高田 Takata
和戸 Yamato

神奈川県小田原市高田
（神奈川県小田原市久野、扇町）

飯田 Ifita

神奈川県小田原市飯田岡

飯田岡神社

垂氷 Tarufi

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥

垂水牧

足柄 Asikara
驛家 Mumaya

図 3-28

酒匂川

（神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯
神奈川県小田原市酒匂

芦ノ湯村）
小總驛

両郡の郷の配置だけでは、
「足上、足下」

地形図 小田原

の郡界がどこに引かれていたかは判り難
いが、地形変化の激しい相模トラフの国
府津・松田断層を流れる酒匂川が、平安
時代に現在の流路でなかったのは確実、
という歴史資料になっている。
小田原市国府津が餘綾郡、高田と酒匂
（小總驛）が足下郡、大友が足上郡に属し

た史実は、郡界だった酒匂川が、国府津
～酒匂の間で海にそそぎ、高田と東・西
大友の間で西に蛇行していたか、または
この間で、狩川が酒匂川に合流していた
様子を想定しなければ、当時の郡域を理
解できない。これは、大磯丘陵がこの
6,000 年間に 20ｍ以上隆起した事実と、
小田原市酒匂が、今の酒匂川から 600ｍ
も離れていることから、度重なる大地震
による地形変化によって、酒匂川下流の
流路が西へ移動した様子を暗示している。
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足上郡の「高家、櫻井、岡本」郷は、江戸時代から起源地が定まらない郷である。いま桜
井小学校が所在する旧櫻井村（小田原市曽比）、岡本小学校のある旧岡本村（南足柄市塚原）
は明治 22 年の『市制・町村制』によって数ヶ村を統合して誕生し、村名に『和名抄』郷名
を採用したことが明記されているため、単純に櫻井郷、岡本郷に比定してはならないと戒め
られている。
しかし全国的な傾向をみても、律令時代の郷は扇状地に立地する例が多く、足上郡の川と
交通路の配置から、足柄上郡大井町上大井、金子、山田付近に一郷（高家郷）、酒匂川と中津
川合流点の松田町に一郷（櫻井郷）、南足柄市内の狩川扇状地右岸に一郷（岡本郷）を当てた。
足下郡では、
「和戸、足柄」郷が位置のはっきりしない郷とされる。前者は「Yamato」と
よむのが定説で、地形語の「Yamato＝Yama：山、谷＋mato：谷端」は扇状地を表現したので、
久野川扇状地の「小田原市久野、扇町」に比定した。現代の地図・地名総覧には、小田急小
田原線に「足柄駅」
、足柄駅の所在地である「小田原市扇町←足柄下郡足柄村」に足柄小学
校が記されている。本書の流儀でゆけば、この地を「足柄郷」に比定できるのだが、残念な
がらこの名も古代に溯れない。
明治 22 年に誕生した足柄下郡足柄村…昭和 15 年 2 月に町制施行。同年 12 月に足柄下郡小
田原町、酒勾村、大窪村、早川村と合併して小田原市へ昇格…の中に「足柄」の字名はなく、

この村も櫻井、岡本と同じように、
『和名抄』郷名を村名に採択したようにみえる。
狩川との間に舌状台地を配して、久野川の小扇状地上にのる旧足柄村は、各種の交通路が
集結する酒勾川と狩川の合流点に位置して、郡名起源地としての十分な条件を備えている。
しかし河原と崖端を表現した「Asikara」にも適合する扇町（おうぎ←Afuki＝Afu．合ふ：
合流点、谷＋fuki．拭く：湿地）は、足柄の起源地とする証拠が揃わず、和戸郷に比定した

方が良さそうなので、ここを離れて、もう一つの足柄を訪ねてみよう。
『新編相模国風土記稿』
〈天保 12（1841）年成立〉は、足柄下郡の『和名抄』郷名の欄に「足
柄。阿之加良と註す、これ郡名の起源なるべし。いま箱根宿に此の唱あり」と記した。ここ
に併記された当時の村名・字名を対照すると、後の足柄下郡足柄村は「荻窪、池上、井細田」
の各村に該当したようで、小字名の中にも足柄はなく、今の小田急線足柄駅付近は「足柄郷」
とは考えられないようである。そこで、今度は箱根山を登ることにしよう。
足柄の

箱根飛び越へ

たづ

とも

行く鶴の 羨しき見れば 大和し思ほゆ

ａｉａａｏ ａｏｅｏｉｏｅ ｕｕａｕｏ ｏｏｉｉｉｅａ ａａｏｉｏｏｏｕ．
『万葉集』 巻七 1175
と、
『万葉集』にも詠われた箱根は、江戸時代に関所（1618 年設置）が置かれるほどの、
東海道屈指の要所だった。平安時代の東海道は、
『延喜式』に坂本驛（南足柄市関本）、横走
驛（静岡県御殿場市駒門？）が記録されたので、足柄峠を経由していたことが知られている。

74

足柄路は延暦 21（802）年の富士山大噴火で一年間通行不能となり、箱根路（湯坂道）が
新しく開かれた。富士山は貞観 6（864）年にも大噴火をしているので、平安時代は箱根路
も利用され、鎌倉時代から、足柄路に代わってこちらがメイン・ルートになっていった。
箱根火山は 40 万年ほど前から活動を始め、約 20 万年前に大火砕流を発生させて、低重
力異常型カルデラを造りだした。この古期外輪山の中に楯状火山が形成されて、再び 7～5
万年前に軽石流、火砕流を噴出して新期カルデラを造った後に、中央火口丘が噴出した三重
式火山である。噴火活動が停止していた約 3,000 年前、冠ヶ岳の大涌谷が水蒸気爆発を引き
起こし、早川を塞き止めて「芦ノ湖」が誕生した。
山名の箱根は、
「Fakone＝Fako．剥ぐ：崖＋kone．こねる：泥地、湿地」の解釈と共に、
「Fako．
箱：カルデラ＋ne．根」の意味をこめて箱根宿、すなわち箱根神社がある足柄下郡箱根町元

箱根に、
「芦ノ湖」誕生後に命名された地名と推理できる。
「Fakone」が倭語の韻律の少数音
型であることも弥生時代前後の命名を補強し、元箱根が箱根路の最重要拠点にあたること
から峠名、山名に転用されて付近の総称に昇格したのだろう。
『新編相模国風土記稿』に「足柄。箱根宿に此の唱あり」と記録されていても、箱根宿の
小字名一覧に足柄はなく、この名は、江戸時代後期でも通称として伝承されていたのであろ
うか。ここで少々気になるのが、
「足柄、芦ノ湖」が、共に「Asi：湿地」を語頭に使ったこ
とである。湖名も他の大地域名と同様、湖畔にある重要な地名をとったところに着目すると、
両者になんらかの関係があった、との発想がうかぶ。
そこで、興味ぶかい様子が記録された、
『万葉集』にのる「足柄」を歌枕とした和歌をあ
さきもり

げたい。これも数が多いので、東歌（巻十四）、防人歌（巻二十）にみられる東国方言特有の
難しい表現は気にしないで、原本に漢字、万葉仮名で記された「あしがら」の地名と歌謡番
号にだけ注目していただきたい。
と ふ さ

あしがら

鳥総立て 足柄山に

き

船木伐り

木に伐り行きつ あたら船木を

ｏｕａａｅ ａｉａａａａｉ ｕａｉｉｉ ｉｉｉｉｕｉｕ ａａａｕａｉｏ．
巻三
あしがら

たづ

足柄の

とも

箱根飛び越へ 行く鶴の 羨しき見れば
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ａｉａａｏ ａｏｅｏｉｏｅ ｕｕａｕｏ ｏｏｉｉｉｅａ ａａｏｉｏｏｏｕ．
巻七 1175
あ

し

が

ら

安思我良の

をてもこてもに 刺す罠の

ａｉａａｏ ｏｅｏｏｅｏｉ

かなる間しづみ

子ろ我れ紐解く

ａｕａａｏ ａａｕａｉｕｉ ｏｏａｅｉｏｏｕ．
巻十四 3361
あ

し

が

ら

や

ま

我が背子を

大和へ遣りて

待つしだす 安思我良夜麻の

ａａｅｏｏ

ａａｏｅａｉｅ ａｕｉａｕ ａｉａａａａｏ

杉の木の間か
ｕｉｏｏｏａａ．
巻十四 3363
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あ

し

が

ら

安思我良の

箱根の山に

粟蒔きて

実とは成れるを 粟なくもあやし

ａｉａａｏ

ａｏｅｏａａｉ ａａａｉｅ ｉｏａａｅｕｏ ａａａｕｏａａｉ．
巻十四 3364

もも

あ

し

が

ら をぶ ね

ある

おほ

か

も

百づ島 安思我良小舟 歩き多み 目こそ離るらめ
ｏｏｕｉａ

心は思へど

ａｉａａｏｕｅ ａｕｉｏｏｉ ｅｏｏａｕａｅ ｏｏｏａｏｅｏ．
巻十四 3367

あ

し

が

ら

かしこ

こち で

安思我良の

御坂 畏 み

曇り夜の 我が下ばへを 言出つるかも

ａｉａａｏ

ｉａａａｉｏｉ ｕｏｉｏｏ ａａｉａａｅｏ ｏｉｅｕｕａｏ．
巻十四 3371

あ

し

か

ら

く

阿志加良の

御坂たまはり かへり見ず

我れは越え行く‥‥以下省略（長歌）

ａｉａａｏ

ｉａａａａａｉ ａｅｉｉｕ ａｅａｕｅｕｕ‥‥
巻二十 4372
あ

し

が

ら

みね は

我が行きの

息づくしかば 安之我良の 峰延ほ雲を

見とと偲はね

ａａｕｉｏ

ｉｉｕｕｉａａ ａｉａａｏ ｉｅａｏｕｏｏ ｉｏｏｉｏａｅ．
巻二十 4421

あ

し

が

ら

いは

いも

安之我良の

御坂に立して 袖振らば 家なる妹は さやに見もかも

ａｉａａｏ

ｉａａｉａｉｅ ｏｅｕａａ ｉａａｕｉｏａ ａａｉｉｏａｏ．
巻二十 4423

あ

し

が

ら

安之我良の

八重山越へて いましなば

誰れをか君と

見つつ偲はむ

ａｉａａｏ

ａｅａａｏｅｅ ｉａｉａａ ａｅｏａｉｉｏ ｉｕｕｉｏａｕ．
巻二十 4440

あ

し

が

り

阿之我利の

土肥の河内に 出づる湯の

世にもたよらに

ａｉａｉｏ

ｏｉｏａｕｉｉ ｉｕｕｕｏ ｏｉｏａｏａｉ

子ろが言はなくに
ｏｏａｉａａｕｉ．
巻十四 3368

あ

し

が

り

まま

阿之我利の 崖の小菅の
ａｉａｉｏ

あ

ぜ

菅枕 何故かまかさむ

たまくら

子ろせ手枕

ａａｏｏｕｅｏ ｕａａｕａ ａｅａａａａｕ ｏｏｅａａｕａ．
巻十四 3369

あ

し

が

り

ね

安思我里の

箱根の嶺ろの

にこ草の

花つ妻なれや 紐解かず寝む

ａｉａｉｏ

ａｏｅｏｅｏｏ ｉｏｕａｏ ａａｕｕａａｅａ ｉｏｏａｕｅｕ．
巻十四 3370

あ

し

が

り

あ

き

な

しり

引こ舟の

後引かしもよ

こ

阿之我里の

安伎奈の山に

ここば來がたに

ａｉａｉｏ

ａｉａｏａａｉ ｉｏｕｅｏ ｉｉｉａｉｏｏ ｏｏａｏａａｉ．
巻十四 3431

あ

し

が

り

か

け

かづの木の

かづ

かづ

阿之賀利の

わを可鶏山の

我を訪さねも 門さかずとも

ａｉａｉｏ

ａｏａｅａａｏ ａｕｏｉｏ ａｅｏａｕａｅｏ ａｕａａｕｏｏ．
巻十四 3432
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いまは解説書にも「足柄」と表記される、歌枕にあてた二種類のよみ方は、
『万葉集』の
研究対象として古くから知られたものである。巻三・巻七の二首は原本でも「足柄」と当て
られていて、巻二十も「あしがら：阿志加良、安之我良」
、巻十四の東歌だけ「あしがら：
安思我良。歌謡番号：3361，3363，3364，3367，3371」「あしがり：阿之我利、安思我里、
阿之我里、阿之賀利。歌謡番号：3368～3370，3431，3432」と区別をしている。
なぜ、微妙な差をつけたかは、「あしがり」地名のなかでただ一つ比定地が定まっている
「土肥：足柄下郡湯河原町土肥。足下郡垂氷郷：3368」と、
「安思我良：3364，安思我里：3370」
を共用する箱根の存在から、
「あしがら」は足柄上郡で詠まれた歌、
「あしがり」は足柄下郡
の歌と推定されている。
つまり「足柄峠、足柄神社」は、現在の読みのように「あしがら」であり、
『新編相模国
風土記稿』が箱根宿に比定した足下郡「足柄郷」は、
「あしがり」と呼ばれた、別の地名と
考えられるのである。
「あしがり」にあてた「安思我里、阿之我里」という万葉仮名を眺めていると、この地名
こほり

は佐賀県神埼郡「吉野ヶ里、石井ヶ里、田道ヶ里」と同じように、律令時代初頭の「 評 、
さと

里」制度の里を「リ」と音でよみ、「あしがさと→あしガリ」と変化させた里名と想像した
くなる。この捉え方は弥生時代の「吉野ヶ里遺跡」が平成 2（1990）年に史跡に認定される
前に発想できなかったが、こう考えると、様々な現象を案外うまく解釈できるのである。
『新編相模国風土記稿』にのる江戸時代後期の小字名一覧、そして今の字名にも認められ
ないと記した「あしガリ」を、「あしがさと」の変化形と捉えると、関連地名は広く親しま
れる名として継承されていることが解る。箱根七湯のひとつ、足柄下郡箱根町「芦之湯」が
それである。
律令時代の「足柄郷」は、現在の箱根町と同様に箱根山全域…足上郡と足下郡の境界は、
早川に置かれたと推定されている…を領域としたほど広い範囲が考えられるので、
「あしが里」

の湯を表現して「芦之湯」が生まれたか、反対に、
「芦之湯」から「芦ヶ里」の名をつけた
との推理ができる。
じょ めい

『日本書紀』下巻を読んだ方ならご存じのように、
「舒明、孝徳、齊明、天武、持統」紀
に温泉名が頻繁に登場する。有馬の湯、道後温泉（伊豫の湯）、牟婁の湯（紀の湯：白浜温泉）、
束間温湯（松本市浅間温泉）であるが、四つの温泉は、いずれも郡名の推定起源地と重なる
ところが大切である。そこで飛鳥時代まで歴史を溯れる温泉が、郡の起源地名に関係する例
をあげよう。
国郡名

推定起源地名

陸奥国刈田郡 Katuta

宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 遠刈田温泉

出羽国田川郡 Takafa

山形県鶴岡市田川、湯田川

湯田川温泉

下野国那須郡 Nasu

栃木県那須郡那須町湯本

那須湯本温泉

下野国鹽屋郡 Sifonoya

栃木県那須郡塩原町中塩原

塩原温泉
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越後国魚沼郡 Iwonu

新潟県南魚沼郡湯沢町神立

湯沢温泉

伊豆国田方郡 Takata

静岡県田方郡大仁町田京

大仁温泉

伊豆国賀茂郡 Kamo

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂

下賀茂温泉

信濃国諏方郡 Sufa

長野県諏訪市諏訪

上諏訪・下諏訪温泉

信濃国筑摩郡 Tukama

長野県松本市筑摩

束間温湯（天武紀）

攝津国有馬郡 Arima

兵庫県神戸市北区有馬町

有馬の湯（舒明紀）

紀伊国牟婁郡 Muro

和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎

牟婁の湯（齊明紀）

但馬国城埼郡 Kinosaki

兵庫県城崎郡城崎町湯島

城崎温泉

但馬国二方郡 Futakata

兵庫県美方郡浜坂町指杭

浜坂温泉

伊豫国温泉郡 Yu

愛媛県松山市道後湯之町

道後温泉（天武紀）

豊後国速見郡 Fayami

大分県別府市鉄輪

肥前国高來郡 Takaku

長崎県南高来郡小浜町雲仙

峯の湯泉（肥前国風土記）

大隅国贈於郡 Sowo (So)

鹿児島県姶良郡霧島町田口

霧島温泉

薩摩国揖宿郡 Ipusuki

鹿児島県指宿市西方

指宿温泉

速見の湯（伊豫国風土記逸文）

とうおん

平成 16 年 9 月に温泉郡重信町・川内町を統合した東温市の誕生により消滅した「愛媛県
おんせん

温泉郡」が、聖徳太子や舒明・齊明天皇の足跡を残した道後温泉を起源としたのはいうまで
もない。わが国の代表的な温泉が、命名当時の中心地、または伝承名を採用した郡名の起源
に関係をもつところは重視すべきである。この史実は飛鳥時代から古墳時代、遡って「弥生、
縄文、旧石器」時代にも温泉が注目されていた様子を物語るのではなかろうか？
箱根は温泉の湧出地であるばかりでなく、黒曜石の産出地としても名高いところである。
黒曜石は火山噴出物であるガラス質の多い流紋岩の一種で、安山岩質のサヌカイト（讃岐石）
と共に、旧石器時代から鉄材にかわる弥生時代中期まで、刃物の原材料として重用された鉱
石だった。黒曜石の噴出年代と組成は産地毎に異なるので、いまはフィッション・トラック
法によって年代を測定し、蛍光Ｘ線分析法により成分を解析すると、その産地が比定できる
仕組みになっている。
この手法を遺跡から出土した黒曜石に応用すると、旧石器時代（約 30,000～16,000 年前）
の関東地方では、おもに「箱根、神津島、和田峠、天城山、高原山」から産出したものが使
われ、ある遺跡では当初は箱根産のみ、次の時代は神津島産、さらに後には和田峠産出の黒
曜石だけが使用されたという興味ぶかい事例が報告されている。むろんこれは一例で、逆の
例や様々な組合せも認められている。
旧石器時代に黒曜石の産地を厳選していた史実から、当然ここには「選ぶ：Erapu＝Era．
得る←減る＋rapu⇔pura.振る：捨てる」
作業があったわけで、ものの名前と地名がなければ、

「選ぶ」作業ができないことを頭におかねばならない。こうしたところからも、旧石器時代
には確実に言語が存在し、ものの名前、地名があった可能性を窺えるのである。
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箱根における黒曜石産出地は、新規外輪山の鷹巣山西側の畑宿、東側の笛塚などにあり、
畑宿は旧東海道に面し、笛塚は湯坂道の直下にあって「芦之湯」の近くに所在する。
ここで興味を惹くのは、古東山道の要衝に位置して黒曜石産出地である和田峠の峠下に
「下諏訪、上諏訪」温泉が所在することである。上諏訪温泉は、湯量の豊富な点でわが国屈
指の温泉であり、平成 5 年に公開された縄文時代後期の石器工房跡の鷹山遺跡（長野県小県
郡長門町大門字鷹山）や、和田峠で黒曜石を採取した自然地形に造詣のふかい人々が、日本

一の間欠泉を噴出する温泉を見過ごすことなど考えられない。おそらくこれは「湯坂道」の
笛塚と、
「芦之湯」の関係にもあてはまるのではなかろうか。
図 3-29

芦之湯と笛塚、畑宿

温泉名が郡の名に採用されるほど注目され、

地形図 小田原

歴史を縄文～旧石器時代まで溯れるとすれば、
黒曜石と関係をもつ「芦之湯」の温泉名から、
「Asikasato＝Asi：湿地＋sika：砂地＋kasa．
沂す：湿地＋sato：里」の名が生まれたとも考

えられる。江戸時代に干拓された芦之湯付近
は今でもわずかに湿地帯の様相を留め、ここ
には「阿字ヶ池弁財天」が祀られている。
あし

リ

江戸時代後期の箱根宿に「芦ヶ里」の伝承
が残った史実も興味をひくが、
「芦ノ湖の名は、
芦之湯から採られた」という伝説が、現代の
箱根町に伝えられているのは驚異である。
芦ノ湖と芦之湯は 2.5km も離れているので、以前この伝承の信憑性は薄いと考えていたの
うみ

だが、
「芦之湯→芦ヶ里→芦ノ湖」の転用を想定すると、伝説は充分に信頼できるのである。
芦ノ湖の誕生は約 3,000 年前の縄文時代晩期であり、この湖の岬につけた「鼻」地名群は弥
生時代に命名された可能性が高いので、「芦ノ湖」は縄文時代晩期～弥生時代初頭の命名、
「芦ヶ里」は縄文時代、「芦之湯」は旧石器～縄文時代の遺産と考えたい。なお、芦ノ湖の
「鼻名」は、第五章『地名考古学 6-(3) 芦ノ湖の鼻名』で検証したい。
もしこんな風に捉えられるなら、里を「郷：さと→ゴウ」に変更した霊亀元（715）年以
前の用法だった「足柄郡芦ヶ里」に、半ばユーモアを込め、郡名と紛らわしい「あしがり」
などと読ませるようにした人々の責任は重いといわざるをえない。
『好字二字化令』により、この里名に「足柄」の文字を当てて、次第に郡と同じ読み方に
変化していったのであろう。『和名抄』の足下郡足柄郷は「阿之加良」と訓をふってあり、
『新編相模国風土記稿』のように、誰が考えてもこの地を「足柄郡」の郡名発祥地としてし
まうのである。
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当時の国司、郡司などの役人たちが地名を丁寧に扱っていたならば、
『万葉集』にも詠わ
れた芦ヶ里には「阿志、足賀」里、または「足狩、芦苅」郷があてられたはずで、こうした
誤解が生まれることもなかった。奈良時代初頭に足柄郡を分割したときに、足柄上郡を「足
柄郡」
、足柄下郡を「箱根郡」と命名できなかったのも、両郡に「足柄」地名が併存したか
らだろう。この裏面に、飛鳥・奈良時代には『地名の語源、命名法』がまったく継承されて
いなかった史実が隠されているのである。
おなじように紛らわしい例は、のちに取り上げる「駿河国富士郡と富士山（推定起源地名：
静岡県富士宮市宮町。式内富士山本宮浅間神社所在地）と富士川（←山梨県南巨摩郡南部町福士）」
、

「信濃国（科野。推定起源地名：長野県中野市越。科野小学校所在地）と信濃川（←新潟県長岡
市西川口？）」の起源が、別の地名に発した可能性が高いところに共通して、ときには常識、

通説を疑ってみることの大切さが、痛切に感じられるところでもある。
なお、富士と信濃に関しては、第七章『富士川と富士山 1．川名の起源 ② 信濃川。２．
山名の起源 ② 浅間山と富士山。③ 富士川と富士山』で解説をしたい。
こうして足上・足下両郡を検証すると、やはり定説どおりに足柄峠、足柄神社を足柄郡の
起源地に比定できるようで、足柄郡の発祥地を「足柄神社」として、相模国の郡名推定起源
地を再掲し、神奈川県内の『和名抄』郷の分布図を作成して、武蔵国南部・相模国の郡名ル
ーツ探索の旅を終えよう。
鎌倉郡

鎌倉市御成町

大住郡

平塚市岡崎

御浦郡

横須賀市浦郷町

餘綾郡

中郡大磯町国府本郷

高座郡

藤沢市高倉

足柄郡

南足柄市苅野

愛甲郡

厚木市愛甲
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本サイトでは、平安時代中期に編纂された『倭名類聚抄：和名抄』に載る「郡、郷」の起
源地名の位置を推理をした。推定の根拠は、
『地名は四段（五段）活用動詞を「掛け言葉、逆
さ言葉」で結んだ、二～四音節の言葉で地形を表現した』仮説を立て、律令時代の郷の復元
を行なった。この模様を、地図に記入したのが次図である。
図 3-30

武蔵国南部と相模国の郷の分布図（推定） 衛星写真は『MAPIO JAPAN』より

現代の神奈川県に相当する武蔵国南部、相模国の郷の起源地名は、扇状地などの小川が流
れる台地端に多く立地した。本サイトの地名解釈で表わす地形は『崖端、湿地端が多い』、
と記した実例が浮上する。この辺に、仮説の正しさが現われているようにも見える。
現代の東名高速道路の神奈川県内の経路は、『延喜式 巻 28
兵部省』にのる官道、驛家の配列と一致するので、この模様を

都筑郡から再掲しよう。
渋谷 大橋 玉川 二子渡しー小高驛（川崎市高津区新作）ー
まちや

都筑郡衙（横浜市青葉区荏田町） 店屋驛（町田市鶴間字町屋）
あゆかは

あいこう

濱田驛（海老名市浜田町） 愛甲（厚木市愛甲） 国府
（平塚市四ノ宮）
さかわ

（小田市酒匂）

みのわ

をぷさ

箕輪驛（伊勢原市笠窪字三ノ輪） 小総驛
足柄峠
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現代の「東名高速道」は、厚木インターがある愛甲から南下せずに、伊勢原市 秦野市
足柄下郡松田町をへて足柄峠を越えている。旧大住郡の伊勢原市周辺に郷が密集する様子を
みると、
律令時代に東名高速の原点にある国道 246 号線が重用されていた史実が浮上する。
江戸時代以降に利用された国道 1 号線は、京浜東北線「（14）新子安駅」に記したように、
東海道の主要河川の起源地名が国道 1 号に並ぶので、弥生時代位に原型は出来ていたよう
に見えるが、相模国東部に街道ができるのは「鎌倉時代」と考えられそうである。
古代史探索に必須の『和名抄』の分析が、ほとんど行なわれていないのは不思議な現象と
いえるが、位置を表わす『地名』本来の使命を利用できるのが、古代地理の妙味と言えよう。
こうして、現代の「山手・赤羽線」
「京浜東北・根岸線」の駅名と、律令時代の武蔵南部
と相模国にあった郷名を、
『地名は二音節の基本動詞を掛け言葉で結んで、地形を表現した』
おなじ仮説を使って解いてきた。
しかしこの解法は、証明をしていない『仮説』であり、どのように仮説を導き出したかの
説明を行なっていない。そこで次章『言葉と地名』で、自然地名の「峠名」から仮説を導き
だした経緯を明らかにして、第五章『地名考古学』では自然地名の「岬、島」名と、字名に
共用される「崎、島」名などを比較対照して、地名の命名年代の推定を行ないたい。
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地名命名法は、なぜ奈良時代へ伝わらなかった？
奈良時代に編纂した『古事記』、
『日本書紀』
、
『風土記』に多くの地名説話が載るように、
古くから『地名』の語源探索は関心を寄せられてきた。しかし、
『地名』の普遍的解釈法と、
命名時期の特定は未解明のままである。記・紀・風土記に「地名の由来」としてのる語源解
説も、当てた漢字の意味、同音異義語をもとにした解釈を基本においている。
本サイトは第一章『山手線の歴史』
、第二章『京浜東北線の歴史』で、地名は「掛け言葉」
を利用して創作した仮説を立てて、二つ以上の「二音節の言葉」に分解して解読し、地名が
「一地点の地形を表現した」史実を解く、これまで提起されたことがない解釈法をあげた。
この解法を基に『山手線』
『京浜東北線』の駅名に古地形を対照し、山手・赤羽線 33 駅と
京浜東北・根岸線 46 駅…重複する「品川～田端」間の 15 駅と赤羽駅を除く…64 駅に採られ
た地名の命名年代を推定したので、結果を再掲しよう。
㊟ 駅名の「新大久保、新杉田、新子安」
「石川町、桜木町、大井町、有楽町」
「東神奈川、
上中里、本郷台」
「高輪ゲートウェイ」は、新・町・東・上・台・ゲートウェイを外
した原型の命名年代を推理した。
縄文時代：十条、板橋、目白、大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、目黒、大崎、
品川、高輪、神田、上野、日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚。
大船、本郷、杉田、根岸、山手、桜木、神奈川、子安、蒲田、大森、
大井、中里、王子、浦和、与野。
弥生時代：赤羽、池袋、五反田、田町、新橋、有楽、鶯谷。
磯子、石川、鶴見、蕨。
古墳時代：川口。
奈良時代：川崎。
鎌倉時代：横浜、大宮。
江戸時代：高田馬場、浜松町、御徒町、関内。
明治時代：恵比寿、東京、秋葉原。
昭和時代：港南台、洋光台、西日暮里、東十条、西川口、南浦和、北浦和。
平成時代：さいたま新都心。
地名と所在地形との対照、命名年代を推理した根拠は、
『山手線の歴史』
『京浜東北線の歴
史』各項を御覧いただきたい。
地名の解法は、一つひとつ命名年代が異なる字名を採用した「町名、駅名」ではなく、特
定の地形に当てた自然地名、「島（2,861 例）、崎（1,901 例）、峠（3,227 例）」を集計して、
アイウエオ順に整理した三つの地名資料に、自然に浮かびあがる規則性を基本に置いた。具
体的な解説は、第四章『言葉と地名 2 峠名の解き方 ⑴ 桜峠』以降で行ないたい。
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「字名」地名をつけた時代が、
『縄文・弥生時代』へ極端に片寄ることを意外に感じられる
方が多いと思う。地名が表現した地形が、どの時代にあったかを「地質学、地形学、考古学」
の見解を参照すると、この結果が得られる。
弥生時代の命名を考えた駅は、
『縄文海退』終了後に陸地化した江戸前島（新橋、有楽）と、
湿地を表わした地名で弥生時代に利用を開始した可能性がある名（赤羽など）をあげた。
「川口：Kafakuti→Kawaguti」は、古墳時代頃に荒川河口になった埼玉県川口市川口が起源
地にあがる。川口は「川が（水や土砂を）吐く口」と共に、
「川が（支流を）分く口：分流点」
に付けられている。
『掛け言葉』を基本に据えた造語法から「Fa→Ha→Wa」行の転移と、縄文
人がアイヌ人と同様に、河口を原点において「川」を捉えていた姿が浮かびあがる。
「川崎：Kafasaki」地名は、
「川が挟む崎：合流点」につけた例と、
「川の先：河口」につけ
たものがあり、東海道本線の「川崎」駅は多摩川河口の意味で命名されている。川崎市の起源
地名は、
「川が挟む崎：合流点」の命名法が継承されなかった、奈良時代前後の命名が考えら
れるようで、こうした例は他の沖積平野にも点在する。
「横浜」は、大岡川の分流、中村川河口にあった入江に東京湾の時計回りの海流の影響で、
いまの山下町に細長い浜の砂嘴ができて、鎌倉時代頃に「横濱」とつけたことに由来する。
このように、『地名』は一地点の地形を表現したところが大切である。この定義を応用した
のが、本章の『古代の東京、神奈川』で行なった郡名起源地探索で、神奈川県の旧郡名起源地
の位置を推定して、地形区分図に記入したのが次の図である。
図 3-31 神奈川県の地形区分と郡名の推定起源地（●印）

しもすえよし

縄文海進と貝塚分布図

たちばな

し ほ ぐ ち

つづき

左の図、下末吉台地の三つの赤点は、うえから武蔵国橘樹郡（川崎市高津区子母口）、都筑郡
にっぱ

くらき

（横浜市港北区新羽町）、久良郡（横浜市磯子区栗木）の推定起源地を地図に記したもので、三浦
みうら

うらごう

おなり

丘陵の湊に立地したのが相模国御浦郡（横須賀市浦郷町）、鎌倉郡（鎌倉市御成町）であった。
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五郡の起源地名は、鎌倉郡を除いて、縄文時代早期から晩期（約 9,000～2,800 年前）の貝塚

密集域にあって、郡名起源地にも貝塚遺跡が存在する。
たかくら

あゆかは

あいこう

おほすみ

多摩丘陵の西にあった高座郡（藤沢市高倉）、愛甲郡（厚木市愛甲）、大住郡（平塚市岡崎）、
よ ろぎ

あしがら

餘綾郡（中郡大磯町国府本郷）、足柄郡（南足柄市苅野）では、高座郡と餘綾郡の起源地名が相
模原台地と大磯丘陵の谷間にあって、愛甲・大住・足柄郡の起源地名は、台地端に立地した。
本章では、相模国西部五郡の起源地名が地域の代表名になったのは、縄文海進時代の前期（約
7,000～5,500 年前）から、海が後退した中期（約 5,500～4,500 年前）の間に想定した。
たかくら

あらか

律令時代初期、約 1,300 年前の相模国府は、海老名市国分（高座郡有鹿郷）に置かれたが、
奈良時代以後の高座郡高座郷（藤沢市高倉）は、今と同様、谷間の集落としか考えられない。
奈良時代に相模の中心だった相模川中流左岸の郡名が、現代に継承された「高座：たかくら→
カウザ（江戸時代初期に音転）→コウザ」であるのは、縄文海進のピーク（約 5,500 年前）に、
高座郡高座郷が相模原台地、谷間の湊として重用されていた姿が浮上する。
次の図は、今は東京都になった武蔵国豊島郡（●印）、荏原郡（●印）、多磨郡（●印）各郷の
位置を推定して地図に記した図である。
おほしま

ひのと

江戸川の文字の近くにある郷は葛飾郡「大島郷」を表わし、これに続けて豊島郡「日頭、
うらかた

あら はか

ま むた

た もと

むまや

ゆしま

ひろをか

さくらた

き

た

み

た

かかし

え ぱら

む まや

かまた

を

の

い しつ

を やき

をかは

かはくち

占方、荒墓、驛家、湯島、廣岡」郷、荏原郡「櫻田、木田、御田、覚志、荏原、驛家、蒲田、
せ

た

こまえ

あ また

を しま

にふた

満田、田本」郷、多磨郡「勢多、狛江、海田、小島、新田、小野、石津、小揚、小川、川口」
郷を記入した。各郷の比定作業は、本章の各項を御覧いただきたい。
図 3-32

東京の郷の分布（推定）

右図は縄文海進時の海岸線と貝塚遺跡

図に現われたように、奈良～平安時代の東京の郷は、多摩川流域と武蔵野台地東端だけに
偏在する特異な様相が出現する。郷の比定に不確実な要素があるので不完全だが、ある程度
の史実は語っているとおもう。
古代の東京は、水利の悪い武蔵野台地と、
『縄文海退』の後遺症を残した低湿地が利用で
きない悪条件が重なった地域だった。そのため郷の位置は湧き水がある武蔵野台地⇔下町
低地の接点と、多摩川流域だけに連続する、原始的な配列を見せている。
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「山手・京浜東北線の駅」「神奈川県旧郡の起源地名」
「東京都の律令時代の郷名」
、三項目
に共通する要素は、地名の命名時期が『縄文時代』へ片寄ることである。なぜ、こんな極端な
状況になったかの探索が、『地名・言葉の語源』が現代に伝わらなかった原因追及へ繋がる。
後に示すが、これは関東地方西南部だけでなく、日本全国に共通する現象である。
『言葉と地名』を表題に置く第四章と、第五章『地名考古学』では、自然地名の「峠・越」
「崎・鼻」
「島」名の分析を行なう。この地名群の命名年代を推定すると、字名を扱った前
二章と同じように、やはり大半が縄文・弥生時代につけた史実が浮上する。
と同時に、
「峠・越」
「崎・鼻」の一部が古墳時代中期…五世紀…まで命名されていた形跡は
感じられるのだが、七世紀の飛鳥時代から八世紀の奈良時代以降に、二音節の言葉を組み合わ
せて地形を表現する、
『地形地名』がつけられなくなった様子を感じとれるのである。
この模様が、現代の歴史学で【空白の四世紀】
、または【空白の 150 年】と形容される時代
と

よ

を考えるヒントになりそうである。
【空白】と呼ばれる理由は、
『魏志』倭人伝にのる臺與が西
さん

晋へ朝貢した 266 年から、
『宋書』倭国伝にのる倭王讃が 421 年に宗の高祖、武帝へ朝貢する
までの 150 年間、中国の歴史書に「倭国」関連の記録が載らなかったからである。
近年では考古学上の発掘成果を基に、弥生時代中期の倭国の大乱…180 年頃：九州⇔畿内の
戦乱…と、卑弥呼没後におきた倭国の乱…250 年頃：畿内⇔中部・関東の戦い…が終わった後、
まき むく

全国に平和が訪れた様子が、纏向遺跡（奈良県桜井市東田・太田付近）に「九州、四国、中国、
中部、関東」地方各地の土器が集中する事実に表わされているという。
この後の古墳時代（四～六世紀）はヤマト王権の誕生から、豪族が支配した諸国が統合され
てゆくダイナミックな変遷が想定されている。倭の五王最後の一人、478 年に「使持節都督,
わ

し らぎ

みまな

か

ら

しん かん

ぼかん

ぶ

倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍」の称号を授けられた倭国王の武
ゆうりゃく

おほはつせのわかたけ

（ 雄 略 天皇：大泊瀬幼武）の時代に、
「九州、四国、中国、近畿、中部、関東、東北南部」の

各一部が、ヤマト王権の同盟国になっていたとも推測されている。
戦乱の二世紀から、平和な時代へ移る三世紀後半の弥生時代後期～古墳時代前期の四世紀
には、地名の表現法が大きく変化した痕跡が「自然地名」
、とくに『峠名』と『鼻名』に平和
な雰囲気を湛えた名が数多く、現代に残されているように感じとれるのである。
国・郡・郷名や市町村名に使われた『字名』は、日常生活や国家運営、地方自治と密接な関
係を持つため、一度決定すると変わらない。というより、替えられない定義づけができる。
これに対して、日常生活・国家運営にさほど関わらない「山、峠、岬」などの『自然地名』群
は、時代に合わせた変化ができる余地をもっていた。
『字名』、
『自然地名』
、二つの地名のもつ性質の違いが、現代に継承された『字名』の大多
数に一万年以上つづいた『縄文時代』の命名を想定する理由である。前二章で、駅名や市町村
名を『記号』に替える悪癖が、明治時代に始まり、昭和・平成時代に急増した現象を取り上げ
たのも、現代の感覚で歴史を捉えてはならないことを提起したものである。
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また、三～四世紀に戦乱の時代から平和な時代へ移り、考古学で交易の活性化が認められて
いる陸上交通路の「峠」名、海上交通の要衝である「岬」名が、弥生時代後期～古墳時代前期
に従来の命名法と違った表現法へ変化したばかりでなく、峠に『～越』
、岬には『～鼻』地名
群を追加新設した事実が、陸・海の交易活性化を語っている。
この史実は、「峠名」を主体にする第四章の『言葉と地名』
、
「岬と島」を主題に置く第五章
『地名考古学』に詳述したい。
さらに重要な史実は、文字を持たなかった『倭語』へ一字一音の万葉仮名から、一字で二
音以上を表わす「漢字」を当てたことが、地名の創作法をはじめ、言葉の成立過程までを失
った原因にあがる。
これは本サイトの基本仮説におく地形表現…二音節の言葉、基本動詞を『掛け言葉』で結
ぶ表現…を消失したため、文献が生まれた奈良時代以降へ伝わらなくなり、
『言葉・地名』
の語源が解らなくなったようにみえる。
ここから、地形地名をつけなくなったのは。古墳時代中期の五世紀頃からと推理をした。
これは、七世紀後半に律令国家『日本国』が誕生した際の「国、郡、郷」名の命名状況に、
地名が一地点の地形を表現した定義が全く考慮されなかった史実に残されているので、
徐々に取り上げてゆきたい。
いまは全く関心も寄せられず、積極的に廃棄されて『記号』に置き換えられて行くだけの
『地名』には、歴史を再現する資料価値があることを御記憶いただきたい。自然地名、とく
に陸上交通の難所の『峠名』に素晴らしい命名法を考案して、縄文時代の地名と全く違った
系統の名称を創り出したのが、三世紀から四世紀であった。
ただ単に、中国の歴史書に載らなかっただけで、
【空白の四世紀】
【空白の 150 年】と呼ば
れているが、我が国の地名に、弥生時代後期から古墳時代前期の人々が知恵を絞って創作し
た言語資料が残されているのである。この具体例をあげる『峠』の解説は、次章の『言葉と
地名』の第二節「峠名の解き方 ⑴ 桜峠」以降で行ないたい。
いむぺのひろ なり

こ

ご しゅうい

平安時代初期の大同 2（807）年、斎部廣成が編纂した『古語拾遺』の序に、この模様を憂
いた文章が載せられているので、引用しよう。
き せ ん ろうしょう

あひつた

ぜんげんおうぎょう

けだし聞く、上古の世いまだ文字あらず。貴賤 老 少 口々に相伝へ、前言往 行 、存して忘
しょけい

ふ

げ きそ

おこ

れず。書契ありてよりこのかた、いにしへを語ることを好まず、浮華競ひ興り、かへりて旧
こと よ

老を笑ふ。つひに人をして世を経て、いよいよ新たに事世を追ひて変改せしむ。
かへり

顧 みて故実を問ふに、根源を知ることなし。
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我が国には、なぜ縄文時代の地名が多く残されているか？
文字をもたなかった『縄文時代』とは、どんな時代だったか、縄文の人々がどのように会
話をして、言葉・地名をどのように使っていたかを想像してみよう。私たち現生人類…ホモ
サピエンス・サピエンス…は、誕生当初から際立った特徴を持って生まれたのである。
人類は、約 700 万年前にチンパンジーなどのサル族から別れた、アウストラロピテクス
（猿人）を起源にしている。約 200 万年前のアフリカで、アウストラロピテクスから分化
したホモハビリス、ホモエレクトス（原人）などへ進化し、さらにホモサピエンス（ヒト
族）としてネアンデルタール人、クロマニオン人など数種に分かれたが、現存するのは、

ただひとつ、クロマニオン人の系譜だけである。
現代のヒト族は、「白人、黒人、黄色人種」などと別けられているが、これは気候条件
の違いに発した肌の色の微小差で、人類学上では、単一種のホモサピエンス・サピエンス
に区分されている。
約 15 万年前に誕生した現生人類は、約 40 万年前に出現して 2 万 5 千年前頃に絶滅した
ネアンデルタール人と比較して、ある身体上の特徴を備えていたために、現代まで生き続
けたと考えられている。この特性が、意志と情報を伝達するための『会話能力』だった。
ネアンデルタール人は、ヒトと比べて一回り体が大きく、脳の容積も 1,600 ㏄（ヒトの
脳の平均値は 1,450 ㏄）位あり、現生人類と比べて遜色のない知能を持っていたと推定され

ている。ただ、喉の奥（上気道）が短いために、分節言語を発声する能力が低かった可能
性が指摘されている。
15 万年前にアフリカ東部に生まれた現生人類は、約 5 万年前にアラビア半島へ進出し、
ここからヨーロッパ・アジアへ居住地域を拡大した。このとき、20 万年ほど前からヨーロ
ッパを中心に、西アジアから中央アジアに分布していたネアンデルタール人と遭遇した。
これは双方のＤＮＡ分析により、現世人類にネアンデルタール人の因子の 2～5％…が混入
していることが解読されて、同居した様子も推定されている。
同時期に暮らした二つの種の片方が絶滅し、一方が現代まで存続する原因に様々な説が
上げられてきたが、近年では、コミュニケーション能力と、集団の協調性の差に起因し
た、と採る説が有力視されている。
たとえば、獲物を採るときに一対一ではなく、集団で役割分担を決めて捕獲する様子
は、狼の群れなどに認められる。これをさらに進めて、獲物を落とし穴へ誘導するなど、
人類独自の手法を編み出して改良しながら継承し続けたコミュニケーション能力、会話力
が注目されている。この様子は石器の発達状況に残されていて、ネアンデルタール人の石
器は、ハンドアックス（握り斧、庖丁類）から槍先に使った尖頭器までだが、現生人類
は、骨などに小さな替え刃を埋めたマイクロブレード（細石刃）や、飛び道具の弓矢へ進
化させてゆく。
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さらに煮炊きを行なう土器の開発が、それまで食用に適さなかった植物…アク抜きが必
要なドングリ：シイ、カシ、ブナ、ナラ、トチの実…などや、魚介類・肉類の利用範囲を広

げて、定住生活を可能にしたところが大切である。
約 16,000 年前に、土器を発明した地域は、東アジアの「中国、日本、シベリア」のい
ずれかと推測されている。この時代は約 10 万年間つづいたヴュルム氷期が温暖化を始め
た時期に当たるので、東アジアでは、針葉樹林もしくは草原が、落葉広葉樹林帯に変って
ドングリを実らせ、これを食用として利用するため、一斉に土器の開発が行なわれと考え
る説もある。我が国の区分では、土器を開発して定住生活を始めたのが約 16,000 年前に
始まり、約 2,800 年前に農耕文化を取り入れた弥生時代へ替った、
『縄文時代』である。
次の図は、週刊朝日百科『日本の歴史』 39 「稲と金属器」
〈1987 朝日新聞社〉にのる
「戦争のはじまり 佐原 真」に掲載された図を転写したものである。
図 3-33

世界各地における、
「農耕社会」と「王権」の成立年代

図は起源元年（約 2000 年前）を基に、その前後の１万年の歴史を概観したものである。
ここには南・北アメリカ、オーストラリアが入っていないが、我が国の『食料採集段階：
縄文時代』が飛びぬけて長かった様子が解る。五十年ほど前は、この状況を文化が遅れた
地域と捉えていたが、世界史、人類学、考古学などの進展により解釈が一変し、我が国の
地勢・気候条件が『農耕文化』を採り入れる必要がないほど恵まれていた、と考えること
が定説化した。様々な分析の結果、縄文時代中期（三内丸山の時代。約 5,500～4,500 年
前）での個人の栄養状況は、江戸時代の平均より上位に位置づける説も出されている。
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近年は、縄文土器に描かれた造形の高い精神性・芸術性が注目され、四大文明に加えて
『縄文文明』が提起されるほど、世界の評価が上がっている。
考古学上は、狩猟採集の縄文時代（とくに前期から後期の間：約 7,000～3,300 年前）は、
東日本が西日本に較べて人口が多く、文化も進んでいたと捉えるのが普通の見解である。
これは落葉樹林帯（東日本）、常緑樹林帯（西日本）という植生の差に発した現象だった。
落葉広葉樹の「ブナ、ナラ、トチ」類、常緑広葉樹の「シイ、カシ」類を比べると、当時
の主食であったドングリの生産高が異なり、圧倒的に生産力が高い落葉樹林帯に居住地を
構えた結果が、人口分布の差をもたらしたと考えられている。
さらに「シイ、カシ」の実は水にさらすだけで食用になるが、「ブナ、ナラ」の実はア
ク抜きのために、灰汁（あく←Haku：アクを剥ぐ、吐く）を加えて煮沸する必要があり、利
用価値の高い「トチ」の実はさらに高度な技法を用いるなど、狩猟採集民として世界最高
度の文化を保有していたのが東日本の縄文人だった。
この様子は、現代の狩猟採集民族の生活限界とされる単位面積（1 ㎢）あたり 1 人の人
口密度を遥かに超えた関東地方（2.98 人／㎢）
、中部地方（2.40 人／㎢）という縄文時代
中期の人口密度推定値にも表わされ、
（0.1 人／㎢）前後の西日本と極端な差をみせてい
る。縄文時代中期の人口は 30 万人位と推定されていて、遺跡の約 80％が落葉樹林帯に形
成された史実にも注目しなければならない。
〈『縄文時代』 小山修三 1984 中公新書 733〉
わが国の歴史を考えるときに、気温上昇期の約 8,000 年前…縄文時代早期末…から、太平
洋側を流れる暖流の『黒潮』が、日本海へ『対馬海流』の分流を造った史実が大切である。
暖流が日本海へ流れ込んだため、列島は『春夏秋冬』の四季をもつ気候を備えて、水資源に
涵養された世界最高度の自然環境と、多様な動植物の繁殖に恵まれた。
中世にキリスト教布教のため来日した宣教師達が一様に驚いたのは、当時のヨーロッパ
諸国と比べ、勝るとも劣らない文化水準、人の和と礼節を重んじる一般庶民のレベルの高さ
であった。とくに町村の清潔さは、糞尿を道の側溝に捨てるのも当然としたヨーロッパとは
格段の差があり、東南アジアと同等に考えていた日本に、キリスト教布教は難しいと判断し
た文献も残されている。
おなじ様子は、弥生時代の『魏志』倭人伝、幕末の外国人文献にも記されている。世界最
初の百万都市の江戸を支えた、鎌倉～室町時代に形成されていた経済の流通機構（≒資本主
義）、現代がＧＤＰ世界第三位の巨大国であるのも、恵まれた自然環境、歴史の伝統と無縁

ではないのである。東日本の縄文文化が、狩猟採集民族として世界最高度のレベルにあった
史実は、あらためて見直すべき事柄であるとおもう。
分子生物学が発達した現在、母方の遺伝子だけを継承する「ミトコンドリアＤＮＡ」の
分析から、
「縄文人⇒倭人⇒日本人」のルーツ探索が始まった。父方のＹ染色体ハプログ
ループ分析を交えて推察すると、縄文人のＹ染色体がＡ～Ｔの 20 種のうち古いＤ型と判
定され、比較的新しいＯ型の中国・朝鮮など、東アジアの系統ではないと推定された。
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さんかんち

2016 年に、1952 年に発掘された後、丁寧に保存されていた三貫地貝塚（縄文時代後期～
晩期：福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字田丁場西三貫地）の人骨、男女二体の歯から、核ＤＮＡ

が抽出された。分析結果は、やはり東アジア系の核ＤＮＡとは異なる模様が報告された。
これまでの言語学上の『日本語』は、朝鮮語と同様にウラル・アルタイ語系に属し、イン
ド・ヨーロッパ語系の中国語や英語圏の言語と異なる区分がなされてきた。しかし近年では、
『日本語』はウラル・アルタイ語の系統と違った言語ではないか、との意見も出されており、
いまは新たな仮説を立て、論議すべき時代へ入った。
本サイトの基本仮説におく地形表現…二音節の言葉、基本動詞を『掛け言葉』で結ぶ表現…
の立証は、次章の『言葉と地名』の第二節「峠名の解き方 ⑴ 桜峠」以降で行なうが、こ
の様式が、
『言葉、地名』を一貫した共通論理を基に創作するために考案された。という更
なる仮説を立ててみたい。
縄文時代の地名のみならず、現代に継承された『日本語』の基本様式は、「a.i.u.e.o」
「ka.ki.ku.ke.ko」
「sa.si.su.se.so」…と、言葉の語尾に必ず母音をおく、
『開音節』
の構造を採るところが際立った特徴である。
また、オノマトペ（擬音語、擬態語）を多用するところ も日本語の特徴のひとつで、
「Potapota.
Potipoti. Potupotu. Potopoto」は水の落ちる音を表わしている。
「Pa→Ha→A」行の転移を
考えれば、
「Poti→Hoti→Oti：落ち」
、
「Poto→Hoto→Oto：音」の変化を想定できる。前者
に分解拡散のオノマトペ「Tiratira. Tiritsiri」の系列動詞を加えると、
「Oti：落ち＋tiru：
散る→Otiru：落ちる」が現われる。後者の「Hoto：秀処、富登」が、古語で男女の泌尿器、
生殖器を表わしたところも大切である。
先に、ドングリのアク抜きに灰汁（あく←Haku：アクを剥ぐ、吐く）を加えて沸かす必要
を記した。ドングリは縄文人の主食だったので、
「アク、灰汁、沸く」という言葉は、土
器を創った草創期まで溯るのは無理としても、
『縄文文明』の基盤を築いた前期（約 7,000
～5,500 年前）に辿れる可能性が高いことは、三内丸山遺跡（青森市三内字丸山。中期～後
期：約 5,500～4,000 年前）の復元状況に示されている。
〈㊟

三内丸山の主食はクリ〉

縄文時代に『掛け言葉』を利用して言葉を創ったと仮定すると、
『日本語』の基本動詞が、
二音節の四段活用…地名では五段活用…が多いことに納得がゆく。ここでは『開音節』の構
造と、語尾に必ず『ａ.ｉ.ｕ.ｅ.ｏ』の五母音をおく様式が威力を発揮した。さらに基本動
詞に同音異義語…Haku：吐く、掃く、剝ぐ、穿く、接ぐ。Waku；湧く、沸く、別く、分く。Aku：
開く、空く、明く，飽く、上ぐ、揚ぐ…を多数揃えたことが、複数の意味を持たせて、ものの

状態・状況を示す『言葉』の表現力を倍加させたのだった。
たとえば「作る：ｕｕｕ」は、
「Tuku. 突く＋kuru. 刳る：剥ぎ取る」という、黒曜石など
の石核から薄片を剥ぎ取る、打製石器の製法を連想させる。形容詞の「美し：ｕｕｕｉ」は、
「Utu：打つ＋tuku：突く＋kusi. 串、櫛：∧型・∨型地形」と分解できて、山岳地帯の急峻
な地形が浮上する。これに対して「汚し：ｉａａｉ」に、
「Kita. 階、段：段丘＋tana. 棚：
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段丘＋nasi. 成す：緩斜面、平坦地」の段丘地形が現われる。この対比は、目鼻立ちがくっ
きりした彫りの深い『縄文顔』
。のっぺりした渡来系の『弥生顔』を表わした。と、縄文人
側の感覚で捉えるのは如何だろう？ 「美し：ｕｕｕｉ」と、特異な韻律を使ったのは、美
人が少なかったからであろうか…。また、三つの言葉を合わせた「間違ふ：ａｉａｕ」は、
「待ち＋交ふ＝行き違い」が原義だが、
「待ち＋違ふ」
「間近＋交ふ」の意味を備えて、間近
の「間がゼロ」の時だけ正解であることを定義する。
「卵」は文字どおり「玉子。玉型の子：ａａｏ」の形質を表わすばかりでなく、
「球（殻）
が液体（白身と黄身）を溜めて巻く：Tama＋mako」の物理性質、
「Tama（魂）＋mako⇔koma
（込む）
」生命の源を重ねてつけたのは確実にみえる。
「玉型の子。溜めて巻く。魂を込む」
三者を簡潔に表わすには「Tamako」以外の表現はないようで、極限といえる造語法をとっ
ことだま

た言葉が尊ばれたのは、論理的な創作法が『言霊』と崇拝されたからだろう。
五段活用動詞の『ａ.ｉ.ｕ.ｅ.ｏ』段の意味を同一にしたことが、言葉を創り易くしたば
かりか、
『開音節』の構造が倒置語…逆さ言葉…の利用を活性化させた様子は、次章以降、
様々な地名の用例をあげてゆきたい。この種の言葉を探すのは楽しいが、これほど言葉を創
りやすい状況にした時代の人々は、誰もが参加して『言葉、地名』を付けたであろう。
『地名』の命名が流行した時代を推し測れる資料が、名著『地名の研究』
〈柳田国男 1968
角川文庫〉に載っているので、
「地名考察」の項から、原文を引用させていただこう。

自分の最も驚いたのは、
『壱岐国続風土記』を見た時であった。この島は内陸のやや大き
な一村の面積しかないのだが、その地名は優に数冊の写本を充たし、いたるところの海渚、
無人の小径までが、ほとんど一歩に一名というありさまであった。しかも異とすべきは、単
ゆうらく

へ いぶ

にそれが邑落を離れた平蕪の地なる点のみで、人の耕す田や畑の字ならば、こんな例はいず
れの地方にもあるので、長い歳月の間にできた事とはいいながら、いかにしてこのように莫
大な数に達したかと、舌を巻かずにおられぬほどである。ゆえにそれだけに地名が現在なお
顧みられずにいるのが、実をいうと不可思議な話である。
「いたるところの海渚、無人の小径までが、ほとんど一歩に一名（地名）というありさま
であった」と記されたので、地形表現を基本につけた地名と捉えて良いようである。先に触
れたように、地形地名の命名法則を忘れ去った飛鳥時代以後の命名は考えられないため、
『壱岐国続風土記』にのる莫大な数の名は、縄文時代中期頃につけた地名と推理をしたい。
これまであげた、『山手線の歴史』『京浜東北線の歴史』『武蔵国南部と相模国の郡・郷』
の起源地名の大半が、縄文時代につけたのは確実といえよう。そこで、縄文時代の言語の特
徴を検証するため、律令時代の郡名・郷名の共通項を調べると、
『開音節』という特別な形
態を保った『縄文語→倭語→日本語』の特性、と言うべき韻律が浮かびあがる。
次の集計は、武蔵国南部と相模国の郡名、郷名を母音の表記だけで表現した結果である。
〈㊟

あまるべ

むまや

ぐうけ

律令制度の「餘戸（aaue）驛家（uaa）郡家（uue）
」郷は、地名ではないので除外した〉
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武蔵国南部
と しま

豊島郡（oia）
え ばら

荏原郡（eaa）

ひのと

うらかた

日頭（ioo） 占方（uaaa）荒墓（aaaa）湯島（uia） 廣岡（iooa）
まむた

かかし

蒲田（aaa） 田本（aoo） 満田（aua） 荏原（eaa） 覺志（aai）
御田（ia） 木田（ia） 櫻田（auaa）

た

ま

多磨郡（aa）

をやき

にふた

小川（oaa） 川口（aaui）小揚（oai） 小野（oo） 新田（iua）
をしま

あまた

小島（oia） 海田（aaa） 石津（iiu） 狛江（oae） 勢多（ea）
たちばな

みやけ

あがたもり

橘樹郡（aiaa） 高田（aaa） 橘樹（aiaa）御宅（iae） 縣 守（aaaoi）
つ づき

都筑郡（uui）
く らき

久良郡（uai）

まちや

はさく

はたのや

ふくら

はとた

もろをか

店屋（aia） 立野（aio） 針圻（aau） 高幡（aaaa） 幡屋（aaoa）
鮎浦（uua） 大井（ooi） 服田（aoa） 星川（oiaa） 諸岡（oooa）
よしはし

洲名（ua） 良埼（oiai）
相模国
かまくら

ぬはま

はしたて

えかや

ひびる

みさき

鎌倉郡（aaua） 沼濱（uaa） 鎌倉（aaua） 埼立（aiae）荏草（eaa） 梶原（aiaa）
さかと

尺度（aao） 大島（ooia）
み うら

御浦郡（iua）

田津（au）

たかくら

御浦（iua） 氷蛭（iiu） 御埼（iai） 安慰（ai）
いさま

あらか

高座郡（aaua） 美濃（io） 伊參（iaa） 有鹿（aaa） 深見（uai） 高座（aaua）
ゐ

て

渭堤（ie）

しほた

に

ほ

寒川（auaa） 鹽田（ioa） 二寶（io） 岡本（oaoo）

とかま

おほむは

土甘（oaa） 河會（aai） 大庭（ooua）
あゆかは

あひな

おほすみ

たかく

いやま

ふなきた

むつくら

愛甲郡（auaa） 玉川（aaaa）英那（aia） 印山（iaa） 舩田（uaia）六座（uuua）
大住郡（ooui） 中島（aaia）高來（aau） 川相（aai） 片岡（aaoa）方見（aai）
ひびた

くしはし

ゐ

べ

和太（aa） 日田（iia） 櫛埼（uiai）渭邊（ie）

おほはとり

大 服 （ooaoi）

さきとり

石田（iia） 大上（ooai） 前取（aioi）三宅（iae）
よ ろき

餘綾郡（ooi）

伊蘇（io）

しなが

餘綾（ooi） 霜見（ioi） 磯長（iaa） 中村（aaua）

幡多（aa） 金目（aae）
あしからのかみ

足 上 郡（aiaaoai）

あしからのしも

足 下 郡（aiaaoio）

たかや

と もべ

高家（aaa） 櫻井（auai）岡本（oaoo）供部（ooe）
や まと

た るひ

高田（aaa） 和戸（aao） 飯田（iia） 垂氷（aui）
足柄（aiaa）

全国を集計した地名の記録として最古、平安時代中期に編纂された『和名抄』にのる国・
郡・郷名は貴重な言語資料でもある。
『言葉・地名』の創作法が古墳時代中期から失われて
いるので、ここに記された地名も、縄文・弥生時代の命名を想定して間違いないと思う。
この地名群には、「ａ.ｉ.ｕ.ｅ.ｏ」母音をふたつ組み合わせた 5×5＝25 母音のうち、
『ｕｅ.ｅｕ.ｅｏ.ｏｅ.ｕｏ.ｏｕ』という六つの母音が、武蔵国南部の 6 郡 39 郷に使わ
おほすみ

れなかった史実が浮上する。相模国 8 郡 60 郷もほぼ同様で、大住郡（ooui. 推定起源地：
たかくら

おほむは

おおば

と もべ

平塚市岡崎）と高座郡大庭郷（ooua：藤沢市大庭）が「ｏｕ」母音、足上郡伴部郷（ooe：小
田原市大友）が「ｏｅ」母音を使って命名された。なおここに目白・根岸駅が使った「ｅi」

母音もないが、これは偶然と考えて頂きたい。この縄文・弥生時代の地名と同様に、六つの
母音音型が入らない『万葉集』
『古今和歌集』の歌が僅かにあるので、これをあげよう。
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あ

香具山と

耳成山と 闘ひしとき

こ

い な み

立ちて見に來し 印南國原

ａｕａａｏ ｉｉａｉａａｏ ａｉｉｏｉ ａｉｅｉｉｏｉ ｉａｉｕｉａａ．
『万葉集』巻一 14 天智天皇
かくばかり

恋ひつつあらずは

高山の

岩根しまきて

死なましものを

ａｕａａｉ ｏｉｕｕａａｕａ ａａａａｏ ｉａｅｉａｉｅ ｉａａｉｏｏｏ.
『万葉集』巻二 86
花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

いはのひめ

磐 姫皇后

ながめせしまに

ａａｏｉｏａ ｕｕｉｉｅｉａ ｉａｕａｉ ａａｉｏｉｕｕ ａａｅｅｉａｉ.
『小倉百人一首』9.
あまの原

ふりさけ見れば

春日なる

『古今和歌集』巻二 113 小野小町
みかさの山に

いでし月かも

ａａｏａａ ｕｉａｅｉｅａ ａｕａａｕ ｉａａｏａａｉ ｉｅｉｕｉａｏ.
『小倉百人一首』7.

『古今和歌集』巻九 406 安倍仲麿

小倉百人一首は、平安時代末から鎌倉時代初期に、藤原定家が歌人百人の秀歌を一首ず
つとりあげてまとめた歌集である。第一章『山手線の歴史』の池袋駅で触れたように、百人
一首の和歌を上記のような「母音表記」にすると、小野小町と安倍仲麿が詠んだ二首だけが
『ｕｅ.ｅｕ.ｅｏ.ｏｅ.ｕｏ.ｏｕ』の音型…少数音型…を使わない和歌としてあがる。
この他の和歌は、少数音型を含むのが普通で、
『万葉集』
『古事記』歌謡も同様である。
あをによし

奈良の都は

咲く花の

にほふがごとく いま盛りなり

ａｏｉｏｉ ａａｏｉａｏａ ａｕａａｏ ｉｏｕａｏｏｕ ｉａａａｉａｉ．
『万葉集』 巻三 328
大和は

國のまほろば

たたなづく

青垣 山ごもれる

小野

老

大和しうるはし

ａａｏａ ｕｉｏａｏｏａ ａａａｕｕ ａｏａｉ ａａｏｏｅｕ
ａａｏｉｕｕａｉ．
『古事記』景行記 歌謡番号 31
「ａ.ｏ.ｉ」母音の韻の踏み方が鮮やかな第一首では、
「咲く花の：ａｕａａｏ」と韻を
踏みかえた後に、
「ｉｏｕａｏｏｕ」と挿入した少数音型がキリリと全体を引き締めている。
「にほふがごとく；Nihohugagotoku」
「山ごもれる：Yamagomoreru」と、濁音につづく少数
音型が、「ａ.ｉ.ｏ」母音を基調に置く流麗な韻律を遮断するところは注目すべきである。
「少数音型」の使用例が、
「古墳→奈良→平安」と時代を経るごとに増える「百人一首」の
いはのひめ

和歌をもう少しあげよう。先の『万葉集 巻二 86』を詠んだ 磐 姫皇后は、仁徳天皇の妃で、
わ

に

『古今和歌集』仮名序にのる「王仁」の和歌も同じ時代、五世紀の作品である。
94

難波津に

咲くやこの花 冬ごもり

いまを春べと

咲くやこの花

ａｉａｕｉ ａｕａｏｏａａ ｕｕｏｏｉ ｉａｏａｕｅｏ ａｕａｏｏａａ
『小倉百人一首』序歌
あしびきの

山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を

王仁（紀貫之撰）

ひとりかも寝む

ａｉｉｉｏ ａａｏｉｏｏｏ ｉａｉｏｏ ａａａａｉｏｏ ｉｏｉａｏｅｕ.
3．柿本人麻呂
ちはやぶる

神世もきかず

たつた川

からくれなゐに

水くくるとは

ｉａａｕｕ ａｉｏｏｉａｕ ａｕａａａ ａａｕｅａｉｉ ｉｕｕｕｕｏａ．
14．在原業平朝臣
心あてに

折らばや折らむ

初霜の

おきまどはせる

しらぎくの花

ｏｏｏａｅｉ ｏａａａｏａｕ ａｕｉｏｏ ｏｉａｏａｅｕ ｉａｉｕｏａａ．
29．凡河内躬恒
有明の

つれなくみえし 別れより

あかつきばかり

うきものはなし

ａｉａｅｏ ｕｅａｕｉｅｉ ａａｅｏｉ ａａｕｉａａｉ ｕｉｏｏａａｉ．
30．壬生忠岑
ひさかたの

ひかりのどけき

春の日に

しづ心なく

花のちるらむ

ｉａａａｏ ｉａｉｏｏｅｉ ａｕｏｉｉ ｉｕｏｏｏａｕ ａａｏｉｕａｕ．
33．紀 友則
人はいさ

心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の 香ににほひける

ｉｏａｉａ ｏｏｏｏｉａｕ ｕｕａｏａ ａａｏｕａｉｏ ａｉｉｏｉｅｕ．
35．紀 貫之
天つ風

雲のかよひ路 吹きとぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

ａａｕａｅ ｕｏｏａｏｉｉ ｕｉｏｉｏ ｏｏｅｏｕａａ ｉａｉｏｏｅｕ．
12. 僧正遍照
めぐりあひて

見しやそれとも

わかぬ間に 雲がくれにし

夜半の月かな

ｅｕｉａｉｅ ｉｉａｏｅｏｏ ａａｕａｉ ｕｏａｕｅｉｉ ｏａｏｕｉａａ．
57．紫式部
淡路島

かよふ千鳥の 鳴く声に

いく夜寝覚めぬ

須磨の関守

ａａｉｉａ ａｏｕｉｏｉｏ ａｕｏｅｉ ｉｕｏｅａｅｕ ｕａｏｅｉｏｉ．
78．源 兼昌
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これやこの

行くも帰るも

別れては

知るも知らぬも 逢坂の関

ｏｅａｏｏ ｉｕｏａｅｕｏ ａａｅｅａ ｉｕｏｉａｕｏ ａｕａａｏｅｉ.
10. 蝉 丸
百人一首の中で、
「少数音型」を六ヶ所…四ヶ所の「ｕｏ」は終始形＋接続詞…に使用した
「これやこの…蝉丸」は、少数音型を最も多用した和歌である。琵琶湖から流れ出る瀬田川
の起源地名、大津市瀬田の対岸にある大津市粟津町を合わせて「あはづ、あふさか」の洒落
を生んだ逢坂（大津～京都間の峠）は、今は「おうさか、おーさか」と発声されるが、原形
は「Afusaka」であり、中世に「おうさか」へ変化をした。
この句は「これが、都から東へ行く人も都に帰る人も、顔見知りの人もそうでない人も、
逢っては別れ、別れては逢う、名前どおりの『逢ふ坂』の関なのだなあ」と、峠名を基本に
据えて詠っているので、百人一首では原型どおり「あふさか」と読まれている。
同様に東北本線「王子」駅、中央本線「八王子」駅の古形も「Wauji, Hatiwauji」で、両
者の地名解釈は王子（Fafutsi→Hahutsi→Wauji→Ouji）駅に記した。
なぜ「au→ou」という発音の変化が起きたかというと、古墳時代中期以後には『言葉と
地名』の命名法則が伝わらなかったからである。縄文時代の地名で厳格に規定されていたよ
うにみえる『少数音型』の用法は、弥生時代に少し変化をした雰囲気が感じられる。
和歌の使用状況を参照すると、縄文語→倭語と韻律が異なる、「漢字・漢文」が普及した
奈良時代、平安時代と時代を経るにつれて忘れ去られ、江戸時代以後に「少数音型」を意識
することは、全くなくなった。現代は「倭文・漢文・英文」の三つの韻律が交ざり合った、
混沌の時代と言えそうである。
わが国では、古墳時代中期の五世紀頃から大陸…争乱の時代だった中国・朝鮮…から渡来
人が大量に移入して来たため、縄文以来の『言葉、地名の命名法』が継承されなかった。
さらに六世紀の仏教伝来に伴ない『漢字』が普及して、三音節・四音節の言葉に二文字の漢
字が当てられて、二音節を基本単位として、
『掛け言葉』を常用した法則が忘れ去られた。
この結果、言葉と地名に文字を当てた飛鳥時代から江戸時代末まで、両者は表面だけが引
き継がれて、『言霊』として崇拝され、地名がほとんど変化をしなかった史実が残された。
目標を定めず、変化を重ねる姿だけを賛美する現代とは違い、これが伝統を大切に守り抜い
た『日本』本来の姿と言えよう。そのため、現代にも数百万の単位で『縄文時代の地名』、
『弥生時代の地名』が現存する奇跡的な状況が引き継がれている。全世界で、これほど古代
の言語資料が温存された国はないはずである。
さらに。地名が『開音節』の構造を採るため、
『音数比較』という年代測定ができる特性
を備えて、今後の『日本語』研究の発展が期待されるのみならず、5,000 年以上昔の言語資
料が存在しないと考えられている『新人：ホモサピエンス・サピエンス』に関する言語研究
にも貢献しうる可能性が秘められているのである。
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日本語の原型は、どのように創られた？
『開音節』の構造をもった日本語の五母音を、二つ組み合わせた 5×5＝25 母音のうち、
『ｕｅ.ｅｕ.ｅｏ.ｏｅ.ｕｏ.ｏｕ』の音型…少数音型は、古語の動詞では終止・連体形の
「ｅｕ：ける。ｏｕ：終ふ」や、已然・命令形の「ｅｏ：せよ」など、文章を中断する要素
を持っている。
『ｕｅ.ｏｅ.ｕｏ』も同じ性質を備えていたようで、縄文時代の言語が、数々
の和歌に見られるように、
『a. i. o』母音を基本に構成したことが原因にあがる。
先にあげた律令時代の郡・郷名の母音音型に示したように、
『倭語』の際立った特徴であ
る『開音節』の構造は、統計手法を活用できることである。第二章『京浜東北線の駅』
（28）
浦和駅で簡単に解説した、内陸にある「～崎」
「～島」型の字名を集計して、その語頭母音
を分類したのが次の表と図である。
表 3-1

埼・嶋地名の語頭母音

語頭母音

埼地名

ａ

1041

ｉ

521

22.1

601

22.7

ｕ

268

11.4

345

13.0

ｅ

83

3.5

88

3.3

ｏ

448

19.0

475

17.9

合

図 3-33

計

百分率

嶋地名

44.1％

1139

2361

百分率

43.0％

2648

埼地名の分布図

嶋地名の分布図

『埼、嶋』
（1970 年代の 5 万分の 1 地形図の集計）では、
「長崎県長崎市。宮崎県宮崎市」
「福島県福島市。広島県広島市。徳島県徳島市。鹿児島県鹿児島市」が代表例あがる。両地
名群は第五章『地名考古学』で詳しく分析するが、浦和駅で述べたように、間違いなく縄文
時代の命名を考えて良い地名群である。両者の語頭母音の使用状況が、縄文時代の標準的な
母音使用比率と考えられそうで、弥生時代に少し変化した様子は後に記したい。
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上記の県庁所在地名で、広島市の起源地名だけは、中世に太田川河口の三角州が拡大した
ために、毛利元就が郡山城（広島県高田郡吉田町吉田→安芸高田市）から、広島城へ拠点を移
した中世頃の命名を想定したい。

広島は、太田川が流れ込む広島湾の「島」であったが、嶋地名の分布図が表わすように、
内陸にこれほど多くの「島：Island」が存在したことは考えられない。嶋地名の所在地形を
当たると、この地名群の大半が「Sima：湿む、湿地」につけられていて、海退期の縄文時代
中期（約 5,500～4,500 年前）頃から、
「Island」に当てた様子を感じとれる。
現役の「岬、崎」は陸地が突出した∧型地形に当てられているが、内陸部の「埼地名」は
∧型・∨型（∩型・∪型）地形の双方に当てられた。埼地名群の分布図を作ると、仙台・関
東・岡山平野に集中し、図が縄文時代の貝塚遺跡の分布に酷似する様子も判る。貝塚は∧型
地形の間の「入江状地形」に多く形成された史実が大切である。次図は、京浜東北線「川口
駅」にあげて、何度も利用した関東地方、縄文時代の貝塚分布図である。
地名解説の最初に『山手線、京浜東北線』の駅

図 3-34

縄文海進と貝塚分布図

を取り上げたのは、地名の命名年代を推測し易い
ためでもあった。右図の空灰色の海域は、約
5,500 年前（縄文時代前期→中期への変換点）の最
高温の時代から縄文時代後期末（約 3,300 年前）、
青色が後期末から晩期末（約 2,800 年前）の海岸
線の復元図で、紺色との境が今の海岸線である。
地形表現を基本に据えた『地名』の命名年代を
考える上で、重要な手掛かりになる海岸線の変化
は覚えておかねばならない必須事項といえよう。
海の陸地への侵入（海進）と後退（海退）は大気
温度の変化に連動して起きた現象だった。
この模様は、第五章『地名考古学』に詳述するので、ここでは触れないでおこう。
第一章、第二章に山手・京浜東北線沿線の縄文海進、海退の模様は記したが、ここで注目し
て頂きたいのが東側の千葉県「九十九里」地方である。付近の空灰色・青色の地域は、縄文
時代前期から晩期まで海中に没していて、現代に伝わる地名はこの時代以降につけた様子
が判る。この地域に、
『埼、嶋』地名が数多く現存するので列記しよう。
きみ

かむ

そうさ

Ａ群 旭市「江ヶ崎」。八日市場市「八重崎、公 崎、山崎、神崎、亀崎」。匝瑳郡光町「芝崎」。
さんぶ

たふ

なるとう

山武郡芝山町「宮崎、根崎」。松尾町「岩井崎、石崎、堂 ヶ崎」
。成東町「寺崎、川崎」
。
みほみ

山武町「根崎、妙見 崎、小川崎、椎崎、松崎 」。大網白里町「宮崎」。茂原市「山崎」。
ちょうせい

むつざわ

長 生 郡睦沢町「寺崎」（㊟

小字に使われた名の大字は省略。以下同様）。

八日市場市「寄島」。長生郡睦沢町「川島」。香取郡多古町「島、小島」
。茂原市「綱島、
中島」
。匝瑳郡光町「中島」
。
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Ｂ群 山武郡大網白里町「木崎」。茂原市「木崎」。長生郡長生村「高崎」。
東金市「蛇島」。山武郡大網白里町「高島、前島、仏島」
。茂原市「北小島」
。
長生郡白子町「福島、中島、中島」
。

Ｃ群 八日市場市「吉崎、林崎」。山武郡成東町「川崎」。
すすき

東金市「高島、 薄 島」
。山武郡横芝町「新島、三島」。
山武郡成東町「島、姫島、高島、中島」
。

「埼、嶋」地名群を三分割したのは、Ａ群を縄文時代前期～中期：約 7,000～4,500 年前、
Ｂ群を後期：約 4,500～3,300 年前、Ｃ群に晩期：約 3,300～2,800 年前の命名を想定できそ
うだからである。この辺も第五章『地名考古学 6-3 九十九里浜の埼、嶋』に詳述するが、
「埼、嶋」地名群の平均音数が、四音前後になることがお判りになるだろう。
そ うさ

のさか

そうさ

さ んぶ

なお、八日市場市は匝瑳郡野栄町と 2006 年 1 月 23 日に合併して「匝瑳市」へ、山武郡横
芝町と匝瑳郡光町は 2006 年 3 月 27 日に合併して山武郡「横芝光町」に変り、同日、山武郡
さんむ

山武町、松尾町、成東町は、「山武市」へ統合された。
次の図は、縄文海進ピーク時から現代に至る、九十九里浜周辺の陸地化の模式図である。
今は九十九里平野とよばれ、平坦で単調にみえる地形も、形成過程に複雑な変遷があった。
図 3-35 九十九里浜の変遷 『地層の知識』〈森脇 広ほか 東京美術 1986〉から転載

約 30 年前の考古学の時代区分が今と少し違うが、平坦で単調にみえる九十九里浜の地形
も複雑な変遷を辿った。この地形変化に合わせて突出部に「～崎」
、海中の島に「～島」を
つけた様子は第五章『地名考古学』で検証したい。図の上部に縄文時代前期から後期まで、
潟湖が存在した史実も大切で、江戸時代中期に干拓された湖は『椿海』と呼ばれた。
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この椿海に左右から砂嘴が伸びていたが、北部にあった砂嘴の先端付近に旭市「江ヶ崎」
が現存している。椿海を干拓したのは寛文 11（1671）年だが、縄文時代晩期に砂嘴は陸化
したようで、入江の岬につけた旭市「江ヶ崎」は、それ以前の命名が考えられそうである。
椿海を囲むように縄文時代前期～中期の貝塚が密集し、南に「八日市場市椿、旭市川口」
が隣接するところも興味をひく。椿海の起源地名の「Tupaki＝Tupa. 唾＋paki. 吐き」と
「Kafakuti＝川＋吐く＋口」は同じ意味の地名と考えられるので、椿海の南側の砂嘴にも、
太平洋へ通じる航路があって、前期～中期に重用されて潟湖の名に採用されたのだろう。
第七章『富士川と富士山』で詳述するが、河川名と湖名の大半が流域、湖岸の重要な地名
を採用した史実も大切で、地名群ごとに命名法則を定めていた様子を読み取れる。
我が国には、古代からの文化の継承を絶やさない伝統があって、代表例として知られるの
が漢字の音読み『呉音、漢音、唐音』の区分である。この古い読み方は、王朝・政権が替わ
るたびに漢字の読み方が変った中国に残されておらず、漢字の変遷を調べるときは、中国だ
けでなく、いま我が国で使われる漢字を調査することが必須事項だという。
これは中国で遠の昔に失われた「呉音：春秋戦国時代の『呉』が使った文字。我が国では
五世紀頃から伽耶・百済系渡来人が常用」
「漢音：律令時代に遣唐使が移入」「唐音：鎌倉時代
以後の宗の発音」が、現代にも『日本語』として正確に継承されているからである。
アンギャ

『行』の文字を、
「呉音：ギョウ（修行、行者）。漢音：コウ（旅行、行程）。唐音：アン（行脚、
アンドン

行燈）。和音：ゆく」と読む例が代表にあがる。

この『伝承』を大切にした史実を根底に置いて、
『埼、嶋』地名の全国の集計から両地名
の音数を計算すると、
「埼地名（2,361 例）。平均音数：4.00 音」
「嶋地名（2,648 例）。平均：
3.97 音」の結果が得られる。後に実例を挙げて検討するが、全国で同じ地形に同一種の地
名を当て、この名の全国、地方毎の集計がほぼ同じ値を採るので、縄文時代前期～晩期に、
東北地方から九州・沖縄地方まで同一言語、
『縄文語』を使っていた模様をうかがえる。
先に、時代ごとに別けた「Ａ,Ｂ,Ｃ」群の名に差がなかったことは、縄文時代前期から晩
期まで地名の命名法が変らなかったようにみえる。この様式が変化するのは『弥生時代』か
らと考えられて、いま海に面する岬は「崎＋岬（1,901 例）。平均音数：4,96 音」と一音増え
いぬぼうざき

ぎょうぶみさき

たい とう

の じま

すの

だいぶさき

ふ っ つ みさき

る事実は、千葉県の「犬吠埼、刑部 岬 、太東崎、野島崎、洲崎、大房岬、富津 岬 」を対比
するだけで理解できる。海中にある島も同様で、
「島（2,860 例）。平均音数：4.58 音」は岬
名と共に、縄文時代と弥生時代の地名が混合した状況が考えられると思う。地名の命名年代
探索に、
『縄文海進→海退』現象の分析が大きな意味を持つのである。
先にあげた『山手・京浜東北線』の駅で、縄文時代の命名を考えた名の音数を分類すると、
「四音：十条、板橋、大久保、新宿、原宿、大崎、品川、高輪、日暮里、駒込、大塚、大船、
本郷、桜木、神奈川、大森、中里」。
「三音：目白、代々木、渋谷、目黒、神田、上野、田端、
巣鴨、杉田、根岸、山手、子安、蒲田、大井、王子、浦和」
。
「二音：与野」となり、音数総
計は「4 音×17＋３音×16＋2 音×1＝118 音」
、平均は「118÷34＝3.47」音になる。
100

「～さき」「～しま」地名群は、基幹地名の「崎・島」を固定しているので、一般の字名
よりも音数が高くなる傾向がある。この模様、近年の市町村の変遷をあげよう。
表 3-2 市町村数の変遷
東 北

関 東

中 部

近 畿

中 国

四 国

九 州

合 計

1980. 3.31

406

461

672

395

319

216

521

2990

2010. 3.31

228

296

319

227

109

95

233

1507

変化率 ％

56.2

64.2

47.4

57.5

34.2

44.0

44.7

50.4

2010 年 3 月 31 日は『平成の市町村大合併』が終了した日で、30 年前と比べて、市町村数
が半減し、北海道では「212→179」、沖縄県も「53→41」と市町村が減少した。
この変革に伴って、市町村名の音数が変化した模様を記そう。
表 3-3 市町村名の音数の変化
東 北

関 東

中 部

近 畿

中 国

四 国

九 州

平 均

1980. 3.31

3.81

3.69

3.63

3.59

3.41

3.51

3.60

3.60

2010. 3.31

3.90

3.79

3.61

3.73

3.76

3.63

3.60

3.72

我が国の市町村名は、明治時代から地方毎のバラツキが少ない特徴があって、
『平成の大
合併』時に平均値が「0.1 音」ほど上がっている。これは「つくばみらい市、四国中央市、
南九州市」など、長い名を平気で使うようになった時代の流行を記録した現象といえよう。
北海道（1980 年：3.93 音。2010 年：3.92 音）、沖縄県（1980 年：3.75 音。2010 年：3.78 音）
の市町村名は、本州・四国・九州のそれより音数がやや高い傾向が見られる。
世界的に稀有な『開音節』の構造は、地名の「音数比較」という、時代ごとの統計数値の
対照を可能にする。
（㊟ 市町村全数、個別の変化は、地名資料『Ⅰ 市町村』に掲載）
そこで、我が国最古の地名資料である『和名抄』にのる、先にあげた武蔵国南部（東京都、
川崎市、横浜市の範囲）39 郷の音数を計算すると、二音（5）
、三音（22）
、四音（11）
、五音

（1）と集計されて、「125÷39＝3.21」音と、現行の市町村名の平均値「3.72」音より大幅
に少ない音数が現われる。相模国 60 郷も、二音（9）
、三音（31）
、四音（19）
、五音（1）に
分類され、
「192÷60＝3.2」音と、古代の東京都、神奈川県にあたる郷の起源地名の命名法
が同じ様式だった可能性が高い姿が浮上する。
『和名抄』郷名は、全国でほぼ同等の音数を
とるので、この地名群に、縄文時代の命名を想定した仮説を補強できそうである。
さらに現代にその一部が継承される「郡」は、律令時代に 591 郡が『延喜式』
『和名抄』
に記録され、
「上下・東西｢に分割された郡を原型に戻すと、郡数は 580 になる。この郡の地
方別の音数を計算すると、次のようになる。
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表 3-4

郡 数

郡名の音数

1音

2音

3音

4音

5音

1

6音

平均音数

東

北

46

6

29

10

3.13

関

東

88

23

39

26

中

部

104

1

36

46

20

近

畿

120

1

33

60

25

中

国

89

1

34

38

14

四

国

40

1

21

13

5

九

州

93

2

29

37

22

1

2

2.97

全

国

580

6

182

262

122

5

3

2.91

3.03
1

2.85
1

2.94

2

2.80
2.55

郡の名は郡内の最重要地名を採っている。この模様は、第八章『国名の起源 東日本』と
第九章『西日本』で、全数の起源地名を「66 国・2 島の国名」と共に探索しよう。
ほ

い

ほ

き

い

き

つ

う

つ

原型が 1 音の郡名は参河国宝飯郡（←穂）
、山城国紀伊郡（←紀）
、備中国都宇郡（←津）
、
おんせん

ゆ

き

い

き

そ

お

そ

伊豫国温泉郡（←湯）
、肥前国基肄郡（←椽）
、大隅国曽於郡（←襲）だが、和銅 6（713）
よ

年に公布した「郡・郷の名は好き字を当て、二字化せよ」の法令により２文字化された。
郡名の平均音数が「2.91」音、武蔵国南部・相模国郷名の平均が「3.21」音、山手・京
浜東北線で縄文時代の命名を想定した駅の平均音数が「3.47」音、現代の市町村名の平均
値が「3.72」音と、時代を経るごとに増加した史実が重要である。
ここで考える必要があるのが、国の概念すらなかった『縄文時代』前期に、地名命名法…
二音節の基本動詞を掛け言葉で結び、地形を表現する手法…を考案し、言葉も同じ様式に統一

して、縄文時代前期（約 7,000～5,500 年前）から中期（約 5,500～4,500 年前）に、列島全体
へ定着させた史実である。これこそ、
『縄文文明』を想定できる所以ではなかろうか？
縄文時代前期から中期への変換点、約 5,500 年前は、大気温度が上昇から降下への変曲点
（縄文海進→海退）にあたる気候大変動が起きた時代だった。地球全体の温暖化現象は、地

域毎に極端な乾燥、湿潤の二分化をもたらして、当時のエジプト、メソポタミアでは砂漠化
が発し、必然的にナイル、チグリス・ユーフラテス川流域に人口が集中したことが、二つの
都市文明を誕生させた主因と考えられている。
次の図は、先にあげた世界各地における、
「農耕社会」と「王権」の成立年代図を再掲し
たものだが、ここにのる目盛の 3500 と 3000 との間に、メソポタミア「シュメール王朝」
、
エジプト「古王朝」
、インダス文明が誕生したところに御注目いただきたい。図は起源元年
を基に作られているので、これに 2000 を加えた「5,500～5,000」年前に古代文明が開花し
た史実を表現する。おなじ時期に、青森市三内字丸山の巨大集落が誕生し、縄文土器で最も
華やかな、中期の「火炎土器：主に新潟県長岡市周辺で出土」などを創作したのだった。
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図 3-32

世界各地における、
「農耕社会」と「王権」の成立年代

はこぶね

古代文明誕生の直前に起きた気候大変動は、
『旧約聖書』にのる「ノアの方舟」説話に表
現されている様子が明らかになった。19 世紀にイラクで発見されたシュメール語で記した
洪水伝説…ギルガメシュ叙事詩…と、地中の花粉分析、地質調査などにより古代環境を復元
する『環境考古学』の成果から、ノアの方舟説話は、メソポタミアで起きた 5,500 年前の大
洪水の伝承である可能性が高い様相が浮上した。同じ時代の洪水伝説が世界各地に伝えら
れて、地層にそれが記録されているところが傍証になっている。
我が国にもこの痕跡が残されていて、縄文時代草創期～前期（約 16,000～5,500 年前）の
低湿地遺跡として名高い鳥浜貝塚（福井県三方郡三方町鳥浜→三方上中郡若狭町鳥浜）が前期
後半に放棄された史実は、地中にのこる洪水層に確認されている。縄文のタイムカプセルと
も呼ばれる鳥浜貝塚（約 16,000～5,500 年前）と、三内丸山遺跡（5,500～4,000 年前）の二
ヶ所を訪ねるだけでも、縄文時代の流れを体感できるのが素晴らしい。
関東地方も 5,500 年前に湿潤化して大洪水が多発し、この時代におきた「海進→海退」反
転現象と河川の大氾濫が、関東平野の原形を造った様子が考えられている。
「ノアの方舟」説話が誇張して書かれていても、温暖化ピーク（気温上昇→下降の変曲点）
の巨大洪水は、歴史時代に起きたそれとはスケールの違う大規模なものと推定されている。
人類を含む生物は、こうした地球環境の大変動により進化しているようで、
「メソポタミア、
エジプト、インダス、黄河」文明と同じ時期に生まれた、青森「三内丸山。標高は約 20ｍ」
も誕生の動機は四大文明と同じであった。
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縄文時代早期～前期の文化が内湾型の漁労を中心に成立したのに対し、華やかな中期は
クリ・ナラ・トチの林を主体にした八ヶ岳山麓など、内陸型の狩猟採集に移行したのも気候
大変動の影響だった。いまより 5ｍほど海面が上がった海進の影響や集中豪雨の増加で、河
口などの沖積平野が不安定な湿地帯となり、居住空間に利用できなくなった。
こうした気候大変動を体験しても、更に 2,500 年間も狩猟採集生活をつづけ、他の地域の
ような君主をいただく王国もできず、戦争が全くなかった『縄文時代』は、人類史上で特別
な存在に位置づけられはじめた。
無論これは、大陸東端に立地した四季をもつ温帯モンスーン…暖流の黒潮と寒流の親潮
の潮目にあって、日本海にも対馬海流（黒潮から別れる暖流になったのは約 8,000 年前）が流
れる気候条件。太平洋プレート・北米プレート・フィリピン海プレート・ユーラシアプレー
トという四つのプレートの境界に位置した、地殻変動の激しい地勢条件に起因している。
世界地図を御覧になるとお判りのように、北緯 45°から 20°にある温帯地域の大半が砂漠
であることが、日本列島の地勢がいかに恵まれているかが解る。
現代日本語の特徴に、「気象現象の微妙な表現法」
「地形表現の多様さ」
「植物名と魚介類
の種類の多さ」が上げられている。弥生～奈良時代に漢字を導入したとき、中国の文字だけ
では足りなかったために、
『国字：和製の漢字』が数多く創作されたのである。
こがらし

なぎ

しずく

とうげ

ふもと

はたけ

とち

かし

ささ

いわし

たら

かずのこ

しつけ

はたらく

におい

「 凩 、凪、 雫 」「 峠 、 梺 、 畑 」「栃、樫、笹」
「 鰯 、鱈、 鯑 」
「躾、 働 、匂」
国字の特徴は視覚的要素が強いことで、木を揺らす風が「凩」
、風が止んで「凪」
、山を越
すために上下する道の頂点が「峠」
、焼き畑農耕の歴史を残した「畑」
、最近本国の漢字に加
えられた、人が動く「働：dong」などである。
これが『言葉は文化を表わす』と評されるゆえんで、日本の鉄道が世界一時間に正確で、
利用する側もきちんと整列乗車して運行を乱さないことや、現金入りの財布を落としても、
交番に届ければ、ほとんど戻ってくる、他国にない風習が、世界から不思議がられている。
これは、古代から礼儀正しい規律遵守を教えた『躾』の好さ、勤勉な『労働』を貴ぶ風習に
よっている。私たちが普段あたり前に行なっていることが、注目されるのは不可解である。
このように、世界から奇異に見られる文化の源泉が、どこにあるかを考えることも大切で
ある。ヒントは、
『縄文土器』に隠されているようにみえる。
『京浜東北線』(18)大森駅に記したように、明治 10 年、Edward Sylvester Morse が大森
貝塚で発掘した縄文時代後期～晩期の土器は、
『Cord marked pottery：縄目文様土器』と命
名された。縄目文様は、縄や刻みをつけた丸棒を土器の表面に押し当てて転がし、土器の強
度を増すために付けられた。「縄文土器」と呼ばれる土器も、すべてに縄目文様を施した訳
でなく、初期の無紋土器から、豆粒文、爪形文、笹の茎などを使った竹管文、貝殻を押し当
てた貝殻条痕文など、さまざまな装飾が施されている。
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土器の用途は草創期～前期には煮沸・保存用の「深鉢」が主体で、中期から「浅鉢、注口
土器、高坏、壺形、皿形」などが加わった。文様は、中期頃から、実用とはかけ離れたもの
が現われ、世界的にも工芸品として、億の単位で売買されるものすら現われはじめた。縄文
土器は「草創期・早期・前期・中期・後期・晩期」と時代ごと、地方ごとに詳細に分類され
ていて、この区分法も世界のトップレベルと評価されている。
し

め なは

興味をひくのが、縄目文様に常用された「縄」が、神道の『注連縄』に、神社の神域と現
世を隔てる結界として、神社本殿の賽銭箱の上に飾られることである。
やほよろづ

古代、
「縄」は自然界を治める行為の象徴とされていた。自然の神『八百萬の神』を敬う
実例として、二見ヶ浦（三重県伊勢市江）、那智の滝（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山）な
ど、海岸や断崖絶壁の磐座に注連縄が張られている。正月の「注連飾り」もまた、古代神道

の行事を現代に継承している。
な

よ

しば

言葉として、「縄」はつる植物や細長い草を「綯ふ：縒り合せ」て作った「ものを縛る」
つな

用具で、
「ものを繋ぐ」用具は、
「綱」と呼ばれる。細紐などを束ねて強靭な「縄、綱」に綯
う様子が、7 世紀初頭の名言『和をもって尊しとす』
、と協調を重視した｢十七条憲法｣へ受
け継がれたのも、古代の精神を伝えたようにも見える。
縄文人が土器に込めた心は、「∩＋∪＝∿型」を基にして断面が○型の連続する縄…自然
科学では円運動の正射影である sinｘの正弦曲線…、すなわち縄目文様が、縄文人の基本思想

である自然界の『永遠の循環、輪廻転生』の象徴だったことが判る。
縄目文様…縄文…は円周上の一点が回転する時にできる正射影、高校の「数学Ⅱ」で習っ
た三角関数『y＝sinⅹ』と同じ形であるところが大切である．

縄目文様の形が、言葉の創作法に酷似するところが興味をひく。たとえば、京浜東北線は
東京駅を始発・終着駅としないために「北行、南行」
、山手線も「内回り、外回り」を使っ
ているが、ほかの線区は、東京駅を中心において「上り、下り」を使用する。
この「上る」という動詞が、『掛け言葉』を利用したと仮定すると、
「上る、登る＝Nopo.
伸ぶ：上向きベクトル＋poru. 掘る：少数音型。下向きベクトル」に分解できる。ここでは、

「登る」動作のあとに、必ず下向きの作用を伴うところが大切で、出発点に戻れない登山は
遭難とみなされる。つまり「Poru→Horu（掘る：∪型）→Woru（折る：∨型）→Oru（降る、
下る）
」意味を込めて、
「Noporu：∧型・∩型行程全体の表現」を創作した様子を残している。
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おなじ動作の「上がる」が
Akaru＝Aka（上ぐ：↗型）＋karu：離る、駆る（加速：上向きベクトル：↗型）
＝Aka（飽く：満足する→飽きる：↘型）＋karu：刈る、枯る（減速：↘型）。
対句の「下がる」も
Sakaru＝Saka（下ぐ：↘型。裂く、咲く：∨型）＋karu（刈る、枯る：↘型。駆る：↗型）
を合わせて命名されているところは注目すべきである。
上下の造語法は、「上がる：↗型＋↘型＝∧型・∩型」「下がる：↘型＋↗型＝∨型・∪型」
を表現して、現代流の「上がる：↗型だけの単調増加。下がる：↘型の単調減少」を意味し
ないのが『縄文語』の特徴である。
「下がる」と同じ語源と考えられる「盛る」が、∨型・
∪型の最低状態を体験した後の隆盛を基本におくところも大切である。この模様が、縄文の
象徴である『y＝sinⅹ』の 0°～180°の∩型軌跡、180°～360°の∪型軌跡と一致し、無
限につづく循環現象「∩＋∪＝∿型」を意識して、言葉を創作した様子がわかる。
（㊟「くだる」は語源が異なるので、第六章『日本語の源流 5 自然界の法則 ⑹ 循環現象と
四要素』で、∿型の気温変化を表現した「朝昼夕夜」
「春夏秋冬」の語源を交えて解説）

この縄目文様を宝物（水平断面：○形。縦断面：∨型⇒∪型の縄文土器）に施して敬ったの
も必然の現象だった。宝物が「Takaramono＝Taka（焚く、炊く、高い）＋kara（∪型容器、殻、
空：水分が涸る）＋ramo⇔mora（盛る：土器の使用法と、輪型の粘土を高く積み重ねる製作法）
＋mono（物：液体を入れる∪型容器⇔nomo：飲む）」と解けることが、縄文土器の価値の高さ

を象徴している。
立身出世、経済発展などの、現代に蔓延する「単調上昇」志向は縄文人になかった発想だ
や

ほ よろづ

った。人類の一方的利益追求を中心におくと、地球生態系…『八百 萬 の神』…に悪影響を
与えるだけでなく、
「太陽光、空気、水、土、動植物」からの恵みをうけて暮らす、人類そ
のものが破滅することを十二分に理解していた様子は、現代に継承される八百萬の神への
『精霊信仰：アニミズム』が表現している。
私たち現代人に真似をすることすらできない、きわめて高い自然観察眼と精神性が、一万
年以上もの『縄文文化』を支えた根幹にあったのであろう。
この八百萬の神…自然生態系…の発する音「potapota. potipoti. potupotu. Potopoto」
などが、縄文人に、五段活用する動詞のように聞こえたのではあるまいか。
「potepote」と
いう水が落ちる擬音語がないのも面白いところで、倭語の韻律、少数例の「ｕ，ｅ，ｏ」母
音の異種を組み合わせた擬音語が少ないことも、倭語の特徴に位置づけられる。
同じ二音を連ねて自然の循環を表わした重畳型擬音語を、
『擬音語・擬態語辞典』
〈浅野鶴
子編

1978 角川書店〉から全数をとりだすと、次の例があがる。

kotukotu 叩く。

gokugoku 飲む。

tokutoku

注ぐ。

gotugotu 当たる。 dosudosu 響く。

dokudoku

流れる。 pekopeko 凹む。
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gerogero 吐く。

このように、
「ｕ，ｅ，ｏ」母音の異種を組み合わせた擬音語は、
「ｏｕ，ｅｏ」に少数例
（過半数が下向きベクトルの∪型、湿地に関係）があるだけで、このほかの重畳型擬音語は、

『倭語の韻律』に従っている。
これを裏返すと、倭語の基本形態は擬音語を基に創作したと考えられるわけで、自然界の
音に合わせて『倭語の韻律』を定めたと想像できる。さらに言語の進化に伴なって、
「掛け
言葉、倒置語」を組み合わせた、極めて自然で論理的、効率的な構成法が『倭語』の特徴に
あがる。こう考えると、倭語が子音で終わる言葉がない、
『開音節』の構造をとることにも
納得が得られるのである。
オノマトペ…擬音語、擬態語…は、倭語の基本動詞が幅広い意味をもつように設定された
ため、いまも状況を特定する副詞として使われる。たとえば英語の「Laugh：ゲラゲラ笑う。
Chuckle：クスクス笑う。Grin：ニヤニヤ笑う。Smile：ソット笑う」のように、動詞だけで
「笑い」を区別しないのが日本語であり、状況、動作の微妙な違いを表わす「オノマトペ」
の重要性が浮上する。
日本人なら、「potapota，potipoti，potupotu，potopoto」を聞いて、すぐ連想するのが
「水の落ちる音」である。この擬音語は「Potu→Fotu→Otu：落つ」
「Poto→Foto→Oto：音」
に変化して、いまも頻繁に使われ続けている。ふたつの言葉は、
「Po→O，Mo」分化の際に「Otu．
落つ（落下）⇔Motu．持つ（支持）」
、
「Poto→Foto．富登・秀処（生殖器、泌尿器）」「水の発
生源→Moto：原、下、基、本、元、素」へ変化している。
ものが落ちる（落ち＋散る）ときに使われる「Dosun⇔Suton」という擬音語・擬態語から、
「落とす（落と＋とす⇔捨つ）、音す（音がする）、脅す」が作られているのも面白い。
おなじ水音に発した「pota⇔Tafo．poto⇔Tofo：山、谷、崖」「poti⇔Tifo：谷、崖」は
地形表現の基本語に採用されて、前者に関係する「Tapu，Tafu．食ぶ（山、谷、崖は主に水
が浸食した地形）。食べる：Taperu＝Tapu, Tappuri（∩型）＋peru．減る（下向きの∪型）⇔

得る（∩型の増加）」、
「Topu．飛ぶ（羽根の∨⇔∧型の連続運動：揚力は下向きの力で発生）」
の論理的な造語法もすばらしい。
「potu⇔Tupo（壺：∪型地形）」も、水が鉛直に落ちて造る
地形を表現している。
水の落ちる音は、
「potopoto＞potapota＞potipoti＞potupotu」の順に水滴が小さくなる
様子が感じられて、倒置語の「Tofo．Tafo」が山と峠（巨大な水源）、
「Tifo」が谷,「Tupo」
が∪型湿地を表わす地形語に採用されたのも、この辺に由来したかもしれない。
地形用語の「Pata（端、旗←果つ、弾む。倒置語は Tapa：山、谷、崖）」の語頭母音を五段
に展開した擬音語の「patapata＜pitapita＜petapeta＜potapota」も反復動作を表わし、こ
の順番に水気が多くなってゆく様子を表わしている。
「patapata，potapota」のように同じ言葉をかさねる重畳型オノマトペを多用するのも倭
語の特徴で、自然界の『永遠の反復、循環』作用を表現している。この様子をみても、細部
にまで神経が行き届いた倭語の大系は、やはり人為的に造られたものでなく、自然音を素直
に採用した造語法と捉えて良いだろう。
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古墳時代中期（五世紀）に、大陸からの渡来人が増加すると共に、六世紀の『仏教』伝来
に従い、
『漢字』が普及したため、縄文以来の『倭語。地名』の創作法が次第に忘れ去られ
ていった。ところが、表面だけを継承した『倭語』には、開音節の「ａ.ｉ.ｕ.ｅ.ｏ」母音
の接続に「ａ.ｉ」母音を基調に置く、
「倭語の韻律」が整えられていたために、『万葉集』
『古今和歌集』から『俳句』『川柳』へとつづく、韻文の世界が継承されている。
さらに二音節の基本動詞が「sakusaku 裂く。girigiri 切る。guruguru 刳る：刳りぬく」
などのオノマトペ（擬音語、擬態語）と関係を持ち、これを子供のころから常用したことが、
語源が解らなくても、言語大系が現代にまで継承された要因と考えて良いだろう。
英語圏ではまず考えられない、自然を主語に置く「富士山が見えた！」
「紅葉がキレイ」
、
食事を選ぶときの「俺はラーメン」、
「私はうなぎ」といった簡潔な構文を作れる、自由度を
持つところが、膠着語（て、に、を、は）を活用する『縄文語→日本語』の魅力である。
地名における『ｕｅ.ｅｕ.ｅｏ.ｏｅ.ｕｏ.ｏｕ』という少数音型は、山手・京浜東北・
根岸線の地名を採った駅は「池袋（ieuuo）、新大久保（oouo）、目黒（euo）
、上野（ueo）、
駒込（oaoe）
、大塚（ooua）、大船（ooua）、本郷台（ouau）」に使われている。
これらの起源地に共通する地形が『∪型地形、凹地、湿地』である。現在も使う言葉に「窪
む（Kupomu）、蕾む（Tupomu）
、凹む（Fekomu）
、減る（Heru）
、漏る（Moru）
」
、人体語の「腕
（Ude）
、脛（Sune）
、胸（Mune）、臍（Heso）
、骨（Pone）
、笑窪（Ekupo）
、ほくろ（Fokuro）
」
、
「雄（Wosu）⇔雌（Mesu）」があって、いずれも「∧・∨型。∩・∪型」に関係している。
とくに腕で打った結果が、穴（Utso. Uturo. Uro）
、または瘤（Kobu）になることが少数音
型の性質を表現している。
本来は、ここにあげた仮説をすべて提起してから、地名解説を行なうのが理想である。
しかし、こんな仮説を立てた解説が過去になかったので、
『山手線の歴史』では説明不足だ
った「目黒」を、考古学・古地形の観点を主体にもう一度検討し直したい。
目黒は「川名、村名、駅名、区名」に使われた重要な地名であり、国道 246 号に面した、
上目黒氷川神社（目黒区大橋二丁目）の急崖を登る参道入口に『武蔵國荏原郡菅苅荘目黒郷』
を記した石碑が現存する。
大橋（Ofofasi＝Ofo：崖、谷＋fofa：頬と同様の崖＋fasi：端）地名には、大きな橋があ
る所は少なく、目黒の起源地名をふくむ目黒区大橋も、縄文時代前期の命名が想定される
「崖端」地名と推理できる。いま国道 246 号線が目黒川をわたる橋に「大橋」が当てられて
いるが、この程度の長さの橋を「大橋」とは呼ばなかったはずで、字名の大橋を転用した橋
名と考えられると思う。
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縄文時代の目黒入江
山手線「目黒駅」に記したように、
「Mekuro＝Me. 目：湿地、窪地。Meku．廻る、捲る：
∪型地形＋kuro. クルクル、グリグリ刳る、刳りぬく：谷、崖」は谷型地形、または入江状
地形につけた地名と推理できる。少数音型が続く「目黒：ｅｕｏ」は数の少ない地名だが、
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町、岡山県岡山市東区目黒町、愛媛県北宇和郡松野町目黒…目黒
川の起源地名…は谷型地形に所在し、新潟県佐渡郡畑野町目黒町（いまは佐渡市）も扇状地

にあるので、この解釈で間違いないようである。
第一章は山手線の歴史を中心に話を進めたので、
『縄文海進』の解説が行き届かなかった。
そこで、
東京湾の海面が 5ｍほど上昇した 5,500 年前に、
東京西部がどんな状況だったかを、
目黒川流域の地形図と、遺跡・貝塚の分布状況を参考にして検証しよう。
図 3-36 目黒川流域図

25,000 分 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
〈2006 ㈶ 日本地図センター〉

左上から右下へ流れる川が『目黒川』である。左の台地が「目黒台」
、中央の台地全体
は「淀橋台」と呼ばれるが、中央から右、浸食が進んだ三角形の台地は「高輪台」とも言
われる。高輪台の北を「渋谷川→古川」が流れて、12 万年前から富士山などの火山灰が降
り積もって出来た「淀橋台」、８万年前からの「目黒台」では、浸食状況が違う様子が載
るのが興味ぶかい。
ＪＲ山手線は、中上まで渋谷川に沿って走るが、
「恵比寿～目黒」間は、淀橋台の一番
長い台地を切り込んで約 4 ㎞の 20‰、∧型の急勾配区間を走る。現状だけをみると理解不
能といえるルートだが、日本鉄道品川線の原案「渋谷～中目黒」間の路線や、恵比寿から
南下して淀橋台を横切る案は、目黒川流域の住民から大反対をうけて実施できなかった。
109

明治 18 年に開通した赤羽～品川間の「品川線」は、高崎・信越線と東北線の建設に使
う資材運搬を主目的に造られたため、住民との折衝で工期を伸ばすことができず、
「恵比
寿～目黒～五反田」間は下目黒村へ入らないように路線を敷設した。この騒動は『目黒駅
追い上げ事件』と呼ばれ、荏原郡下目黒村の大鳥神社付近につくる予定の「目黒駅」を、
荏原郡上大崎村に設置し、山手線の駅名、都区内の町名を滅茶苦茶にする一因になった。
いるきばし

大崎駅は荏原郡居木橋村…目黒川に架けた橋名をとった村。いまは品川区大崎に改名…に
造られたが、本物の大崎は、いまの品川区西五反田三丁目にある目黒川の左岸、目黒駅か
ら東急目黒線が切り通して走る岬地形につけられていた。大崎を岬に当てたように、目黒
川流域全体が縄文海進時に『海』であった史実は、様々な事象から立証されている。
図に記されたように、目黒川は、国道 246 号線と首都高速 3 号線が走る「目黒区大橋・
東山」から「品川区東品川」の間を流れている。国道 246 号線の北、
「世田谷区池尻」よ
り上流は北沢川（←世田谷区上北沢）、烏山川（←世田谷区烏山）が流れていたが、1970～
80 年代に暗渠・下水道化し、1990 年代に北沢川緑道、烏山川緑道が整備された。
のみ

1995 年には「城南三河川…渋谷川、目黒川、吞川…清流復活事業」により、落合水再生
センター（新宿区上落合）からの高度処理水が三河川へ流される地下水路が建設された。
これにより、かつてはドブ川に近かった目黒川に清流が復活して、冬場には鴨が飛来し、
目黒区と流域の自治会・町会の尽力で、
『目黒川の桜』は都区内有数の名所になった。
古代の目黒川を考えるうえで、重要な遺跡が『東山貝塚：目黒区東山三丁目』である。
東山貝塚は、明治時代から芝丸山貝塚（港区芝公園）、西ヶ原貝塚（北区西ヶ原）と共に、
「東京の三大貝塚」と謳われ、縄文時代後期（約 4,500～3,300 年前）を中心に前期～晩
期、弥生時代に連続する貝塚として知られた。1980～90 年代のマンション建設ラッシュに
伴う事前調査で、遺跡は旧石器、古墳、奈良・平安時代の遺構を含むことも判明した。
同時に、昔から知られていた遺跡、大橋・氷川（大橋二丁目）、中目黒（中目黒四・五丁
あぶらめん

目）、油 面 （中町、中央町）
、目黒不動（下目黒三・四丁目）という目黒川流域に旧石器～縄

文時代に連続する遺構が確認された。さらに下流の品川区に池田山北（東五反田五丁目）、
桐ケ谷（西五反田五丁目）、居木橋貝塚（大崎二・三丁目）、そして上流の世田谷区池尻二丁
目や三宿一丁目などに縄文時代の遺跡が連続し、付近が縄文時代前期から居住地として利
用されていた史実が浮上した。ただ、これらの遺構は調査が終わると埋め戻されて、遺跡
として東山貝塚公園以外は、何も残されていない。
東山貝塚が、目黒川最上流に位置することは、
「ハマグリ、アサリ、ヤマトシジミ」な
どを出土したこの地が、縄文海進時の前期～中期（約 7,000～4,500 年）のみならず、後期
にも活動して、約 3,000 年前まで『東京湾の入江』だった史実を語っている。
特筆すべきは目黒区東山の隣接地が、世田谷区『池尻』を名乗ることである。池尻とは
一般に「池の端」
「池から川が流れだすところ」と解釈されるが、古代の用法はこれだけ
でなかったようで、いま海に面する現役の島と岬の名前に証拠が隠されている。
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縄文海進時代以後に命名された現役の島、
「池島（和歌山 那智勝浦）（長崎 神浦）」、岬名の
「池崎（佐賀 呼子）、池ノ鼻（愛媛 三津浜）、池尻鼻（長崎 福江）」を参照すると、縄文時代
から弥生時代に、
「池」は、海や入江をも表現していた様子を感じとれる。
世田谷区池尻は、
『目黒入江』、または『目黒池』と呼ばれた東京湾の入り海の西端を表わ
み しゅく

している。隣接する世田谷区三 宿 も、山手線「新宿、原宿」駅で検証した「Syuku←Siku.
シクシク泣く。ジュクジュク、ジクジク浸みる；湿地」の解釈をとって「水＋湿地」と解い
てみたい。いまは遊歩道、暗渠に変化した北沢川が、京王電鉄井の頭線と交差する処にある
駅の名が「池ノ上」であることも、縄文時代からの伝承を留めているのだろう。
興味を誘うのが、世田谷区池尻の名に『掛け言葉』を使わなかったことである。池尻に
掛け言葉を想定し『Ikesiri＝Ike. 池＋kesi：消し＋siri. 尻』と解くと、世田谷区池尻
がかつては北沢川・烏山川が『目黒池』に流れこんでいた流入口だった史実に反するわけ
で、池の流出口を意識してつけたなら、目黒区大橋側に「池尻」を当てる必要があったの
である。本サイトでは、
『掛け言葉』の採用を、四段（五段）活用動詞を定めた縄文時代
前期（約 7,000～5,500 年前）と推理しているのだが、まだ確証が得られるほどの成果は
得られていない。
先に触れたように、国道 246 号に面する上目黒氷川神社（大橋二丁目）へ登る急峻な参道
に「武蔵國荏原郡菅苅荘目黒郷」を記した石碑が残されている。武蔵國荏原郡は律令時代の
郡で、大橋・東山・池尻付近は、平安時代中期に編纂した『和名抄』の荏原郡覚志郷（Kakasi
＝Kaka. 欠く：崖、谷＋kasi. 浙す：水に漬けてふやかす＝水辺の崖） に比定されているが、

中世に菅苅荘（Sukekari）…現在の青葉台二丁目に菅刈小学校がある…の一郷として、
『目黒』
郷があった史実を残している。
繰り返し述べたように、連続少数音型を使った『目黒』は谷型地形、または入江状地形
につけた地名と捉えられる。間隔がひらいた淀橋台と目黒台の間を流れる目黒川で、谷型
とよべる狭窄部は限定されて、北沢川と烏山川の合流点「世田谷区池尻」から「目黒区大
橋、東山」付近に限られる。『目黒区史』も大橋を「目黒」の起源地に特定しているの
で、この解法で間違いないようである。
1966～1968 年にかけて実施した現在の住居表示では、
「目黒、目黒本町、上目黒、中目黒、
下目黒」と、目黒区の 1／4 近くを占める「目黒」も、江戸時代から明治時代に、荏原郡上
目黒村に属した「東山、大橋」付近の古地名と捉えられる。
つまり、「目黒」は上目黒村の最北端に発して、大気温度の降下による『縄文海退』で、
入り海が消えた弥生時代以降に「目黒川」へ名を転じた。この川から名を採った、下目黒の
「目黒不動」の名を、さらに品川線の駅名に採用したため、本来の起源地から 3.5km も離
れた場所に、山手線「目黒駅」がうまれた。こうした地名を移動する現象は、
『地名は一地
点の地形を表現した』基本定理が、渡来人の大量移入と『漢字』の普及により、古墳時代中
期頃（約 1,500 年前）から伝承されなくなった歴史背景があった。
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東山・大橋は目黒川が玉川通り（国道 246 号線）と交差する地にあり、渋谷川の起源地も
この通りと交差する渋谷であることは、
『目黒入江』に接した国道 246 号線の原形は、おそ
らく縄文～律令時代にも重用されていたであろう。
これは武蔵国多磨郡の郡名起源地が多摩川と玉川通りの交点にあたる「世田谷区玉川」に
想定されて、武蔵国荏原郡の発祥地はかつての東海道品川宿、目黒川が東京湾へ注ぐ「品川
区北品川：荏原郡荏原郷。荏原神社所在地」に比定できることに関係する。東京西南部では、
目黒川と玉川通り（大山街道、厚木往還→国道 246 号線）の存在が重視されるのである。
『目黒』という地名は、江戸時代の五不動…「目黒、目白、目赤、目青、目黄」…の一つ
「目黒不動」から発したと考えるのが普通である。だが、ほとんど研究されたことがない
『地名』を基本に置くと、縄文時代前期から活動していた「東山貝塚」付近の地名、当時
は「東京湾の入江」を表現していた『目黒、池尻』に発した、という異説を提起した。
次章以降の『言葉と地名』『地名考古学』では、今の歴史学で【空白の四世紀】
【空白の
150 年】とよばれる弥生時代後期から古墳時代前期に、
「倭国の大乱：180 年代」
「倭国の
乱：250 年代」という戦国乱世から解放された人々が、平和な時代を象徴する『峠、岬』
名をつけた様子を取り上げたい。弥生時代の地名群は、あきらかに縄文時代の地名とは違
った性質を備えているので、この特性を浮上させたいと思う。
日本人なら誰にでもできる、
『地名研究』はお勧めの分野である。
『言葉と地名』の意味
が理解できなくなった六世紀以後の約 1,500 年の間、誰も入らなかった未開拓の原野に、
どんなものが眠っているかは判らない。そのため誰もが語源探索におけるパイオニアに成
り得る分野が、
『言葉、地名』の世界といえるのである。
この十数年間の分子生物学上のＤＮＡ分析の研究成果から、現生人類の中で、縄文人は
東アジアの「中国、朝鮮」とは形質が違っていた史実が判明した。これは、ウラル・アル
タイ語系と考えられてきた『日本語』を、別の角度から捉えて良い、という発想を転換す
べき時代へ入ったのである。まず現代の私達が毎日使っている『日本語』が、記録がまっ
たく無いと考えられている『縄文時代』
『弥生時代』に使用されていた言語を継承してい
る事実を立証する必要がある。
地名では、縄文・弥生時代の字名、自然地名を 10 万例以上集めて検証したので、
『地名
は二音節の動詞（主に他動詞）を組み合わせた「掛け言葉」を利用し、地形を表現した』
仮説は、定理へ昇格させても大丈夫と思うが、
『言葉』の探索は暗中模索の状態である。
ただ、旧石器時代へも溯りうる「打製石器、磨製石器」の語源を考えるのは楽しいの
で、
「つくる。みがく」への仮説を立ててみよう。
打製石器は「黒曜石・サヌカイト・チャート」などから取り出した石核を、叩いて作る
さいせきじん

のが普通である。なかでも旧石器時代後半に重用された「細石刃：Micro Brade」
、縄文時
代草創期に発明された「矢尻」は、石核を鹿の角などで突いて薄片を剥ぎ取り、石器を作
る「押圧剥離」という創作法を使っている。
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この技法から、
「創る、作る」は『Tuk、uru＝Tuku. 突く＋kuru. 刳る：剥ぎ取る』を合
成したように感じとれる。押圧剥離技法は小型の矢尻を連続して作れる利点があって、
「突刳る→作る」と同じ意味の「つ突く」は、同音異義語の「続く」を重ね合わせた様子
も感じとれる。神奈川県の旧郡名、都筑郡で検証したように、地名の「つつき」は、都筑
郡の推定起源地「横浜市港北区新羽町」のように、∧型の岬地形につけている。
この辺から、『啄木鳥：Kitutuki』は「木をつつく」鳥の意味と、木が「筒」型の穴を
開けられて「傷付き」
、傷跡がそのまま「続く」姿を合わせて命名した様子が浮上する。
さらに、ズキズキうずく『傷：Kitsu⇒Kizu』は、倒置語の「Tuki：突き」
、
「Suki：剥き
（薄く切り取る）」
、
「Suki：隙間（∨型）」の意味から、
『突き傷、擦り傷、切り傷』の三者

を一遍に表現した言葉と考えられそうである。
「疼く＝Utu：打つ＋tuku：突く≒打ち傷」
を交えたこのあたりは、
『言霊』の領域に入るのかもしれない…
「磨製石器」は文字に表わされたように、石を「ピカピカに磨く」作業によって造られ
る。この動作に『Fiku. 引く＋kaku. 欠く＝引掻く⇒身欠く＝磨く』模様が現われ、倭語
の「Pi→Fi. Mi」の分化が早い時代に行なわれた様子を感じとれる。
今でも、形容詞の寂しいが「さびしい、さみしい」
、寒いが「さぶい、さむい」
、煙いが
「けぶい、けむい」
、目を「つぶる、つむる」を共用するところが大切にみえる。
現代の私たちは、文字に書いてはじめてこうした分析が可能になる。ところが言語大系
を構築した人々は、
『言葉』すべてを頭の中で創作したのである。どのようにして、縄文
時代前期（約 7,000～5,500 年前）に、東北から九州・沖縄地方まで、同一言語を普及さ
せたのかは判らない。
これほどの言語を定着させた人々生きた時代が、一万年以上も狩猟採集を続けた『縄文
時代』だった。世界が注目し始めた『縄文文明』を立証するのは、
「オノマトペ、二音節
の基本動詞と名詞、掛け言葉、開音節」を活用する日本語に慣れ親しんだ、私達、日本人
の責務なのである。
『開音節』を常用する日本語の地名研究は、多数の地名を集めて、そこに現われる共通
項を取り出して比較対照する、
『統計学』を基本に置くので、今後はＡＩ（Artificial
Intelligence：人工知能）の活躍場所として注目されるだろう。
基本のデータベースも、平成 13 年に『数値地図 25000, 50000（地図画像：CD-ROM）』と
『数値地図 25000（地名・公共施設：CD-ROM）』
〈2001 国土地理院〉が発行されていて、2
万 5 千分の 1 地形図の画像と、そこに載るすべての地名の検索、位置の情報が、誰にでも
簡単にできるようになったのは喜ばしい限りである。
特筆すべきは、後者が地形図にのる全国 58 万件にのぼる地名と、公共施設の読み方を
全部のせたことで、ルビを振り難い地形図の弱点を補ったところは高く評価されている。
さらに個々の地名と地勢図、地形図の対照もインターネットですぐ行なえるようになり、
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数百冊にまたがる統計資料と、大きな地形図の扱いに悩まされてきた者にとっては、隔世
の感を覚える時代になった。まさに記憶容量を増大したコンピュータ（とくにＧＰＳ関連
技術）の飛躍的な発展、高度情報化時代の恩恵といえよう。ただ、
『日本語』自体が、奈良

時代の古語と、現代語では多少変化しており、縄文・弥生と奈良時代の言葉にも差がある
ので、概略は、第五章『地名考古学 2. 地名の復元』に具体例をあげて詳述したい。
次章の『言葉と地名』では、これまであげた「字名」だけでなく、
『峠名』を中心に置
いて地名を検証すると、歴史学の分野で【空白の 150 年】と形容されている『弥生時代後
期～古墳時代前期』に命名された地名群が、縄文時代の地名と違った性質を備えて、現代
に継承されている事実を明らかにしたい。
現代に継承された『都道府県、郡、市町村』という公共地名の大半が縄文時代の地名を使
っているが、『山、峠、沢、谷、滝、岬、島』などの自然地名は、弥生時代に命名された例
が多いことが特徴にあがる。弥生時代後期から古墳時代前期につけた、きわめてレベルが高
い地名群は、縄文系の人達が命名したのは確実といえよう。
きんかん か

や

渡来系の人々が活躍するのは六世紀以降、とくに朝鮮半島の金官伽耶国の滅亡（538 年）
みまな

か

や

く だら

に始まり、以前は任那と呼ばれていた伽耶諸国の全滅（562 年）から、百済が滅亡（660 年）
しらぎ

して、統一新羅が誕生（668 年）するまでの 130 年間に、百万人にのぼる渡来人の大量移入

が漢語の表現（主に名詞）を導入して『倭語＋漢語＝日本語』を確立した。が、ここにおい
ても、言語の基本構造は継承されたと考えられており、
『倭語の連続性』が、地名を考える
うえではとくに大切である。
渡来人の大量移入と、大陸における隋の建国（589 年）、隋が滅んで唐（618 年）が立国した
七世紀の東アジアの大変貌は、我が国に乙巳の変（645 年）と翌年正月の大化改新、滅亡した百
済の救済に半島へ援軍を送って大敗した白村江の戦（663 年）の後、国内における壬申の乱（672
年）に勝利した『天武天皇』によって国内が統合されて、律令国家が形成されたのであった。
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