
鮨 すし 『 国史大辞典 』   ・・・    魚、塩、酒、米、酢、醤油 との関係 
  

鮓などとも書く。中国の古代に蜀の人は、魚の鱗をとらず、臓物を取り出し、塩をして、
なかに飯と酒を交ぜたものを詰め、重しをして発酵させたと伝え、そのような調理は、
早くから伝わっていたと思われ、天平六年（七三四）の『尾張国正税帳』、同九年の
『但馬国正税帳』や養老の賦役令には雑鮨が記され、また天平六年の『尾張国正税
帳』には白貝内鮨、養老の賦役令には鰒鮓・貽貝鮓、平城宮跡の木簡にも貽貝鮓・
鯛舂鮓の名がみえ、奈良時代にはかなり魚貝の鮨が作られている。そして『延喜式』
によると中男作物として鮒鮨・鮭鮨、神今食料に鮨鰒、諸国の調として貽貝鮨などが
納められ、近江の阿米魚鮨、越中の鮭鮨、大宰府の鮨鰒・鮨鮒、三河の貽貝鮨、若
狭の貽貝保夜交鮨、丹波・但馬・伊賀・伊勢・紀伊・播磨・美作の鮎鮨などもみえて
いる。これらの鮨はいわゆる飯鮨（いいずし）とは違い、魚貝を塩につけて米飯に押
し込み、発酵した米飯の酸味で浸物のようになったもので、数種の魚を使うのを雑鮨
や雑魚鮨といった。奈良・平安時代には輸送の便も十分でなかったから、醤鮒や楚
割（すわやり）のような加工品とともに鮨の需要は多く、生物（なまもの）として公家の
食膳に供され、『土佐日記』には「ほやのつまのいずし（貽貝保夜交鮨か）、すしあは
び」、『今昔物語集』にも「魚ノ鮨」などとみえ、大切な料理として全国で作られている。
『沙石集』には鮎鮨にかかわる話が語られ、長享三年（一四八九）の奥書がある『四
条流庖丁書』にも鮨について記され、中世も同様で、室町時代の女房言葉で「すも
じ」といい、鮎の腸や子などは品が下がるが、季節初めの品ならば良いなどと、鮨の
調理にも方式があったわけで、やがて本膳料理に鮎鮨や鮒鮨が、生の魚貝と並べ
て出された例も少なくない。このような鮨は飯鮨が作られた近世にも続き、大津の鮒
鮨などは今日まで残されている。 
 

江戸時代の初めには、酒一升・塩三合・酢一合の割で煎じたものを飯にまぜ、二日
ほどでできる仕方があって、一夜鮨と呼んでいる。 
寛永ごろには山城の六条飯鮨（いいずし）や大和の奈良飯鮨などが有名で、六条飯
鮨は押鮨の作り方に似ていたが、形は握鮨と同じようであった。『守貞漫稿』（『近世
風俗志』）には、三都とも押鮨であったが、江戸時代の中ごろまでに江戸では筥鮨が
すたれ、握鮨だけになったとみえ、卵焼・鮑・鮪・鯛・蛸・穴子・白魚・小鰭・干瓢などを
使うといい、また京坂の筥鮨の作り方を述べて、主に卵焼・鮑・鯛を薄く切ってのせ
た柿鮨と鳥貝の一種をおく魚貝鮨、飯のなかに椎茸と独活（うど）を入れる巻鮨を説
明している。さらに京坂では梅酢に漬けた紅生姜、江戸では酢漬の新生蓼や姫蓼を
添え、笹折に詰めるとき、葉蘭を使うのと熊笹をのせるのと、上方と江戸の違いは
あっても、ほぼ今日のような鮨は、江戸時代の後半に整い、毛抜鮨・稲荷鮨なども
あった。宝暦ごろ江戸では、丸く浅い桶に薄い紙で傘形の蓋をし、鯛・鰺の鮨を売り
歩く者があり、重ね箱や御膳籠を荷う者も現われ、一方大坂では魚を横に切り、もと
の形に並べる早鮨があり、（みさご）が海岸の岩陰に貯える小魚のみさご鮨は、江戸
時代の珍味の一つであった。 
国史大辞典  ［参考文献］『古事類苑』飲食部、関根真隆『奈良朝食生活の研究』 
 

「寿司」という表記は、縁起をかついだ江戸時代以降の当て字  日本国語大辞典 
浮雲〔１８８７〜８９〕〈二葉亭四迷〉 
「如何（いかが）な真似をした上句（あげく）、寿司（スシ）などを取寄せて奢散らす」 
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養老の賦役令：鰒鮓・貽貝鮓 
平城宮跡の木簡：貽貝鮓・鯛舂鮓 

江戸時代の初めには、酒一升・塩三合・酢一合の割で 
煎じたものを飯にまぜ、二日ほどでできる仕方、一夜鮨と呼んだ 

今の愛知県半田村、中野又左衛門は、江戸で当時流行のきざしを見せはじめていた“すし”に出あ
う。それは現在の“握りずし”の原型となった“半熟れ”と呼ばれるもので、“熟れずし”から“早ずし”
へ移行する中間のすし。元々の“すし”は塩漬けにした魚を米飯に漬け、乳酸発酵させる熟れずし
であり、一年以上かけて作っていた。一方、酢を一部加えて発酵を早めた押しずしの一種が“半熟
れずし”である。   江戸での大量需要を見込んで、酒造業のかたわら酒粕を原料とした“粕酢”の
製造をはじめ、 1804年（文化元年）本格的な酢造りをスタートさせる。 

酢 

酒 塩 

（三ッ環）の商標 三本線≡は、中野/中埜家の家紋が由来  
 酢の命でもある「味」「利き」「香り」の意味   下の丸○は「天下一円」を意味 

塩 米 

神事性 嗜好性 
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寿司の原点とは       一般的 認識の確認  『 お寿司屋さんの歩き方 』より  
歴史上、寿司は今のような酢飯を握り固めた上に魚などのネタを乗っける握り寿司
の形で生まれてきたわけではない。寿司の原点となるのは今で言う「熟れ鮨（なれ
ずし）」であったと考えられている。熟れ鮨は米や麦などの穀物を炊き上げて、その
中に魚などを詰め込み、乳酸菌の力で乳酸発酵させた発酵食品の一種である。 
発酵食品は、発酵に関わった微生物の力で原材料となった食品には無かった栄養
が含まれている。熟れ鮨は一種の健康食品として、発祥の地であったとされる東南
アジアから中国、そして日本へと伝播していった。 
 

寿司とは「鮨」「鮓」である 
熟れ鮨の「ズシ」の字を見て判るように、昔は寿司を「鮨」もしくは「鮓」と書いていた。
『魚へんに旨い』、『魚へんに酢っぱい』と書いていた。乳酸発酵によって、米などの
穀物が持つでんぷんや糖質は分解されてドロドロになる。この時乳酸菌は酢酸な
どを生成し、ビタミンと酸っぱさを加えていく。 この酸っぱさが不思議と魚と米を結
びつけ、美味にすることを知った日本人は鮨・鮓を寿司へと昇華していった。 
 

鮨・鮓の拡散 
熟れ鮨として伝わった寿司だが、中国は宋の時代に最盛期を迎えたと言われてい
る。乳酸菌の力を利用した健康食品である鮨・鮓を愛し、魚から動物の肉から野菜
と漬け込んで行き、終いには昆虫までも鮨・鮓にしたと伝えられている。鮨・鮓が日
本に伝わってきたのは、おそらく縄文時代の後期に稲作と共に伝わってきたと考え
られている。鮨・鮓は日本においては宋に負けないほどに愛され、年貢として納め
られたという記録が残っている。 
 

寿司の誕生 
そして、室町時代以降に入るといよいよ私たちの知っている寿司の原型が姿を現
わす。乳酸発酵を行って作る熟れ鮨は、どうしても発酵熟成に数ヶ月以上掛かって
しまう。その為、発酵がまだ充分進んでない米が原型を留めているうちに熟れ鮨を
食べるようになり、酢が工業的に作られだした時代には乳酸発酵による酸っぱさを
酢で代用するようになっていった。これを早鮨という。 
酢を使った早鮨の登場は現在の押し寿司の原点である箱寿司につながり、握り寿
司へと発展していった。 
 

手早く出来る 握り寿司 
江戸時代に入ると熟れ鮨や押し寿司などの上方の寿司とはまた違った寿司が誕
生する。 それが現在の握り寿司の原型である。 
川柳に「妖術と いう身で握る 握り寿司」と歌われたように、握り寿司は妖術使いが
結ぶ手印のような動きで瞬く間に寿司を握って作ることから気の短い江戸っ子たち
に愛されていった。 この握り寿司を発明したのは「與兵衛寿司」を興した華屋與兵
衛であると伝えられている。握り寿司の発明はやがて、関西の押し寿司文化と関東
の握り寿司文化という形で寿司文化を二分していくことになる。 

   
 

握り寿司を発明した華屋與兵衛は、寿司文化に多大な貢献をしていくことになる。 
それが江戸前寿司である。 
江戸前寿司はその名の通り、東京湾で取れた魚介類を使った寿司のことで、保存技
術が進歩していなかった江戸時代において花開いた寿司の料理技法なのです。 
例えばマグロは足の早い（腐りやすい）魚だったので醤油をベースにした調味液でヅ
ケにして食べると言った、魚の状態を考えた調理法でお客に提供するという 江戸っ
子の 心意気 そのものなのである。 

                       

「詰める」文化 「 握る」文化 

伝統・継承 現利・実用 

  

寿司の原点、熟れ鮨は米や麦など
の穀物を炊き上げて、その中に魚
などを詰め込み、乳酸菌の力で乳
酸発酵させた発酵食品の一種。 
酢が工業的に作られだした時代に
は乳酸発酵による酸っぱさを酢で
代用するようになっていきました。
これを早鮨といいます。酢を使った
早鮨の登場は現在の押し寿司の
原点である箱寿司につながる。 

 「 保存 」 の 事情  「鮮度」 の 契機  

「上方」と「江戸前」 その寿司 の 成立ちとは？   それぞれの地理的事情と、文化の背景 

   古代からの調理法 「詰める」、 鮮魚を活かす 「握る」  その違いに、「上方文化」と「江戸文化」の特性 を見出す            

  

江戸っ子 の 心意気とは？ 

「上方」 と 「江戸」    「西の文化」 と「東の文化」       何 が 違うのか？  

江戸前寿司はその名の通り、東
京湾で取れた魚介類を使った寿
司のことで、保存z技術が進歩し
ていなかった江戸時代において
花開いた寿司料理技法。 
例えばマグロは足の早い（腐り
やすい）魚だったので醤油を
ベースにした調味液でヅケにし
て食べると言った、魚の状態を
考えた調理法でお客に提供する
江戸っ子の心意気そのもの。 

成田 
江戸っ子寿司 

成田山 
新勝寺 
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伝統・継承 現利・実用 

 

  

                   

「上方」と「江戸前」  さて、 西の文化 東の文化 とは？ 

 東西それぞれの文化特性において、それぞれの「鮨・寿司」の位置付けとは？ 
 

『 日本文化の東と西 』 林屋辰三郎  著 
 「縄文の文化と弥生の文化は、相互にいきわたっておるものの、中心をさがせば、やは
り縄文は、東のほうに顕著な文化の遺産を残している。重厚というのでしょうか、ゴデゴデ
した装飾をもった土偶や土器は、主として東の方に残っております。それにたいして西日
本のほうに弥生の遺産で、重厚にたいしていえば軽薄ですが、明快なアッサリした意匠の
文化をとどめておるわけであります。」  
 

「民族芸能」では、狩猟関係では、東の鹿踊り。 農耕関係では、西の田楽など。 
「古代から王朝時代の状況からいえば、東は馬を情報とした文化を生み出した社会である。
それにたいして西は船であるということがいえるだろうと思います。」 
「平安時代の末から、中世にかけて、東の武士団の世界からは、所領している土地にたい
する執着が、土地制度を発展させてゆく基礎が、東のほうから出てくる。 
西のほうからは、貿易による貨幣、銭を中心とする考えが出てくる。」 
  
 

『 とも生みの思想 』 上田正昭 著 
 「私は、かねてから東日本を象徴する民衆の仏教信仰は不動明王の信仰であり、西日
本を代表する民衆の仏教信仰は観音信仰であると考えてきた。 
不動明王といえば、千葉県成田市の新勝寺の成田不動が名高い。もっとも関西にも不動
明王ゆかりの寺があり、成田不動のもとは高尾山神護寺から勧請したという伝承もある。
しかし比較していえば、西日本をリードしたのは観音信仰であった。」 
 

 成田山 新勝寺 国史大辞典 
縁起によれば、天慶三年（九四〇）の開創。当初の不動明王は空海の作で、洛西 高雄山
神護国祚真言寺護摩堂の本尊であったという寺伝。当地遷座の由来は、平将門の乱を鎮
めるため、勅命によって洛西広沢遍照寺の寛朝僧正が、先の不動明王を奉持して海路を
下総へ下り、将門調伏の祈祷を行なったところ、平定することができたという。帰洛しようと
したが、不動明王は動かず、勅命によって伽藍が建てられ、東国鎮護の明王になった。 
 
 

『 日本の哲学を読む 』 田中久文 著 
九鬼周造氏 の考えを、著書『「いき」の構造』などから解説する。  「いき」の契機は、「媚
態」「意気地」「諦め」によって成立している。それらは、わが国の道徳的理想主義と宗教
的非現実性によって支えられ、前者は武士道によって、後者は仏教によって育まれてきた
という。 「媚態」とは、異性に近ずきながら合一して「一元」化することなく、精神的には一
定の距離を置いて「二元的」緊張関係を維持させること「可能的関係」を構成すること。 
この「媚態」の緊張関係を維持し、磨きをかけるのに必要なものが「意気地」「諦め」で、 
「意気地」は、異性にもたれかからない「心の強み」、 「諦め」は、「流転、無常を差別相の
形式と見、空無、涅槃を平等相の原理とする仏教の世界観」に基ずく。 仏教の「諦め」は、
真理を明らかにする「明（あか）らむ」という意味を持つ。  
    晩年、昭和１２年（1937）『日本的性格』で、 「いき」の契機と共通する「意気」「諦念」に
加え、「自然（おのずから）」を強調し、「日本的性格の要素」とした。 「自然」は、偶然に任
せて自在に生きることが、大局的に目的的必然にかなったもの、すなわち「予定調和」に
なる。 西洋では、目的的必然に服従する「自由」であるが、道徳観の違う日本では、「自
由」は、偶然のままに生きる「自然」と融合しているとした.。 

「船」文化 「馬」文化 

海/縄文・狩猟文化 陸/稲作・弥生文化 

「土地」主義 「貨幣」主義 

「純粋」 「感情のまま」 「儒教的」 

「葛藤」 「義理」 「人情」 

「粋（すい）」 情緒的 現実的 
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「 自然の構想力 」 

三木 清 哲学  

人間を超えた生命全体 

葛藤（二元的緊張） 

『 構想力の論理 』 

『 日本的性格 』 

近松門左衛門 
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無常 保守性 情緒的 現実的 革新性 仮諦 

鮨・寿司 

  

  

「鮨・寿司」 を 取り巻く 「西の文化」 「東の文化」 

「自然の法則 ・ 力」への帰着 
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 「 義理 と人情 」 の 構造 

 

山 水 
自然 

「 自然法爾 」 

親鸞  哲学  



 国史大辞典  明和 ～ 天明 
 

江戸ことばを話す根生いの江戸市民。 
東京になってからも同じ。東京ことばを「えどっこ」という場合もある。 
 

江戸ッ子の初見は、明和八年（一七七一）の川柳   「江戸つ子のわらんじをはくらん
がしさ」である。 
つづいて安永二年（一七七三）の「江戸ツ子の生そこない金をもち」「江戸ツ子にして
はと綱はほめられる」とか、洒落本・黄表紙などに散見するようになり、文化・文政期
には盛んに用いられるようになった。 
すでに元禄ごろに江戸と上方という二つのセンターが日本に成立したが、江戸ッ子と
いう江戸独特の市民が広汎に成立したのは十八世紀中期以降のことであった。 
 

江戸では伊勢商人・近江商人をはじめ、江戸店（えどだな）稼ぎの地方出身者が大
町人として指導的役割を果たしていた。そのうえ、火災や土木工事などの連続で強
制移転がはげしく繰り返されたことなどの理由により、根生いの江戸生まれという 
意識が長い間成長しにくい事情にあった。江戸を牛耳っていた大町人としての江戸
店商人は、地方大名の江戸屋敷と同じで江戸生活者だが江戸ッ子ではなかった。 
 

ところが、木場・魚河岸・竹河岸・霊巌島・新川・日本橋・神田・蔵前など、いわゆる 
下町の江戸時代初期以来住みついた町人たちが江戸時代中期になると、社会・ 
経済・文化などの各般にわたって、大きく成長してきた。 
そうして、演劇・文芸・浮世絵その他遊廓の遊びの世界においても、この根生いの 
江戸町人すなわち江戸ッ子たちが主役を演じ独特の江戸文化を創造した。 
 

天明七年（一七八七）、山東京伝はその著『通言総籬（つうげんそうまがき）』という 
洒落本とその翌年の黄表紙『（仁田四郎）富士之人穴見物』の二つの書によって、 
江戸ッ子気質を典型化した。 
一、金の鯱をにらんで、水道の水を産湯に浴びて、という将軍お膝元の生まれ。 
二、宵越しの金を使わない、すなわち金ばなれがよくケチでない。 
三、お乳母日傘での高級な育ち。 
四、日本橋のまんなか生粋（きっすい）江戸ッ子のはえぬき。 
五、「いき」と「はり」を本領とする。 
この五項目に集約できる。 このような江戸ッ子は経済的にも実力をもつに至り、他
国者や武家たちに対して基本的に対抗意識をもっていた。 
江戸ッ子はそういう抵抗感を巧みに表現したり、象徴したような天下祭・三社祭・酉
の市・火消し・歌舞伎・遊廓などを舞台として、独特の江戸文化を創造した。 
 

天明期は江戸ッ子全盛期でその文化も最高潮に達した。この潮流は寛政の改革の
徹底的弾圧によって潰滅に瀕し、江戸ッ子もまた断絶状態に陥った。 
化政期を迎えると、農村からの流入者や他国からの出稼人などが激増し、早くから
下層生活を続けてきた江戸根生いの住民たちが、やたらに江戸ッ子を振りまわすよ
うになった。  江戸ッ子は変貌したが、いわゆる化政文化を創造し、温泉・名所・巡
拝・開帳・講中の旅・縁日・祭礼などの面で、独自な行動文化を開発した。    

 日本大百科全書  文政 ～ 
 

すし飯に種（たね）をのせて軽く握ったもの。いま、すしといえば握りずしと解されて
いるが、握りずしのおこりは江戸の後期、文政（ぶんせい）（1818～30）初年で、華
屋与兵衛（よへえ）が創作したものといわれている。最初はエビのおぼろを用いたと
伝えられているが、種は3種に分類できる。多く用いられたのが煮物で、イカ、エビ、
アナゴ、ハマグリなどが材料であった。次は、光り物の名で知られるコハダ、アジな
ど酢に漬けたもの。三番目が刺身に用いる魚貝類である。 
現在のすし種は、マグロ、ヒラメ、タイ、スズキ、シマアジ、カンパチなどのほかに、
エビ、イカ、イクラ、ウニ、数の子、アワビ、アカガイ、トリガイなど生（なま）ものが多
くなった。これに反して煮物は著しく少なくなった。 このほかに、キュウリ、カイワレ
ナ、沢庵（たくあん）など植物性の種もあるが、海苔（のり）で巻いて用いるほうが多
い。握り方のこつは、箸（はし）で挟んで崩れず、口に入れて散るのを標準とする。  
 

    日本国語大辞典   明和 ～ 文化 ～ 
 

見栄  
   他人によく見られるように、うわべを飾ること。 
  他人の目を気にして不相応な体裁をつくろうこと。 
 

洒落本・辰巳之園〔１７７０〕自序 
  「どこへなりと行ますべい」 
  「そんならもっと、身重（ミヘ）をして来やうものを」 
咄本・聞上手〔１７７３〕雇の供 
  「いってふらを出して見へをつくり」 
滑稽本・浮世風呂〔１８０９〜１３〕二・下 
  「女郎も好（いい）男を癈（すて）て醜夫（ぶおとこ）を 
   見えにするさうだから、人も段段ゑぐりとやらになったのさ」 
五重塔〔１８９１〜９２〕〈幸田露伴〉一 
  「さりとは外見（ミエ）を捨てて堅義を自慢にした身の装り方」 
 

見得  
   歌舞伎で、役者の感情または動作の高揚が頂点に 
   達した時、一瞬動きを停止して、あるポーズをつくる演技。 
 

歌舞伎・韓人漢文手管始（唐人殺し）〔１７８９〕一 
   「とど宜しく有て、伝七、急度見へに成る」 
滑稽本・八笑人〔１８２０〜４９〕初・一 
   「たてだが、それもバタバタバタヤどっこいと、見えになってはよくねへぜ」 

            

「江戸ッ子」 と 「江戸前寿司」 その 関係 は？            

 ４ ページ 

・・・・    明和 1764、天明 1781、寛政 1789、享和 1801、文化 1804、文政 1818 ・・・・ 
 

江戸前 「握りずし」は、「江戸ッ子」 と 密接に関係し、誕生した。 
 

そこには、 「いき」で、「見栄」な、江戸文化が、握られている。 
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 その考えが許されるとして、 「純粋」「感情のまま」「儒教的」の解釈について、「日本文化の原理」に配列、図解した。 
この会話の中の「純粋」、上方の「粋（すい）」は、恋愛などにおいて、儒教的やその他要因との葛藤・折合いで突き詰めた末に 
結晶される文化様式（この場合の「発狂」「心中」）を生みだした、と考えるからである。つまり、「感情のまま」と「儒教的」との「葛
藤」が「純粋」であると考える。ある説明では、大坂の「すい」は、「推」であって、推とは「推し量る」「推理する」「推量を測る」の推。 
つまり相手の心を慮って行動することを「すい」という。従って「すい」というのは、相手に伝わらないと成立しない。相手の心を慮
る行動ができない人間のことを「無粋」（ぶすい）という。相手の心を読み解くのが日本の商いで、無粋な人間は商売にならない。 
これが純粋の「粋（すい）」で、つまり「粋」とは、一旦、上方に限定されるとしても日本文化の構造全体を表現していると考える。 
  

 対して、江戸の「いき」とは、異性間の関係を、突き放さず突き詰めず、常に距離を接近せしめることによって生まれる、と言わ
れる。 「いき」は粋と表記されることが多いが、これは明治以降で、上方の美意識である「粋（すい）」とは区別しなければならな
い。 江戸の「いき」は、また「意気」であって、「意気地なし」という言葉があるように、己の生きざまの気概を示す言葉である。     
 自らを犠牲にしてまでも相手の心を慮って行動するのが上方大坂の「すい」。自己の意思を断固として表明するのが、江戸の
「いき」なのである。 その「いき」から、論理を展開したい。 「粋（すい）」 と同じく、「いき」 の構造も、また原理で説明できる。  
  京都大学名誉教授で、『善の研究』の著者である西田幾多郎氏。彼は、この「宇宙」の無限なる活動の根本を「神」とよび、実
在の根本であるとする。その働きが無限であるという意味で「無」とも表現した。これが「無」の哲学の源泉である。西田氏から始
まる京都学派の哲学者、お二方の考えを紹介したい。 田中久文氏の著書『日本の哲学を読む』から、以下に要約する。  
 

 九鬼周造氏 の考えを、著書『「いき」の構造』などから解説する。  「いき」の契機は、「媚態」「意気地」「諦め」によって成立して
いる。それらは、わが国の道徳的理想主義と宗教的非現実性によって支えられ、前者は武士道によって、後者は仏教によって
育まれてきたという。 「媚態」とは、異性に近ずきながら合一して「一元」化することなく、精神的には一定の距離を置いて「二元
的」緊張関係を維持させること「可能的関係」を構成すること。この「媚態」の緊張関係を維持し、磨きをかけるのに必要なものが
「意気地」「諦め」で、 「意気地」は、異性にもたれかからない「心の強み」、 「諦め」は、「流転、無常を差別相の形式と見、空無、
涅槃を平等相の原理とする仏教の世界観」に基ずく。 仏教の「諦め」は、真理を明らかにする「明（あか）らむ」という意味を持つ。 
そのあと父母、友人の死が連続し、妻と離婚した当時、著書『偶然性の問題』では、人間は他者との偶然的出会いを生きるとし、
「無」が強調される。 因果によって説明できるものを「必然」とし、因果関係が二次以降に作用し、説明がつかない偶然を「仮説
的偶然」とよんだ。二元的関係において「いき」と共通し、「無」が作用しているとする。 晩年、昭和１２年（1937）『日本的性格』で、 
「いき」の契機と共通する「意気」「諦念」に加え、「自然（おのずから）」を強調し、「日本的性格の要素」とした。  「自然」は、偶然
に任せて自在に生きることが、大局的に目的的必然にかなったもの、すなわち「予定調和」になる。 西洋では、目的的必然に服
従する「自由」であるが、道徳観の違う日本では、「自由」は、偶然のままに生きる「自然」と融合しているとした。 
 

   その 「自然」に関連し、三木清氏の考えを、著書『構想力の論理』を主に解説する。 三木は、人間とは、「構想力」によって新
たな「形」を創造してゆく存在であると考えた。人間は、動物と違い本能では自然環境と調和できず、乖離した存在であるが、生
きてゆくために「構想力」によって環境と結び付ける働きをなし、「技術」的であるとした。 彼が評価するカントの言う「天才の特
性」、つまり、「独創性」「範例的」「芸術的創造」と共に列記した「自然として働く」の「自然」に注目した。 そして 「自然の構想力」
という概念、すなわち 人間を超えた生命全体、自然全体が「構想力」を持っている、と考えるに至る。 また、さらに超越的な世界
を模索し、遺構『親鸞』では、親鸞の宗教は「真理」の問題であり、「真に具体的な絶対性」をもつという。念仏はあらゆる人におい
て同一、平等で、「御同朋同行」主義がうまれた、とする。 以上引用   本論は、このことをとらえて 「日本的です」と、考えたい。 
これは親鸞の「自然法爾（じねんほうに）の事」（後述）への合流を示し、日本的哲学として「自然」に帰着する特性 と 考える。 

 『日本人と日本文化』の中で、ドナルド・キーン氏は、司馬遼太郎氏に語る。 「たとえば、『寿の門松』の場合を考えると、主人公与次兵衛はひじょうにむつかしい選択にぶつかるのです。妻のお菊を
愛していながら、もうひとりの太夫吾妻を愛している。どうしたらいいのかわからない。二人とも実に心の素直ないい女性で、それでしまいには完全に主人公は狂ってしまう。当時の観客は、きっとあれ
を見て同情したでしょう。どうして同情したかというと、彼は純粋に考えた、純粋に自分の感情のままに行動したからだと思います。利害打算が全然なくて、儒教的な考えもなくて、ただ純粋に自分の気
持ちのままに動いた。それは私にいわせると、ひじょうに日本的です。しかし、発狂するまでの心の動きを規制するものはきわめて儒教的だった。」 司馬氏も賛成しつつ、仁義礼智信の儒教は、ぬきさ
しならない問題において、最初の問題とする。 答えて、キーン氏は、「（儒教について）かなり遠いところまで大切に考えるでしょう」と、補正を提起された。 本論は、このことが重要 と考える。 
 

この対談の中に、実は、日本文化にとって重要な言葉や真髄が語られている。「純粋」や「感情のまま」、そして「儒教的」、「どうしたらいいのかわからない」と表現された「葛藤」である。 上記『寿の門
松（ねびきのかどまつ）』とは、近松門左衛門作 上方の浄瑠璃で、1718年、大坂竹本座で初演された、本名題「山崎与次兵衛寿門松」の略称である。 いわゆる「義理と人情」の世界を描いた物語で、
『女殺油地獄』なども、儒教的な人間関係と、親子の人情との葛藤がある。 同じく近松『曽根崎心中』は、西国三十三所観音巡礼を終えた直後のお初と、醤油屋の手代・徳兵衛の、「未来成仏 うたが
ひなき 恋の手本 となりにけり」と誓う 心中が結末である。 その顛末に至る過程で、主人への義理や、友人への人情、友人の不義理があり、そして最後に、結納金横領がないことを、死んで身の潔白
を証明するという徳兵衛の儒教的判断に、お初は人情的に心中を決断した。つまり、「義理」と「人情」とは、その様な「葛藤」の世界なのであり、その背景に、前述の「純粋」や「感情のまま」、「儒教的」
な心情がある。 「人情」とは、親子・恋人の間の、義理以外の人間関係において、主に本能的で感情的な心情である。 当論「日本文化の原理」においては、「義理」が（現実）儒教的で現利的である
のに対し、「人情」は情緒的で循環的であると考える。（「循環的」とは、生命（魂）などの世代継承を表す心情、概念、思想と定義した)  「義理と人情」の二つの言葉の組み合わせは、現利的な心情と、
循環的な心情との「均衡」、つまり和合しようとする「葛藤」が表現されている。その「純粋」さ に観客は同情した。 そして、キーン氏は、それら全体をとらえて 「日本的です」と表現された、と考える。 

循環思想 とは 
原点継承重視 
 

魂などへの継承再
生を原点とした 祖
霊信仰や、天皇尊
厳 や 伝統を重視す
る心情として現れる。   
 

現利思想 とは 
 

現世利益 合理思想 
現実主義 
   

真摯に現実での生
き方を考え、自身や
家族、一族の生活
維持を求める志向。
利己的な思想では
ない。 

自然の法則 ・ 力 

日本文化の原理   

              

循環思想 現利思想 

八百万信仰 

縄文・弥生習合 

自然共生・原生思想 

皇祖霊信仰 

和合思想 

地域共同体 

原生・有儘 （ありのまま） 

単純・簡素 
調和・精美   
折衷・習合 
合議・寄合 ・座 ・講 

ケ 日常  
穢れ  
実用・効率 
作法・型 
技術・わざ 

ハレ 非日常 

禊ぎ・祓え 
現世と来世 
輪廻転生 無常 
繋がるモノ 
  

「純粋」 「感情のまま」 「儒教的」 

「葛藤」 「義理」 「人情」 

「粋（すい）」 情緒的 現実的 

 「 義理 と人情 」 の 構造 

 「いき」 の 契機  

「媚態」 

「意気地」 「諦め」 

「意気」 「諦念」 「 自然（おのずから） 」 

日本的性格 の 要素 

九鬼 哲学  

道徳的 理想主義 宗教的 非現実性 

「 自然の構想力 」 

三木  哲学  

人間を超えた生命全体 

「自然の法則 ・ 力」への帰着 

葛藤（二元的緊張） 

構想力の論理 

「いき」の構造 

日本的性格 

近松門左衛門 

 ５ ページ 



            

暗示 

無常 

 ドナルド・キーン氏は、日本文学研究の第一人者であり、英訳などを通じ、世界に発信いただいた。 その著書などから、日本文化についての考えを抽出し、当方「原理」を検証したい。 キーン氏が、
長年の研究を経て、日本人、日本文学・文化を象徴すると考えた語彙を、引用著書の順に図中、上から下に配列した。 キーン氏の当初からの研究である文学から抽出された「日本人の好み」 「日本
文学の特徴」の言葉「暗示」 「無常」 「保守性」は、時間時代の経過を意識する心情、伝統など循環的である。それと比較し、下段の「日本人の特徴」を表す 「あいまい（余情）」「はかなさへの共感」 
「礼儀正しい」「清潔」 「よく働く」の「五項目」は、現利的な部分まで捉えた言葉として、当原理構造において、バランス良く配列できる。 「不均整」「あいまい（余情）」は、両極習合への葛藤の顕れであ
り、また、自然な ありように通じる 「簡素」 と共に和合的であり、 「女性の重要性」は、仏教の一乗思想、万人往生など平等の顕れと考える。 同氏、文学からのアプローチからも検証出来たと考える。 

自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

原生・有儘 （ありのまま） 

単純・簡素 
調和・精美   
折衷・習合 
合議・寄合 ・座 ・講 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

ケ 日常  
穢れ  
実用・効率 
作法・型 
技術・わざ 

和合 と 創造 

日本文化の原理   

「和合思想」は、「日本文化の原理」の中心にあり、「心御柱」である。 
「自然の法則・力」を背景に、「循環思想」と「現利思想」の調整・均衡を保ち、新たな「創造」を生みだす力でもある。 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

ハレ 非日常 

禊ぎ・祓え 
現世と来世 
輪廻転生 無常 
繋がるモノ 
  

循環思想 とは 
原点継承重視 
 

魂などへの継承
再生を原点とし
た 祖霊信仰や、
天皇尊厳 や 伝
統を重視する心
情として現れる。   
 

現利思想 とは 
 

現世利益 合理思想 
現実主義 
   

真摯に現実での生
き方を考え、自身や
家族、一族の生活
維持を求める志向。
利己的な思想では
ない。 「神仏儒の一致」  

著書『古典の愉しみ』では、「日本人の好み」についてのエッセーを引用し、
その「重要な特性」について、「暗示・不均整・簡素・無常」を取り上げている。 
 

「暗示」は、「例えば桜満開だけを楽しまず、初めや終わりにも深い漂いが
ある」 「男女の情も、逢い見るだけでなく、逢えずに終ってしまう悲しさを思
う」など指摘されている。 物事の過程の描写、過程の心情を大切にする思
いである。 
「不均整」は、中国など芸術・建築と比較され、文学・書道・陶器・生け花・造
園を例示されている。 
「簡素」は、まず、吉田兼好『方丈記』に記された庵の構造や装飾を取り上
げた。千利休の理想「サビ」で、あからさまに富を示さず、また富だけで得が
たい価値感も表現した。少ない香料、淡い匂いの食べ物について、近年、
外国人の日本食趣向に触れた。 
「無常」は、彼が最も不思議なものとし、西洋の永遠に対し、ラフカディオ：
ハーン『心』を引用され、「うつろう」ものを望んでいるとした。 世界の文学で
共通の問題である「人生のはかなさ」が、日本だけは、美にとって不可欠と
した。木造建築もまたしかりとする。 特別に、桜は、うつろうもの、はかない
ものとして好まれる。夏目漱石が、西欧人の自然変化に無関心さに驚いた
ことも紹介する。 
過去の日本の美は、変転の激しい時代でも生き続けている、と結ぶ。 
（ このことを「伝統継承」と、追加したい ） 
 

著書『日本文学の歴史１』で、「日本文学の特徴」として、二点に絞っている。 
 

まず、中国や東南アジアの文学と比較して、和歌と散文における「女性の重
要性」をあげ、『源氏物語』『枕草子』の物語と「日記」の、男性作家への影響
に注目する。 そして、「保守性」として、今日までの和歌・俳句の興隆、能・
歌舞伎・浄瑠璃の公演、古典文学の芝居や映画化を指摘された。 
 
さて、司馬遼太郎氏 と キーン氏 の対談『日本人と日本文化』の中で、議論
となった「日本人のモラル」について、改めて、キーン氏の最新の見解を、確
認できることが出来た。  
２０１５年放送ＮＨＫ「 戦後７０年企画 『ドナルド・キーンの日本』 」である。 
 

キーン氏は、俗称で『三国志魏志倭人伝』すなわち 『三国志』『魏書』第３０
巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条を引用され、「日本人の特徴」について、「礼儀正
しい」「清潔」が描かれている、とされる。 当論「儒教以前 自然なるこころ 
清浄心 清明心」で、この点について指摘したが、やはり「日本人のモラル」
を議論するには、この時代の記述を源流として、前提すべきと考える。 
「礼儀正しい」は、話す相手など代名詞や敬語の多様な使い分け、 「清潔」
は、「美しい」の意味も表す「きれい」でもあり「風呂好き」や「禊」へ話題展開。 
キーン氏は、さらに「あいまい（余情）」「はかなさへの共感」「よく働く」を加え、
以上「五項目」を、 「日本人の特徴」とされている。 
「あいまい（余情）」は、男女のやりとり、絵画の墨による稜線で例示された。 
「はかなさへの共感」は、散りゆく桜を愛でる心情を、上記「無常」と同様に
列記されている。 「よく働く」は、特に昭和世代には共感できると考える。 
 

簡素 

不均整 

あいまい（余情） 

はかなさへの共感 礼義正しい 

清潔 よく働く 

無常 

過程の心情 均衡を図る過程で、
ゆらいでいる状態 

女性の重要性 保守性 

自然に近い状態 

伝統継承 

均衡を図る過程で、
ゆらいでいる状態 

うつろうもの 
はかないもの 

ひらがな、物語、日記 
女性文学は 男性文学に影響 

情緒的 現実的 

ドナルド・キーン氏 キーワード 

「日本人の特徴」 

「日本人の好み」 
 重要な特性 

「日本文学の特徴」 

きれい、禊ぎ、清浄 

過程描写の心情 

 ６ ページ 



すし／鮓・鮨・寿司    「日本大百科全書」 
  
食酢で味つけした飯（めし）に魚貝などを添えた料理、あるいは塩押しした魚を漬け
込んで自然発酵させたものをいう。前者は握（にぎ）りずし、ちらしずし、巻（まき）ずし
の類で、後者は「なれずし」（馴鮓）の類である。古くは魚貝を塩蔵して自然発酵させ、
酸味の生じたものであったが、のち発酵を早めるために少量の飯を加えるようになっ
た。これらは魚だけを食べる副食物であったが、しだいに飯もともに食べる補食的な
料理に変わっていった。「すし」は、「酸（す）し」が語源といわれ、漢字の鮓（さ）・鮨
（き）をあてているが、鮓は「漬け魚」すなわち塩・麹（こうじ）や糟（かす）で漬け込ん
で醸（かも）した魚、鮨は魚醤（うおびしお）（塩辛の類）の意味をもつ語である。「寿
司」は江戸時代の中ごろになって好字をあてたものである。[多田鉄之助]  
 
▲歴史  
魚貝の肉を塩漬けにする方法は遠い昔に人類の知るところとなったと思われる。ミ
サゴ（鶚・雎鳩）というワシタカ科の鳥がとらえた魚を岩陰などに蓄えておくと、それに
海水がかかって自然発酵し、酢漬けのように美味になるという、「鶚鮨（みさごずし）」
の説話などもそれをうかがわせる。中国の鮓・鮨の類は2000年以前からあり、しだい
に飯を加えて漬け込むようになったが、こうした「なれずし」の保存法は東南アジアの
米作民にかなり広く行われている。日本への伝来もおそらく米と同時で、かなり早い
時期であったと思われる。朝鮮半島の東海岸に古くからみられる食醢（シツケ）は、
魚、穀類、野菜を重ねて漬け込む。日本列島のすしの原点とかかわっているとみら
れる。 
 
 奈良時代、鮓（すし）は貢納物に指定され、『養老賦役令（ようろうふえきりょう）』
（718年撰（せん））には、鰒鮓（あわびすし）、貽貝鮓（いがいすし）、雑鮓（くさぐさの
すし）などの名がみえる。平城京出土の木簡にも「多比鮓（たひすし）」（鯛ずし）、「貽
貝鮓」と記されたものがあった。 
平安時代にはその種類も増え、『延喜式（えんぎしき）』（927年成）には、鮎（あゆ）、
鮒（ふな）、鮭（さけ）、阿米魚（あめのうお）（アマゴ）、鰒、貽貝などの鮓（すし）のほ
か、猪鮓（いすし）、鹿鮓（しかすし）などが記載されてある。 
 古くは日本でも、果実などの自然酸味のほかに、魚類、哺乳（ほにゅう）動物の肉
を自然発酵させて、酸味を得ていた。平安朝のころは宇治川のウナギを自然発酵さ
せて、これを宇治丸（うじまる）といって用いた。前述の「鶚鮨」も、自然発酵した魚を
人間が集めて珍重していたのである。このように古い伝統をもつ「なれずし」は各地
に残っている。釣瓶（つるべ）ずしは大和（やまと）下市（しもいち）（奈良県吉野町）の
名産で、吉野川でとれたアユを釣瓶型の曲物（まげもの）に入れてつくる。歌舞伎（か
ぶき）『義経（よしつね）千本桜』にも登場し、平維盛（これもり）がすし屋の手代弥助
（やすけ）の仮名で潜んだという筋書きから、いまでもすしの異名を「弥助」という所
がある。近江（おうみ）のゲンゴロウブナやニゴロブナを用いた鮒ずしは琵琶（びわ）
湖付近の名物。この二つは自然発酵ずしの代表格といえる。大分・熊本両県のアユ
の竹ずしは準自然発酵ずしである。青竹の筒の中に酢と砂糖を少々入れ、腰に10
本ぐらい吊（つ）り下げてアユ釣りに行く。獲物を逆さにして筒に入れておくと、太陽
熱と体温で夕刻帰るまでにアユは自然発酵している。 

 これに対し、江戸時代初期には醸造酢を用いてつくるすしが開発され、即席ですし
ができるようになったので、これを早ずし、一夜漬けずし、当座ずしなどといった。ア
ユ、サバ、アジなどの姿ずし、枠に入れて圧力を加える押しずしなどもできてきた。こ
れらがしだいに発達し洗練されて、大阪風の箱ずしが生まれるのである。江戸のす
しがいちおうの形態を整えたのは、『難波江（なにわえ）』の記載によれば延宝（えん
ぽう）（1673～81）のころで、医師松本善甫（ぜんぽ）が早ずしを創製して「待ちゃれ
鮓」とよばれたという。また、このころから太巻きずしがつくられている。 
 江戸風の握りずしは1810年（文化7）に本所横網に店を出した華屋与兵衛（はなや
よへえ）により数年後に創作されたといわれ、アナゴ、イカ、エビなどを味つけして煮
て、握ったすし飯の上にのせたものが多かった。酢漬け魚や生魚の使用は少なく、
天保（てんぽう）（1830～44）以前はマグロは全然用いられていなかった。1836～
1837年（天保7～8）ごろ江戸近海でマグロの大漁があり、処分に困ってすし屋に使
用を勧めたが、みな断り、馬喰（ばくろ）町の恵比寿鮨（えびすずし）が試みたところ、
すしに好適でたちまちマグロは握りずしの代表的材料になったという。明治初年マグ
ロの需要が多くなり、近海物では不足し、三陸地方のものを取り寄せるようになった。
そのころは冷凍設備のない時代なので、しょうゆ漬けにして送ってきた。いまでもマ
グロをすし屋で「づけ」とよぶのはそのためである。第二次世界大戦後からすし材料
の種類は多くなり、生エビ、生イカ、ウニ、イクラ、数の子なども使われるようになった。
しだいに少なくなったのは煮物種（だね）で、アナゴのほかはあまり用いられていない。 
[多田鉄之助]  
 
▲種類  
現在、同じくすしの名でよばれていながら、その種類はきわめて多様である。しかし、
これを大別すれば、なれずしと早ずしの系統に分けられる。なれずしには、魚を塩漬
けにして自然発酵で酸味を生じさせたもの、魚と飯を何段か積み重ね圧して熟成さ
せたもの、飯の熱で材料の発酵を早めるものなどがある。早ずしは、酢を用いるもの
で、これも多くの種類があり、現在、すしといえばほとんどがこの系統をさす。姿ずし
は、アユ、アジ、サバなどあまり大きくない魚を一尾のまますしの材料にする。沖ずし
はとりたての魚貝類を用いる。すずめずしは、フナを背開きにしたものを用い、スズメ
が羽を広げた形に似ていることからその名前があるが、小ダイを使う場合が多い。
握りずしは飯を手で握ってつくる意で、巻ずしは海苔（のり）、昆布、薄焼き卵などで
すし飯を巻いてつくる。いなりずしは、味つけをして煮た油揚げを袋にし、その中にす
し飯を詰めたもの。ちらしずしはすし飯の上にいろいろの具をのせたもので、これを
蒸したのが蒸しずしである。細工（さいく）ずしは、飯を土台にして、いろいろの魚や
野菜を散らした、いわゆるちらしずしの形態でつくられる場合が多いが、握りずし、押
しずしなどでもつくる。押しずしは、木枠（きわく）の中にすし飯と具を入れ、圧力を加
えてつくる。四角い木枠で押し、四角くつくる箱ずしは、関西で多く用いられる。棒ず
しは半身の魚を用いてつくる。湯葉ずしは、酒としょうゆで味つけした湯葉の上にす
し飯を敷き、キクラゲ、クワイの梅酢漬けのせん切り、サンショウを散らし、凍り豆腐
の太いせん切りを生じょうゆで煮たものなどを加えて巻き、その上を竹の皮で巻いて
4～5時間圧して用いる。[多田鉄之助]  
 
 


