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＜籠神社＞ 

 

 2008 年 5 月 2 日に、ようやく念願の籠神社に行くことができた。さすがに、

いきなり海部（あまべ）宮司とはお話できなかったが、若い神職の方と僅かば

かり、とはいっても、核心を突く話をすることができた。得られた収穫は多大

なものであったので、籠神社の概略と共に、それを紹介する。 

 

(1)本宮 

 丹後国一の宮であり、天橋立の袂にある。イザナギ神が、久志備の浜の北辺

にある真名井原（イザナミ神所在の奥宮）へ天から通われる時に造られた梯（天

浮橋）が、大神が地上で一夜寝ておられた間に倒れ伏して出来たのが天橋立で

ある、という説が伝えられている。天橋立は又、海橋立とも言って、別に海浮

橋という古傳もあった。内海（阿蘇海）を神輿が神幸（船渡御）され、龍穴か

ら龍宮城へお出ましになったという古傳もあり、海神の宮も橋立明神と称して

現存し、龍灯の松の傳もある。 

 また神代に、彦火火出見（ヒコホホデミ）命が、竹で編んだ籠船にて龍宮（海

神の宮）へ行かれたとの傳に依って籠宮（このみや）と言う。養老元年以後は、

彦火明（ヒコホアカリ）命が主神となった。 

 つまり、龍宮伝説の元であり、モーゼの葦船に因んだのが籠船である。そし

て、竹で編んだ籠の目は籠目、すなわち六芒星を形成する。更に、竹の旧字は

草冠の旧字“艸”を上下反転させた（巾を横に並べたような）字である。“艸”

は三叉の「合わせ鏡」であり、旧約と新約、そして古事記の造化三神と日本書

紀の元初三神の「合わせ鏡」であり、その三叉を反転させたことは逆さ、すな

わち逆木＝榊を意味する。 

 

・主神：彦火明命。 

・相殿：豊受大神、天照大神、綿津見神（ワタツミノカミ、海神）、天水分神（ア

メノミクマリノカミ）。 

・摂社：恵比須社、天照大神和魂社、真名井稲荷神社。 

・末社：春日大明神社、猿田彦神社。 

 

 本宮は内宮の元宮と言われ、唯一神明造りであり、本殿の勝男木は内宮に準

じて 10 本である。しかし、ここには心御柱があり、亦名が天御量柱であること

から、あくまでも外宮の元宮である。（外宮の心御柱の真相は天御量柱、すなわ

ちモーゼの旗竿である。）内宮の元宮と言われる真相は、内宮の御神体である心

御柱（忌柱と天御柱、すなわち聖十字架）の日本に於ける最初の到着地点だか

らである。元々、尾張氏と同族の物部氏である海部氏が祀っていたのはヤハウ

ェ＝天御中主神＝豊受大神である。 

 

 境内にある“内宮元宮”と書かれた石碑のある場所には、大きな木が 3 本あ

り、「生命の樹」を象徴している。（他に、天橋立の股覗き発祥の地と言われる

場所にも傘松と言って、3 本に枝分かれした珍しい松が植えられていた。） 
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 本殿向かって左側には、（君が代に登場する）さざれ石が置かれていた。これ

は産霊石（むすびいわ）とも言われ、向かって左から小、中、大の磐（いわく

ら）が置かれ、これも「生命の樹」の象徴である。更に、このさざれ石の向か

って左側に、摂社と末社があった。向かって右から、次の順に並んでいる。 

 

・天照大神和魂社：万物調和、地球浄化（！）、霊格向上、子孫繁栄。 

 以前に鞍馬で地球浄化の祈りを行っていた。つまり、鞍馬も元は天照大神を

祀っていたのである。鞍馬山の旧名は松尾山で、秦氏縁の名である。鞍馬は元々

毘沙門天を祀り、そこにミトラ＝ミトラス＝マイトレーヤ＝イエスを重ねたの

が鞍馬の真相である。 

 

・春日大明神社：元は建甕槌（たけみかづち）社と呼ばれた。 

 建甕槌命は鹿島神宮の主神であり、象徴で表すと、物部氏が所有していた王

権の印であるアロンの杖＝剣となる。（＜神々の真相 2＞）すなわち、同族の尾

張氏が所有する草薙の剣の象徴であると同時に、春日は藤原氏の氏神とされた

ことから、秦氏の影響下にあることも象徴している。 

 

・猿田彦神社 

 猿田彦の別名は宇豆（ウズ）彦で、「多次元同時存在の法則」から天照大神で

もある。 

 

・真名井稲荷神社 

 古代から明治末期迄、奥宮真名井原に祀られていたのを、平成 3 年 9 月 9 日、

80 年ぶりに本社境内に再建したもの。奥宮の代用。 

 

 更にこれら摂社･末社の向かって左側に、亀に乗った倭宿禰（ヤマトノスクネ）

命の像がある。その姿形から、浦島伝説の元である。倭宿禰命は海部宮司家の 4

代目の祖、天忍人（アメノオシヒト）命で、神武天皇の東征時、明石海峡から

亀に乗って現れ、神武天皇を大和の国へ先導したと言われ、大和建国の功労者

として倭宿禰の称号が送られた。 

 亀は蛇神、知恵の神エンキの象徴でもあり、亀に乗った、ということは、知

恵を授けられた、という象徴である。 

 亦名を珍彦（ウズヒコ）と言うので、宇豆彦＝猿田彦と同一である。ちなみ

に、彦火明命の孫が天村雲命であり、草薙の剣＝天叢雲剣＝天村雲剣の象徴で

もある。 

 

 籠神社では毎年藤祭りが行われるが、これは“葵祭り”とも言われ、御祭神

の再生を示す御生れ（みあれ）の神事であり、賀茂の葵祭りに先駆けて行われ

る。境内には、それに因んだ“御生れの庭”がある。 

 

 なお、＜日本の真相＞で「多次元同時存在の法則」を籠神社の祭神と“海幸

彦･山幸彦”“丹塗り矢伝説”の例で示したが、改めて祭神名を記しておく。 
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・彦火明命 

 亦名を天照御魂神、天照国照彦火明命、邇芸速日（ニギハヤヒ）命、極秘伝

で賀茂別雷神（カモワケイカヅチノカミ）である。 

 彦火明命は天孫として息津（おきつ）鏡、辺津（へつ）鏡を賜り、大和国河

内・丹波地方に降臨された。また、彦火火出見命の弟である火明命とも言われ

ている。ホホデミとは山幸彦＝火遠理（ホオリ）命のことであり、海幸彦であ

る火照（ホデリ）命の弟。火明命＝火照命であるから、兄弟関係が矛盾してい

る。 

 

(2)奥宮 

 同大神は、真名井神社の裏側の磐座（磐境とも言う社殿創始以前太古の祭場）

西座にお祭りされてあり、この磐座を俗には、鶺鴒（せきれい）石或は子種石

と呼んで、天照大神御出生の地と伝えられ、日之小宮（ひのわかみや）と言う。 

 前述のように、実は天照大神御出生の地ではなく、天照大神の御神体の、日

本に於ける最初の到着地点である。最後の到着地点は伊雑宮であるが、伊雑宮

の近くには鸚鵡石があり、地形的にもよく似ている。 

 真名井という名称は、天真名井の水という御神水が湧き出ていたことに因む

が、本当はマナの壺に由来する。極秘伝では、豊受大神の御顔は藤の花で、御

魂は天真名井の水と言われている。 

 奥宮は大垣という地名にあるが、近くに養老という地名もある。宮の伝承で

は、天のヨサヅラ（瓢箪の褒め言葉）に真名井の御神水を入れてお供えされた

ので、よさの宮（吉佐宮）と呼ばれるようになったという。だから、瓢箪に入

れた養老の瀧の水が酒に変わったという話は、これが元である。しかし、吉佐

宮の本当の由来は、ヘブライの民を約束の地に導いたヨシュアである。 

 宮がある宮津市は“宮の港”という意味である。周りには興味深い地名が多

く、北に弥栄（やさか）町、北西に金比羅神社、南西に出雲大社巌分祠と羽衣

天女伝説の天女の里がある。他に、信長を討ち、家康の陰陽師･天海として暗躍

した秦氏の明智光秀の三女でキリシタン、そして細川忠興の正室であった細川

ガラシャ隠棲の地と言われるスイス村が北にあり、更にその北の海岸に、都で

の蘇我・物部両氏の権力争いを逃れ、自分の領地である大浜に何年か滞在した

聖徳太子の生母、間人（はしうど）皇后の像がある。（なお、間人（たいざ）蟹

はこの地方のズワイガニのブランド名として有名であるが、里人は皇后の名を

そのまま使うのは畏れ多いと考え、文字だけを戴いて、皇后の御対座に因んで

“たいざ”と呼ぶようになった。） 

 奥宮の古称と別称は、次の通りである。 

 

・古称：匏宮、吉佐宮、与謝宮（いずれも“よさのみや”）、久志浜宮。 

・別称：豊受大神宮、比沼眞名井、外宮元宮、元伊勢大元宮。 

 

 元々はよさの宮＝ヨシュアの宮で、豊受大神＝天御中主神＝ヤハウェを祀っ

ていたが、秦氏によって改竄され、イエスに関わる竹冠を冠した籠神社となっ

たのであろう。 
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 入り口の石鳥居の脇の石碑には、外宮大元宮吉佐宮、久志日沼前大神宮と書

かれていた。そこから 200ｍあまり登ると、龍が狛犬の代わりとして鎮座してい

た。そこには、向かって右に匏宮大神宮、左に真名井神社と書かれた石碑があ

った。更に左手に、匏宮、吉佐宮、与謝宮、一云：天吉葛宮、比沼眞名井、久

志浜宮、元伊勢大元宮と書かれた石碑があった。 

 そして、普通の狛犬が鎮座し、本殿入り口への立て札に、天香語山と書かれ

ていた。彦火明命の子が天香語山命であり、これに因む。また、奈良には天香

具山があり、耳成山、天香具山、畝傍山の三角形で神話上の初代天皇が関連す

る極めて重要な三輪山を示唆しているが、当然、この天香具山の元であろう。 

 左手には、御神水が湧き出ている磐があるが、その隣に、波せき地蔵という

地蔵があり、その立て札に宮司の歌が書かれていた。 

 

 二千五百年（ふたちいほ） 鎮まる神の神はかり 

 百（もも）の御生れの 時ぞ近づく （平成 8 年 8 月 8 日） 

 

“皇紀にして 2500 年以上が経過したが、この国は御鎮座される神様の御威光に

よって鎮まってきた。しかし、神様は何を御計画されているのか。これまで何

回となく御生れ神事を行ってきたが、いよいよ本当の御生れ、すなわち、唯一

の白く光り輝く（百＝一プラス白）天照大神が御降臨される時が近い。” 

 

 もう少しまとめると、次のような解釈となる。 

 

“皇紀にして 2500 年以上が経過したが、御鎮座される神様の御計画通り、いよ

いよ天照大神が御降臨される時が近い。” 

 

 詠まれたのは平成8年 8月 8日であり、8が 3つ並んでいる。中国の風水では、

北京オリンピックの開会式が 2008 年 8 月 8 日 8 時 8 分というように、8 は大吉

数であるが、八角形などはイエスに関連する数字である。特に、キリスト教に

於いて 8 は“復活”を意味し、ギリシャ語で“キリスト”と書くと、数秘的な

数値は“888”となる。故に、“平成 8 年 8 月 8 日”ということで、御生れされ

る神＝御降臨される天照大神がイエスであることを、暗示しているのである。 

 

 さて、本殿向かって左側に、“真名井神社”と十六弁八重表菊紋が描かれた旗

竿が、右側に“豊受大神（吉佐宮）”と下がり藤（藤原氏の御紋）が描かれた旗

竿があった。皇室の縁（ゆかり）と、藤原氏＝秦氏の影響が伺える。 

 本殿向かって右側には、産盥（うぶたらい）という石があった。生まれたば

かりの嬰児がつかる盥を模した石であるが、向かって右にあることから、“御生

れ＝復活”を象徴しており、蓋の無い石棺でもあることから、ピラミッドの石

棺が原型である。 

 本殿裏の磐座主座には、豊受大神が祀られていた。その御魂は宇迦御魂であ

り、亦名が鹽土（シオツチ）老翁、大綿津見神、住吉同体（聖徳太子縁の住吉

大社）とあり、いずれも海に関わる神々であるが、実はすべて豊受大神なので
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ある。その後ろに石碑があり、向かって左から愛宕大神、熊野大神、道祖神で

ある。愛宕大神は火に関する神であり、火産霊（ホムスビ）命、迦倶槌（カグ

ツチ）命などとも言われるが、元は火之迦具土（ホノカグツチ）神であり、籠

神社の表向きの主神である彦火明命である。“火廼要慎（ひのようじん）”と書

かれた愛宕神社の火伏札はほぼ京都の全家庭の台所に貼られており、飲食店の

厨房や会社の茶室などにも貼られていることが多い。また、熊野大神の亦名が

須佐之男神とあった。熊野の物部氏（尾張氏＝海部氏）は神武天皇東征時に最

後まで反抗したわけだが、神武天皇＝天照大神、熊野＝須佐之男神で、須佐之

男神が高天原で天照大神に反抗したことを象徴している。須佐之男神に関連す

るのは草薙の剣であり、これは物部氏のトップである尾張氏＝海部氏の象徴で

ある。道祖神の元は、猿田彦と天宇受売命の夫婦神である。 

 本殿裏の、向かって左側にある磐座西座には、“天照大神小宮（わかみや）霊

時”と書かれた石碑があった。ここに祀られている神様は、天照大神、イザナ

ギ大神、イザナミ大神である。磐座であると同時に、三柱の神々を表す大きな 3

本の木があり、当然、「生命の樹」を象徴している。その石碑の裏には、何と、

「豊受大神、亦名・天御中主神、亦名・天照大神」と書かれているではないか！

「多次元同時存在の法則」が、堂々と書かれていたのである。これを見た人は、

“では、奥宮が元外宮で、本宮が元内宮とはどういうことか？それに、伊勢の

外宮と内宮は同一神か？”と大いなる疑問を抱くことであろう。 

 

(3)神職との対談 

 神札授与所で何種類かの掛け軸が売られていたが、その中の 1 つに、天御中

主神、天照大神、豊受大神、彦火明命で四柱（よはしら）の神の名が書かれて

いる変わった掛け軸があった。そして、奥宮で豊受大神、亦名・天御中主神、

亦名・天照大神と書かれていたことをきっかけに、これこそ千載一遇のチャン

スと思い、若い神職に話しかけた。この神職は、先に宮の由緒略記と案内を購

入した際に応対してくれた方であり、奥宮の案内図も頂けた。以下、小生：A と

神職：B の対話の大筋である。 

 

A：この掛け軸は四柱の神が書かれていて変わっているのですが、実は奥宮で、

豊受大神、亦名・天御中主神、亦名・天照大神と書かれているのを発見しま

した。ならば、この掛け軸もすべて同一神であり、これこそが、海部宮司が

発見された「多次元同時存在の法則」でしょうか？ 

B：（渋そうな顔をして）はあ、まあ、そういうことになります…かね。 

A：（安心させるために）私は飛鳥さんの本、すべて読んだのですよ。 

B：（なあんだ、という感じで）ああ、そうでしたか。 

A：いや、奥宮の熊野大神の亦名が須佐之男神というのも、驚きましたよ。 

B：（笑顔で頷く。） 

A：（心御柱や天照大神の本質について言明したい衝動に駆られつつも、本はす

べて読んだ、ということで暗黙の了解として、時間も無いので更に突っ込ん

で）実は私（わたくし）、シュメールまで研究しましてね。 

B：（おおっ！という表情で）そうですか…。 
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A：ならば、天御中主神は大神アヌということになりますか。 

B：そういう解釈になりますね。 

A：他に、蛇神エンキ、風のエンリル、女神イナンナなど…。 

B：（割って入るように）ええ、ええ…。 

A：では、やはり天照大神の原型は蛇神エンキでは？すると、豊受大神が風のエ

ンリルで…。 

B：まあ、…。 

A：伊勢の外宮の別宮では、これがぴったり当てはまりますよ。多賀宮が大神ア

ヌ、土宮が土からアダムを創った慈悲の蛇神エンキ、風宮がその名の通りエ

ンリルと。 

B：ええ、そうですね。ただ、我々も宮司からいろいろ聞くのですが、中には矛

盾した場合もありまして…。 

A：（カッバーラだけでは解読できないことを暗に匂わせて）そうなんです。そ

の場その場の状況に応じて、当てはめるべき神々が異なるのですね。その辺

が、難しいところですよね。 

B：（同意するが如く、頷く。） 

A：ですから、思うに、天照大神の原型は蛇神エンキであり、そこに太陽神ウツ

が重ねられているのではないか、と…。 

B：まあ、我々も理解し難い部分はありますし（本当に、シュメールについて真

剣に調べている感じである）、また、言えない部分もありますし…。伊勢神

宮の神職の方に、聞かれてみては如何ですか？ 

A：聞いても、絶対に教えて頂けませんよ。（笑） 

B：（笑）このように立ち話でお話させていただく分にはよろしいのですが、何

かに載せられたりしますと、いろいろと…。 

A：そうですね、あのように出版物で堂々とされてしまうと…。 

B：奥宮の石碑には、今では三つ巴が刻まれていますが、かつては六芒星が刻ま

れていました。 

A：ええ、飛鳥さんの本で拝見しましたよ。あそこまでされますとね…。 

B：“その筋”から圧力が掛けられてしまって…。 

A：ところで、奥宮のある場所は大垣で、近くには養老という地名がありますが、

岐阜県にも同じ地名があります。こちらから、向こうへ伝わったのですね。 

B：そうですね、御神体が巡幸され、各地に一の宮という地名ができました。あ

の一帯の尾張氏と、こちらの海部氏は同族なんですよ。 

A：ええ、存じております。そして、物部氏のトップである、と。 

B：（確信を持って）その通りです。 

A：（やはりね…。）実は私、名古屋でして、昨日も熱田さんの舞楽神事を拝見し

てきたところなんです。 

B：ああ、私も名古屋なんです！ 

A：それは、それは…。（何という奇遇！！）しかし、奥宮の旗竿に、菊の御紋

と共に下がり藤が描かれており、本宮の境内に藤原氏の氏神である春日大明

神があるのは、秦氏の影響下にあることを暗示していると…。 

B：まあ、いろいろありますね…。 
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A：（他にも少々話しをしたが、時間的にも、その場の雰囲気的にも、これぐら

いだろう、と気を利かせ）それでは、どうも本日はいろいろありがとうござ

いました。 

B：いえ、いえ、どういたしまして。 

A：大変、参考になりました。わざわざ名古屋から来た甲斐がありました。本当

に、ありがとうございます。では、失礼します。 

B：どういたしまして。 

 

 ざっと、こんな感じであった。さすがに海部宮司というわけにはいかなかっ

たが、それでも若い神職の方が、これだけの情報を与えて下さったのである。

周りに他の参拝客がいるような状況の中で。飛鳥氏のレベルだけではなく、シ

ュメールまで持ち出したためであろうか。これで、今まで調べてきた“神々の

真相”が大筋に於いて正しいことが証明された。まさに、古代の謎を紐解く鍵

を握る籠神社である。 

 

＊籠神社を訪れたのは、“主エンキの御言葉”を読んでいた最中のことである。

この後、確信を持って“真相”をまとめたのである。 
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