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＜葵祭＞ 

 

 京都には祇園祭、時代祭などいろいろな祭りがあるが、京都での祭りと言え

ば本来、葵祭のことを指す。葵祭は源氏物語にも登場する古い祭りで、朝廷か

ら勅使が派遣される特別な祭りである。 

 欽明天皇の 567 年、賀茂の神々の祟りによって風雨が激しく、五穀が稔らな

かった。その神々の祟りを鎮めるための祭礼が起源とされ、819 年には朝廷の最

も重要な恒例祭祀となった。本来、宮中の儀、路頭の儀、社頭の儀から成るが、

現在では皇居が東京にあるので、宮中の儀は行われていない。 

 5 月 15 日、近衛使、検非違使、山城使、馬寮使、内蔵使による本列と、斎王

代をはじめとする女人列による路頭の儀では、平安時代さながらの装束での牛

車行列が、京都御所から下鴨神社を経て上賀茂神社まで進行する。下鴨神社と

上賀茂神社に於いては、天皇陛下の勅使が御祭文を奏上する社頭の儀が執り行

われる。 

 葵祭には現在でも賀茂氏や公家の末裔などが御奉仕するが、斎王代は一般か

らの募集である。神宮の斎宮に倣い、賀茂神社に御杖代（みつえしろ）として

仕える内親王や女王が本来の斎王だが、その代わりということで斎王代である。

選ばれるのは一般女性とはいうものの、数千万円レベルの費用を負担できるこ

とが条件となっているため、必然的に寺社・文化人・実業家などの御令嬢とい

うことになってしまっているのが実情である。（故に、母娘、姉妹で斎王代を務

める家系もある。） 

 このように、見かけは雅な行列の祭りの様相だが、その本質は、行列に先駆

けて行われる下鴨神社の御蔭祭（みかげまつり）と上賀茂神社の御阿礼（みあ

れ）神事にある。 

 

＊賀茂氏 

 古代の大豪族の 1 つ。梨木、鴨脚（イチョウ）、泉亭が中核の三家。参考まで

に、以下の写真の向かって左が下鴨神社社家の鴨脚光茂氏、右が上賀茂神社社

家の市（イチ）忠顕氏。 

（http://www.kyoto-np.co.jp/kp/special/omoshiro/hito11_02.php） 
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(1)御蔭祭 

 御蔭祭は 5 月 12 日に御蔭の地（比叡山西麓の御蔭山）に鎮座する下鴨神社の

摂社・御蔭神社から下鴨神社祭神の賀茂建角身命（カモタケツヌミノミコト）

と玉依媛命（タマヨリヒメノミコト）の荒御魂を神馬に遷し、下鴨神社に迎え

る神事である。第 2 代・綏靖（スイゼイ）天皇の御世に始まったとされる。荒

御魂は毎年御生れ（みあれ、復活）し、迎えた荒御魂が本殿の和御魂と合体す

ることにより神威が増すとされ、それを御生れ（みあれ）と言う。御蔭神社で

の神事は、一般人も奉拝することができる。以下、実際に奉拝した様子である。 

 

 下鴨神社で 9:00 から神職への歓杯の儀が行われ、その後、奉仕者の隊列が整

えられる。昔は徒歩と馬（神職）だったが、現在では車で移動する。神馬に乗

せる神霊櫃（しんれいひつ）を乗せる鞍もトラックで運ばれる。 

 奉仕者は神職一同と、氏子や近隣の小中学校の生徒。それぞれ名前が呼ばれ、

「おう」と応え、御神宝を手にしての行列となる。この行列を行粧と言う。「お

う」と応えるのを警蹕（けいひつ）と言い、宮中作法に由来するが、大元は卑

弥呼の時代の大王、意富那比命（オオナビノミコト）に由来すると思われる。 

 10 時前に行粧が出発。神職は日産のフーガやトヨタのクラウンに、巫女は軽

のバンに、他の奉仕者はマイクロバスに乗車して御蔭神社へ。 
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 並べられた御神宝の御紋を見ると、そこには三つ葉葵がある。やはり、本来

の鴨の御紋は二葉葵ではなく三つ葉葵で、本来の鴨神社である河合神社を封じ

てあるために、二葉葵として暗示しているのである。そして、鴨は伊勢に対応

しており、河合神社は伊勢で封じられている本来の神宮、伊雑宮に対応する。

なお、三つ葉葵は徳川の御紋でもあるから、徳川氏の本質は言うまでもない。 

 

 午の刻（正午）に神威が最大に高まり、それを神霊櫃に遷すのが御蔭神社で

の最大の神事である。御蔭神社での神事は奉拝できるが、神事の肝心の部分は

幕で覆われるので見えない。午の刻になると、長めの警蹕が 4、5 回繰り返され

ると同時に御扉が開けられ、宮司が祝詞を奏上し、しばらくして神霊櫃が権宮

司の手によって運び出される。そして、そのまま隊列が整えられ、トラックで

運んで来た、神霊櫃を神馬に乗せる鞍に遷される。 

 

 
 

 この後、行粧は摂社の赤宮に移動して舞などが奉納され、その後は下鴨での

神事となる。下鴨近くになると神霊櫃は神馬に乗せられ、15:30 からの糺の森の

切芝での神事となる。神霊櫃は神馬（白馬）に乗せられているので、馬が神様

の乗り物ということである。その神馬に東遊びを奉納し、雅楽を奉じる。 

 聖書に依れば、白馬は主が降臨される時に乗っている馬である。しかし、馬

を奉じる風習はフェニキア由来であり、それが変化して絵馬となったので、根

源はイナンナが最高神のフェニキアと考えるべきだろう。また“午の刻”とい

うのも、馬の意味することの重要性を示唆している。何よりも、不老不死・復

活の根源はイナンナなのだから！ 

 

 しかしながら、御蔭祭で最も重要なのは、御蔭山から持って来た新芽の出て

いる一対の阿礼木（あれぎ）という榊で、これに荒御魂の神威を遷し、本殿で

和御魂と合体させることである。和御魂は陽、荒御魂は陰なので、陰陽の合一

ということである。最後に、御蔭祭を中心的に仕切っている奉仕者が他の奉仕

者 2 名に阿礼木を手渡し、切芝内の神馬に奉じて終了。その後の本殿での神事

は見えない。この阿礼木は榊なので、「生命の樹」であることは言うまでもない。 
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(2)御阿礼神事 

 下鴨の御蔭祭は奉拝できるが、上賀茂の御阿礼神事は深夜に斎行され、奉拝

できない。そのため、以下を参照し、要約する。 

http://www.geocities.jp/yamauo1945/kagen.html 

 

・御阿礼所に参着→神籬前庭に列立→神籬に向かって奉幣→燈火を消す→御神

霊を遷す。 

 

 下鴨では昼間に、最大の神事の前に一般人が参拝したり写真を撮れたり、供
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してある神饌を目にすることができたり、神霊櫃が運び出されるところまで奉

拝できるので、下鴨にとって最重要の神事としてはおかしい。やはり、御生れ

の本質は、深夜に斎行され、本来の御神体が神社裏の神山（こうやま）である

上賀茂にあると考えられる。それは、葵祭での祭列が、最終的に下鴨ではなく

上賀茂に到着することも証明している。 

 

 これらカモの地域は秦氏の本拠地だが、両カモ社とほぼ同時期に葵祭が斎行

される松尾大社もまた、その本拠地である。御蔭とは光の古語であり、御阿礼

とは“御生れ＝御生まれ”のことで、再生・復活を意味する。つまり、下上カ

モ併せて、“光が復活する”ということである。 

 秦氏が原始キリスト教徒であることからすると、これはイエス・キリストの

光に他ならない。太陽に向く花と言えば向日葵（ひまわり）だが、“葵”という

文字を含む。葵とは、太陽に身を向ける花のことであり、太陽に向かって傾く

ことを“葵傾”と言う。漢字はカバラだから、神道に於いて葵は“天照大神の

花”のことであり、葵祭は天岩戸開き＝イエスの死と復活を象徴する。 

 

(3)籠神社 

 京都市内の葵祭の前に斎行される葵祭がある。それは、元伊勢・籠神社の葵

祭である。実は、これこそが葵祭の根源である！ 

 籠神社の葵祭は第 4 代・懿徳（イトク）天皇の御世に始まった藤祭が起源で

ある。藤祭は御生れ神事あるいは御蔭神事とも言われ、最高神・豊受大神の御

生れを祝う祭りだった。それが、第 29 代・欽明天皇の御世にカモ祭が葵祭と称

されることに伴い、藤祭もまた、葵祭と称されるようになったという。ただし、

籠神社ではカモ社のように葵ではなく、藤を冠にかざす。豊受大神は藤の花に

籠られると考えられていたからである。 

 

 カモ社に合わせてということは、カモ社と籠神社が深い関係にあることを意

味する。それは、籠神社の海部（アマベ）氏はカモ族であり、カモ＝カム＝神

だから、本来の天神族を意味する。これは、籠神社の奥宮・真名井神社で祀る

豊受大神が勧請された外宮の千木が外削ぎとされ、外宮で祀られる神が天神で

あることで暗示されている。（内宮の内削ぎは地祇。）そして、極秘伝では上賀

茂の祖神・賀茂別雷命（カモワケイカヅチノミコト）が籠神社の祖神・彦火明

命（ヒコホアカリノミコト）と同じということ、かつて太秦～広隆寺～糺の森

は海部氏の領地だったということ、籠神社の本来の御神体は奥宮・真名井神社

の背後にある天香語山（あめのかごやま）であり、上賀茂の本来の御神体は背

後にある神山でいずれも山を御神体とすることから、上賀茂のカモ氏と海部氏

は同じカモ族の天神族で、下鴨とは異なるのである。上賀茂と下鴨でカモの字

をわざわざ変えているのは、そういう意味が隠されている。 

 

 この天神族は、古代環太平洋文明圏を築いていた縄文人と和平を結んで邪馬

台国（ヤマトの国）を建国した一族である。和平を容易に結べたのは、共に最

高神が豊穣の女神で太陽女神、航海の女神のイナンナだったからである。（縄文
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では宗像三神、海部氏では豊受大神。）イナンナこそ、不老不死・復活の根源で、

イエスの原型でもある。ならば、御生れとは、不老不死の力を手に入れたイナ

ンナの暗示に他ならず、故に、籠神社では不死祭＝藤祭とされ、豊受大神は藤

の花に籠られるとされた。 

 そこに秦氏が渡来し、王権委譲の後に大和朝廷が設立され、天神族は天（あ

ま）族から海部（あま）族へと格を落とされた。そして、カモ社も海部族の上

賀茂と秦氏の下鴨へと分離され、下鴨の正式名が賀茂御祖（かもみおや）神社

とされ、上賀茂よりも上位になったのである。 

 しかし、祭祀をまったく変更してしまうことは、天変地異のような大きな祟

りを引き起こす。そのため、海部族の祭祀に秦氏の祭祀が重ねられた。だから、

葵祭も本質的には上賀茂が重要視されているのである。 

 なお、籠神社の藤祭は第 4 代・懿徳天皇の、カモ社の葵祭は第 2 代・綏靖天

皇の御世に始まったとされ、京都市内のカモ社の方が起源のように見えるが、

これも下鴨が上賀茂よりも上位とされてしまったように、カモ社の方の起源が

実際よりも早められたと考えられる。 

 

 さて、葵祭の元たる藤祭で祀られる豊受大神は根源神とも言われており、極

秘伝では“豊受大神 亦名 天照大神 亦名 天之御中主神”である。天之御

中主神は宇宙根源の大元の光だから、御蔭の真意とは、影を作らずに遍く照ら

す大元の光であって、まさに“おかげ様＝御蔭様”であり、影を作る太陽の光

というわけではない。だから、天照大神が太陽神だとは、記紀には書かれてい

ない。（地球上で最も偉大な光は太陽だから太陽神的、だということ。）そして、

別の極秘伝に依ると、辺津（へつ）鏡が豊受大神を祀る、とある。辺津鏡は息

津（おきつ）鏡と対になっており、共に海部氏が代々手渡しで継承してきた国

宝の伝世鏡で、物部氏の十種神宝でもある。息津鏡は直径 175mm で後漢時代の

もの、辺津鏡は直径 95mm で前漢時代のもので、籠神社主神の彦火明命が授けら

れたと伝えられるものだが、実は、海部氏の祖である卑弥呼が神事で使い始め

た鏡であり、八咫鏡のオリジナルでもある！ならば、もう 1 つの息津鏡は天照

大神を祀ると言える。また、辺津鏡の方が時代が古いことからも、豊受大神の

方が天照大神に先駆けた根源神であることを暗示している。（故に、外宮先祭。） 
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 両鏡は大きさ的にもカバラの神髄である「合わせ鏡」となっている。豊受大

神はシュメールの神々で言うとイナンナであり、シンボルとしてはロゼッタで、

十六弁八重表菊紋である。また、天照大神はイナンナと双子の太陽神ウツであ

り、シンボルとしては六芒星である。だから、辺津鏡は十六弁八重表菊紋、息

津鏡は六芒星としてシンボル化でき、両鏡の大きさを考慮すれば、以下のよう

に表すことができる。これが、神宮参道の石灯籠に六芒星と十六弁八重表菊紋

が刻まれている由縁である。 

 

 
 

 また、豊受大神は国常立尊、ウシトラノコンジンとも言われること、鞍馬寺

の境内には大きな六芒星が描かれていることに着目すると興味深い。鞍馬の奥

の院で祀られるのは魔王尊で、650 万年前に地球を守るために金星から飛来した

サナト・クマーラとされる。鞍馬で本来祀られているのは北方の守護神たる毘

沙門天で、このサナト・クマーラは神智学に傾倒した官長が後から追加したも

のだが、わざわざ追加したことには意味がある。“万年”はカバラ的には“たく

さん”という意味で、“65”は足すと 11 だから、十一面観音を暗示する。十一

面観音は隠されたセフィラ・ダアトも含めた「生命の樹」そのものだが、原型

はイナンナが掛けられた木で、金星もまたイナンナのシンボルである。金星は

イナンナが原型のイエスのシンボル“輝く明けの明星”でもあり、ルシファー

のシンボル“輝く明けの明星”でもあるが、イナンナはルシファーの原型の 1

つでもあるから、確かに魔王でもあり、イナンナが原型のシヴァ神は破壊と創

造の神で、やはり魔王的性質がある。また、サナト・クマーラはサンスクリッ

ト語で“永遠の若者”を意味し、16 歳だとも言われており、“永遠”は不老不死

の伝承のイナンナが根源で、“16”はイナンナが原型のロゼッタ＝十六弁八重表

紋菊紋を暗示する。よって、鞍馬に祀られるサナト・クマーラとはイナンナの

ことであり、境内の六芒星と合わせて前記シンボルそのものとなる。あたかも、

六芒星の鞍馬寺に封印されている様相である。 

 

 更に、サナト・クマーラは地球の中心に居るともされるが、これも封印を暗

示している。スーフィーのムスリムでは、サナト・クマーラはアル・ハディル

（緑の人）とも見なされており、イナンナが原型のシヴァは青黒い肌で、鞍馬
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ゆかりの天狗は赤い顔だから、緑、青、赤という光の三原色が揃っている。そ

して、ウシトラノコンジンは牛の角、虎の皮のフンドシ、棍棒、ジン＝神のカ

バラで、“鬼”の上の角＝“’”を取った字は熊野大社の九鬼（くかみ）一族か

らも明らかなように、“かみ”と読むから、鬼とは元々神のことで、ウシトラノ

コンジンとは、封印された光の神、本来の光という暗示である。 

 従って、鞍馬寺本堂の前に六芒星があり、奥の院にサナト・クマーラが祀ら

れていることは、六芒星という籠目の中にウシトラノコンジンが封印されてい

るという暗示でもある。ウシトラノコンジンは国常立尊であり、天之御中主神

が宇宙創造のエネルギーに対応して天であるならば、国常立尊は地となり、地

球のエネルギーのことでもある。よって、封印されたウシトラノコンジンとは、

封印された地球のエネルギーとも言える。これを裏付けるかのごとく、鞍馬で

は次のように言われている。 

 

“鞍馬山の本尊は宇宙の大霊であり大生命であり大光明、大活動体であり「尊

天」と申し上げる。そのお働き（エネルギー）は、水の心のような慈愛の潤い

と太陽のような光と暖かさと、そして大地のような浄化の力として現れ、それ

らを人々に授ける。 

 殊に、大地の力の顕現としての護法魔王尊は太古より鞍馬の山にまします山

霊であり、地球の霊主として、人々に希望、勇気、忍耐、決意を授け、破邪顕

正のお力を奮い、邪を真理の正道に改め導く。また、護法魔王尊は、母なる大

地がその懐に全ての生命を摂受し、形あるのもとして再び地上に甦らせるよう

に、再生の活力をも持つ。見えるもの見えないもの、あらゆるものを清め、直

くし、新生の姿、働きとして進化向上の力を与える。” 

 

 豊受大神は根源神であり、水気根源のいやちこ（霊験あらたかな様）の御神

徳という籠神社の伝承と一致する。そして、母なる大地の力、再生の活力とは、

イナンナ＝豊受大神の性質そのものである。 

 そもそも、鞍馬山は松尾山と言い、松尾大社でも籠神社、カモ社とほぼ同時

期に葵祭が斎行されるから、鞍馬もまた、暗に葵祭に関わっているということ

である。そこで、葵祭の時期に斎行される鞍馬のウエサク祭を見てみる。 

 

 ウエサク祭の起源は、釈迦の降誕、悟りを開いた日、入滅の日が、すべてヴ

ァイシャーカ(Visakha)月（インド暦第 2 月）の第 1 満月の夜であったという伝

承に基づき、ウエサク(Vesak, Wesak)という言葉は、ヴァイシャーカ(Visakha)

が変化したものである。この満月の日は太陽が雄牛座から昇る日で、旧暦では 4

月 15 日（新暦では 4 月 21 日～5 月 21 日頃）である。葵祭は現在では 5 月 15 日

に斎行されるが、かつては旧暦 4 月の中(なか)の酉の日だったので、どちらも

斎行日としてはほぼ同時期である。そして、雄牛はエンリル系のシンボルであ

り、イナンナはエンリルの孫であり、ウシトラノコンジンには牛の角がある。

また、葵祭では牛車の車列が登場する。 

 さて、5 月の満月には天界と地上の間に通路が開け、ひときわ強いエネルギー

が降り注がれるという伝承に基づき、満月に清水を捧げ、心のともし灯を輝か
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せつつ、降り注がれる神秘的な力を身に受けて、自分とすべてのものの目覚め

のための熱い祈りを捧げるのが、光と水と聖音の祭典たるウエサク祭であると

されている。そして、祭儀に於いては、地上のすべてを清め給え、人々を真智

の光に導き給え、深き慈愛の御心をもてすべてを護り給え、と祈りを捧げる。 

 豊受大神のシンボルは月で、前述のように水気根源のいやちこの御神徳であ

る。月をシンボルとするのは、地球の主エンキと、イナンナの父ナンナル（シ

ン）である。そして、“すべてのものの目覚め”というのは、封印が解かれるこ

とを暗示している。 

 

 以上、葵祭の本質とは、イナンナの“復活”を願う祭りであると同時に、宇

宙と呼応する地球エネルギーの再生（常若）の祭りでもある。そこに、秦氏が

イエスの“復活”を重ねた。 

 ここで、もう一歩、踏み込んでみよう。イナンナはフェニキアの最高神だっ

たから、イナンナのシンボルには不死鳥フェニックスもある。そうなると、六

芒星は籠目の籠でもあるから、六芒星の中に十六弁八重表紋菊紋があるシンボ

ルは、“籠の中の鳥”という暗示でもある。それで思い浮かぶのが、かごめ歌で

ある。 

 

かごめ かごめ 

かごの中の鳥は いついつ出やる 

夜明けの晩に 鶴と亀がすべった 

後ろの正面だあれ 

 

 籠の中のフェニックス（イナンナ＝神々、ウシトラノコンジン）はいつ羽ば

たき出るのか？（真相はいつ明らかとなるのか？）世界の夜明け＝真の理想世

界が達成される前に、鶴＝鳥をシンボルとする秦氏の大王＝天皇家と、亀＝亀

甲紋をシンボルとする出雲族が統（す）べり、換言すれば、婚姻関係を結んで

古代世界でそうであったように、一つとなる。また、真名鶴に関する神話のあ

る伊雑宮の真相が解明され、伊雑宮と表裏一体の籠神社で、豊受大神を祀る奥

宮・真名井神社と真名井の真意に関わる大きな動きが出て来る。（籠神社と伊雑

宮の裏社紋は六芒星で、形としては六角形の亀甲紋と同類だから、これもまた

鶴と亀が統べることである。） 

 そうなった後、封印された最高神＝豊受大神＝国常立尊＝ウシトラノコンジ

ンのエネルギー＝地球のエネルギーが解放され始め、準備が整う。 

 そして、いよいよ機が熟した時、神々が降臨する。神は後ろ向きのアダム・

カドモンとして暗示されているが、降臨により、実際にその御顔（後ろ向き姿

の正面）を拝することになる。これにより、人類はエゴによって本来あるべき

姿からずれてしまったことを皆が理解し、宇宙創造のエネルギー（主体、本来

の神）が客体となって三次元世界に鏡像反転され、名を付けて個々が区別され

ているだけであると認知し（真名井の真意）、本来あるべき神の恩寵の理想世界

が達成される。 

 


