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① くつ（履・沓・鞋・靴）全般について   日本国語大辞典 
 

(1)履き物の一種。皮革、藁、糸、麻などを用いて足先全体を覆うように作った履き物。古くは、
浅沓（あさぐつ）、深沓（ふかぐつ）、靴（かのくつ）、半靴（ほうか）、舃（せきのくつ）、烏皮靴（くり
かわのくつ）、物射沓（ものいぐつ）、挿鞋（そうかい）、錦鞋（きんかい）、線鞋（せんかい）、糸鞋
（しかい）、麻鞋（おぐつ）、藁沓（わらぐつ）などがある。現在では、皮革のほか、布、ゴム、合成
皮革などを材料とした長靴、短靴、編上靴などの種類がある。 
 

＊日本書紀 神代上  「又其の履（クツ）を投ぐ。是を道敷（ちしき・みちしき）の神と謂ふ」 
イザナミから逃れるイザナギが、履を投げると、道敷神が現れた。 
＊万葉集〔８Ｃ後〕一四・三三九九「信濃路は今の墾道刈株に足踏ましむな久都（クツ）はけ我
が背〈東歌・信濃〉」 
＊十巻本和名類聚抄〔９３４頃〕四「靴 唐令云烏皮靴赤皮靴〈音戈 字亦作 化乃久豆〉胡履也」 
＊伊勢物語〔１０Ｃ前〕六五「くつはとりて、奥に投げ入れてのぼりぬ」 
＊徒然草〔１３３１頃〕六六「初雪といへども、沓（くつ）のはなのかくれぬほどの雪には参らず」 
＊浮世草子・傾城色三味線〔１７０１〕京・五「反古染の上下を着て、素足に沓（クツ）はいて道中
せらるべし」 
＊団団珍聞‐五二五号〔１８８６〕「此程専売免許を得て、下谷仲徒士町一丁目七番地より発売
したるやまと靴は、駒下駄と靴とを折衷せしものにて、至極便利のものなり」 
 

(2)下駄や足駄、草履のこと。特に僧が法会にはくものは、木製漆塗りのものを鼻高（びこう）と
いい、帛をはったものを草鞋（そうかい）という。 
＊俳諧・野ざらし紀行〔１６８５〜８６頃〕「水取や氷の僧の沓の音」 
 

【 歴史 】 三世紀ころの『魏志』倭人伝には「皆徒跣（とせん、はだし）」とある。しかし、弥生時
代後期の静岡県の登呂遺跡や山木遺跡からは、水田耕作用の田下駄が多数発見されており、
古墳時代には、履物を着用した埴輪の人物像をはじめ、副葬品としての金銅製の履（くつ）や屐
（あしだ）などから、履物の使用は明らかである。「隋書‐倭国伝」に、漆塗りのくつを履いている
が庶民は裸足が多いとの記述があり、紀元六〇〇年前後の日本の事情が分かる。奈良・平安
時代にはくつの種類が豊富になり、官位・身分によって着用するくつの種類が定められる。これ
は中国文化・制度の影響による。履物はいよいよ豊富になり、前代からの履・鞋（かい、くつ）な
ど、足甲部をおおう被甲履物類が宮廷・公家に着用されたほか、浄履（じょうり）・金剛（こんご
う）・下々（げげ）・尻切（しきれ）・屐子（あしだ）など、今日の草鞋・草履・下駄の類の鼻緒履物類
の発達が注目される。鎌倉・室町時代になると、新興武家階級の活躍とともに、足半（あしな
か）草履・足袋の着用が盛んとなり、広く一般民衆にも履物着用の風が普及した。 
 

 

「沓」をクツと訓むが、「沓」は「かさなる」が原義で、「鞜」の省文としてクツという国訓が生じた。
クツの意で用いる「沓」の例は、すでに「播磨風土記‐揖保」などに見える、由来は古い。 

（参考 現在） 『 本願寺派法式用語 』  浅沓(ｱｻｸﾞﾂ)  
浅沓は黒塗りの木の沓で、服装に制限がない。草鞋(ｿｳｶｲ)は、布が張っている沓。 
今でも葬儀の折等に用いている。 
浅沓は僧俗共に用いる。動物や鳥の皮で作られている草履は堂上では控えていた。また近年、
本願寺派では用いないが、襪（ｼﾀｳｽﾞ・指のところが開いていない足袋、上部を紐と止めてある。
束帯の時には必ず着用。本派では300回忌以後用いた）。また七条袈裟を付けた礼装の時、内
陣で用いる沓を草鞋(ｿｳｶｲ)という。 

② 原初用例  
 

「履」  『日本書紀』 神代上 「又投其履、是謂道敷神。（其於泉津平坂）」  
     「又其の履（クツ）を投ぐ。是を道敷（ちしき・みちしき）の神と謂ふ」 
     イザナミから逃れるイザナギが、履を投げると、道敷神が現れた。 
 

     『日本書紀』 顕宗天皇（即位前紀） 
     履地の恩に逢うを悦ぶ 「悅逢履地之恩。」      ・・・ （ 尊貴観 ） 
 
「沓」  『古事記』 一か所のみ 春山神の母、ふじ葛で沓（くつ）など織り縫う 
 

     「播磨風土記‐揖保」   
     沓の所・御杖の所 ・・・ 品太の天皇（応神天皇）が、国見をした御立岡 
 
「鞋」  『日本書紀』 中大兄皇子 蹴鞠で脱げた皮鞋（みくつ）を、中臣鎌子連 
      が拾いたてまつる。 (暗示) 
 
「靴」  『枕草子』 深沓（下部は皮、上部は薔薇錦）、半靴（木を浅く掘り黒漆 
      で塗装）などはきて 

③ 古典文献・文学 における 出現頻度 は どうか？ 
 

履 沓 鞋 靴 の 順 で 多少となる。 ・・・  「履」 への 注目 
 

履 ： (古事記) 日本書紀  日本霊異記   今昔物語集 ～ 江戸時代 まで 多出 
沓 ： 古事記 風土記 万葉集 伊勢物語 枕草子 源氏物語など 物語全般～多 
鞋 ： 日本書紀 太平記   全発句など（松尾芭蕉）  東海道中膝栗毛 江戸から増    

靴 ： 枕草子 春の深山路（中世日記紀行） 太平記  西山物語   非常に少 
 

調査対象 「新編 日本古典文学全集」 小学館  
（以下、文献名称のあとの数字は、データ分割数） 
 

古事記1日本書紀1風土記8萬葉集1日本霊異記1古今和歌集1 竹取物語1伊勢物語1大和
物語1平中物語1土佐日記1 蜻蛉日記1 うつほ物語21 落窪物語1 堤中納言物語1 枕草子
1 和漢朗詠集1 源氏物語55 和泉式部日記1 紫式部日記1 更級日記1 讃岐典侍日記1 浜
松中納言物語1夜の寝覚1 狭衣物語1 栄花物語1 大鏡1 今昔物語集1 住吉物語1 とりか
へばや物語1 松浦宮物語1 無名草子1 将門記1 陸奥話記1 保元物語1 平治物語1 神楽
歌1 催馬楽1 梁塵秘抄1 閑吟集1新古今和歌集1方丈記1 徒然草1 正法眼蔵随聞記1 歎
異抄1 平家物語1 建礼門院右京大夫1 とはずがたり1 中世日記紀行集14 中世和歌集1宇
治拾遺物語1 十訓抄1 沙石集1 曾我物語1 太平記1 謡曲集1 狂言集1 連歌集1 俳諧集1 
義経記1 室町物語草子集1 仮名草子集6 浮世草子集4 井原西鶴集13松尾芭蕉集5 近世
俳句集1 近世俳文集1 近世和歌集1 近松門左衛門集31 浄瑠璃集5 英草紙1 西山物語1 
雨月物語1 春雨物語1 黄表紙1 川柳1 狂歌1 洒落本1 滑稽本1人情本1 東海道中膝栗毛
1 近世随想集5 近世説美少年録1日本漢詩集1歌論集7 連歌論集6 能楽論集7 俳論集3 
 

「くつ」を表す漢字用法から、日本文化との関係を探る。 
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「履」について 
【 履 】 ［音］ リ  会意 ： 人がくつをはいていくさま 
① はきもの。はきものをはく。 「 草履（ぞうり） ・弊履 ・木履（ぼくり） 」  
② ふむ。おこなう。 「 履行 ・履践 ・履歴   行履（あんり）」 
 

文官・武官の朝服（ちょうふく）「くつ」は「履」  ・・・ 尊貴観  
日常は、「靴（くわ）の沓（くつ）」 
  

朝服 ： 朝廷内で着用するように規定された衣服。 
「衣服令」（いふくりょう）については、『日本書紀』、推古天皇を初見に、天武天皇
十四年（六八五）七月庚午条に、位階による朝服「みかどごろも」の色を定めてい
る。履も含めた「衣服令」全容は、持統天皇４年（690）朝服の制を起源に、大宝元
年（701）『大宝令』から、養老二年（718）頃の『養老令』にかけ成立した。 
  

『養老令』第十九 衣服令１１条 朝服条 烏皮の履〔くつ〕（革底がひと重のくつ）  

『紙本著色法嚴寺縁起』 （絵巻） 発見！ 
  

東京国立博物館所蔵「清水寺縁起」重要文化財 との関係 京都市文化財保護課調べ 
（永正１４年 1517  絵 土佐光信／詞 三条西実隆等）と 大半の画像、記述が一致 
 

賢心（のちの延鎮上人）が、大和国小嶋寺から山科の音羽山の草庵に辿りついた。 

その草庵で数百年隠遁していた行叡居士と出会い、賢心が代わりに住した。 
賢心は、東国修業に赴いた行叡居士を待つが戻らず、その足跡を探す。 
 

「此牛尾山の峯に居士のはき給へる 履 をちて有 是を頂戴 して」 
 

賢心は、行叡居士が残した履（クツ）をいただき 
「此山観音浄土補陀洛山なるべし」とし、「此山を開て千手の像を安置」した。 
「当山の本尊は天智天王勅作の観音の像なり」  
延鎮不思議の霊夢により志賀の都より此山へ移し」たという。 

「履」への注目 

「履」ヘの尊貴観   「儀礼」 と 「仏教」 

「靴（くわ）の沓（くつ）」 

「履」 

１４条 武官朝服条   鞋〔かわわらぐつ〕をはくこと 

参考 「古語辞典」より 



『今昔物語集』  田村将軍 始建 清水寺語 第三十二 

（たむらのしょうぐんはじめてきよみずでらをたつること） 「翁ノ履ヲ落タリ」 
 

この 清水縁起 について、達磨大師の 類似な伝承 を 引いている。 

隻履達磨 (せきりだるま)     「新編 日本古典文学全集」小学館より 
 

禅宗の初祖達磨の画像は、禅宗の隆盛に従い数多く描かれます。それらは達磨
の説話に基づき幾つかのバリエーションがあります。その１つが、「隻履達磨」です。 
片方の履物を持った達磨像です。 
 

達磨が没し中国の熊耳山に葬られた後、魏の宋雲という僧侶は履の片方を持った
異僧に出会いました。どこに行くのか尋ねたところ、その異僧は西天（イン ド）に帰
ると言いました。宋雲は帰国した後、帝にこの話をしました。帝は達磨の墓を開か
せたところ、棺は空で、中には履の片方のみが残されていました。帝はこの片履を
少林寺（達磨の修行した寺院）に供養しました。 
 

「隻履達磨」とは、宋雲が出合った、インドに帰る途中の既に没した達磨の姿なの
です。この画題は大変好まれ、文人の作も含めて多く残されています。 

江戸時代中期の禅僧、白隠慧鶴 （はくいんえかく）（1685～1768年） 
 

  26歳の時、過度の修行がたたって心身を病んだという。しかし、臨済宗の中興の祖となる
人物だけあって、常人にはない力を持っていたようだ。体のすみずみにエネルギーを巡らせ
る「軟酥（なんそ）の法」などの特殊な方法で自らの体を治癒した。白隠はそんな逸話を、自
著「夜船閑話（やせんかんな）」で伝えている。 
  

 実に謹厳実直で厳しい宗教者だった。それが白隠の実像だという。ならば、筆を持つと人が
変わるのか。あるいは、修羅場を若くしてくぐり抜けた経験から、狭い視野や硬直した考え方
を脱したことの表れが絵になったのだろうか。  
白隠が描いた絵には、そんな想像をさせるほど自由奔放な印象を受けるものが多い。 
  

 白隠は、作品制作に情熱を燃やして斬新な作風を生んだピカソや岡本太郎のような美術家
とは違う。にもかかわらず、いわゆる「真面目」とは対極にある型破りな作風を生み出した。 
日本美術史を見渡しても、類する前例は見当たらない。何が白隠の筆を動かしていたのか 
 
真面目 の 対局 にある 型破りな作風 
 

  「隻履達磨（せきりだるま）」 
禅宗の開祖、達磨大師が片方（隻）の履き物（履）を手にした姿を描いた大作だ。 
 

室町水墨画の巨匠、雪舟が「慧可断臂図（えかだんぴず）」（国宝）で描いた達磨は、 
洞窟の中でじっと壁と向き合って修行する様を表していた。 
 

達磨からなかなか弟子入りを許されなかった慧可が、自分の覚悟を伝えるために、自らの肘
を切って達磨に見せ、入門を許されたという話です。 
雪舟は、この逸話をもとに、緊張感溢れる作品を作り上げた。 
 

だが、白隠の達磨は、画面のこちら側に向かって猛烈な存在感を主張する。 

白隠慧鶴 
「隻履達磨」 （せきりだるま） 
 190×107.7cm、紙本墨画淡彩、 
 長野県、龍嶽寺 蔵  

雪舟 
「紙本墨画淡彩慧可断臂図」 
（えかだんぴず）（国宝） 
明応五５年 （1496）  
愛知県  斉年寺 蔵   

参考 「隻履西帰」（せきりせいき） 出典  『 景徳伝灯録 （ けいとくでんとうろく ） 』 三 
 

意味： 達磨だるまが片方の草履を手に持って、西方の国に帰ったという故事。 
▽「隻履」は一対あるうちの一方の草履の意。「隻履せきり西にしに帰かえる」と訓読する。 
故事：  
達磨（円覚大師）が死んで三年後、北魏ほくぎの宋雲そううんが西域から帰る途中、死ん
だはずの達磨が自分の草履の片方を手にして西の方に帰るのに出会ったという。その不
思議な話を聞いた魏の明帝が、あらためて達磨の墓を調べさせたところ、そこには草履が
片方しか残っていなかったという故事から。 

 ３ ページ 「履」への注目 

「履」ヘの尊貴観   「仏教」における系譜  「禅」       「履」は、先達の「教え」 「行い」を表す 

『説文解字』には   『礼』は「履（ふむ）なり」とある。 
 

「履」は「リ・ふむ・はく」と読み「履行」の「履」であり「踏み行う」ことである。 
「踏み行う」というのは「人としての道や約束などをきっちりと成しとげる、 
取り決めたことを実際に行う」こと。 

「尊貴観」 の 源流 を 探す  



「履（くつ）」 から 「履（ふ）む」、そして 「履（は）く」 へ 
 

『万葉集』 
「縫為黒沓 刺佩而 庭立住」 

訳： 縫ひし黒沓 さし履きて 庭にたたずみ 
  

「信濃道者 伊麻能波里美知 可里婆祢尓 安思布麻之<奈牟> 久都波氣和我世」 

訳： 信濃道は今の墾り道刈りばねに足踏ましなむ沓はけ我が背 
しなぬぢは いまのはりみち かりばねに あしふましなむ くつはけわがせ 
 
『日本霊異記』  
 

「人畜所レ履髑髏」 
人・畜ニ履まれし髑髏の 
 

「走如レ履レ陸」 (役小角) 

走ること陸を履むが如し 
 
 

『平中物語』  
「沓をだにもえ履きあへで、逃ぐ」 
 

『うつほ物語』  

・藤原の君 
「太き手作りの下襲（したがさね）、 
 上の袴に履きて」 
「榑（くれ）の足駄履きて」 
     榑：板状の木材 
 

・あて宮 
「沓片足、草鞋片足、踵（きびす かかと）をば端（はな 先端）に履きて」 
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「履」は、行為に変化し、「くつ」 （沓・鞋・靴）を まとめる 

『 正法眼蔵随聞記 』 1235-38 
僧として心構え  衲僧（なふそう  
みすぼらしい姿の僧）の 

行履（あんり 行為） 

古人の行履（あんり 行為） 

『 太平記 』 1377年 

書写山御影堂に残る、 

性空上人の木履 （ぼくり）  

『好色一代男』  1682年 
『 好色一代女』 1686年 
『日本永代蔵』  1688年 

草履（ぞうり）をまいらせ   

「履」くつ 「沓」 

「鞋」 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵・災害 
天候・天災 
 自然共生・原生思想 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

 漢字（意味）継承 

実用 継承 

倭語 日本語 文字表現の取組 

循環思想 現利思想  和合思想 

習合 

漢字・訓読み 

『太平記』 1377年 

阿新殿・・・履きも習はぬ 
草鞋（わらぐつ）に 

『義経記』 1430年頃 

『 日本永代蔵』 井原西鶴 1688年 

『全発句』 松尾芭蕉集 1700年頃 

『五十年忌歌念仏』近松門左衛門集 
             1774年頃 

『 仮名手本忠臣蔵』 1748年 

『滑稽本』   江戸時代後期 

『 近世説美少年録』 

『日本漢詩集』 

『平中物語』  

『日本書紀』  

「履」くつ・り 

木履 （ぼくり） 

半履 （あしなか）短小草履 

脱履場 （くつぬぎば） 

履物（はきもの）  
履（は）く 

『 近世説美少年録』 

重なっている状態 

係る、編む、平たい 

わらを編んで作った
はきもの。わらじ 
 

構造表現 

『西山物語』 

1768年 

靴を隔てる 
（うまくいかない）  

平安中期、『 平中物語 』 『うつほ物語』 
平仮名、片仮名や、漢字交じり文の成立過程 と 同じ時期に、 
「履」（くつ）が、「履く」に展開し、また、各「くつ」文字が役割分担を始める 
 

鎌倉時代、 『春の深山路』 『太平記』 に至り、その分担が成熟する 
構造表現の「くつ」は、「沓」「鞋」が衰退し、「靴」のみが残る。 

構造表現 

沓（くつ）は、「雑沓」の原義へ 
鞋（あい）は、死言へ 

「靴」 
皮ぐつ 

『太平記』 1377年 

靴沓（くつ）を替へて 
草鞋（わらじ）をはき 

『春の深山路』 鎌倉時代 
浅き沓を履くべきに 
靴（くわ）を履きたけば 

「履」の ゆくえ   「日本語」 に おける 意義         「履」 で たどる 日本語の展開 

金剛（こんごう）大型の草履  藁沓（わらぐつ）、草鞋を履く、沓脱（くつぬぎ） 

「履（ふ）む」 

「履（は）く」 

『うつほ物語』  970年 頃  
『 平中物語 』  965年 頃  

『日本霊異記』 823年  

「履（は）く」 「履物」（はきもの）  「靴」 

役割確立 



自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵・災害 
天候・天災 
 自然共生・原生思想 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

真字「まな」漢字に対し 
文字「仮名」の用例 
『権紀』 
借名 『御堂関白記』 
和字 『玉葉』 とも 

宣命体  宣命・祝詞などの文体 
語順  が、今の日本語と同じ 
助詞・語尾・助動詞 が  表音仮名小字 
表意漢字、万葉仮名 を 混ぜた文章 

漢字・漢文 

訓読 漢字 の 採用 

神 山 海 年 音 花 海
父 母 国 情（こころ） 
天皇（おおきみ）など 

漢文を読む工夫 
漢文訓読法 
ヲコト点・返り点・ 
送り仮名・振り仮名 
などの訓点を使う 

実用 

情緒的 実用的 意味的 

継承 

漢字 

真字「まな」 
漢字の意味継承 
音読の継承 

片仮名 

古事記・万葉集 
表意音読（呉音） 訓読  併用 
 

日本書紀 
表意音読（漢音） 
以上、主に記述 

万葉仮名を省略 
少画字・速書き対応 

漢文の意味を生かす工夫 
音読を生かす 
 
 「万葉仮名」   

倭語 日本語 文字表現の取組 

「草かな」から「平かな」へ 

「訓点」から 
「平かな」へ 

 
 
飛鳥 
時代 
 
 
 
 
奈良 
 
 
 
 
 
 
 
平安 
時代 
 
 
 
９００ 
年頃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１００ 
年頃 
 
 
 
 

「万葉仮名」   

循環思想 現利思想  和合思想 

仏典を読むため 

万葉仮名を省略
ふりがな 

連綿体の出現 
『古今和歌集』 

  現代の日本語に、大きく影響した漢字。  
漢字から誕生した「平仮名」と「片仮名」の成立過程をまとめた。 
  主たる参考著書  『かな』 小松茂美 著   
  『万葉仮名でよむ万葉集』 石川九楊 著  『日本文学の歴史』 ドナルド・キーン 著 
  

「漢字」そのものの継承、言葉の表現としての「平仮名」、実用的な記号を起源とする「片
仮名」。 それぞれに、日本文化の特性が顕れた意味がある。    
「日本文化の原理」の検証を兼ねて、整理し、図解した。 上記著書『かな』の要旨を、下

に纏めたが、平がなは、漢字原型を大きく削除することなく、かつ柔軟に崩した。そして、
消息や和歌の世界で重用された。その造型は、「公式文書の漢字」と「実用的な略
字である片かな」の中間に位置し、多分に会話的かつ情緒的で、書に心情を表す。 
継承的な漢字、実用的な片かなの中庸で「漢字かな交じり文」 において、活用語尾、

接続詞、感動詞、助詞、助動詞に使われ、文章全体をまとめ、意思や感情を表現する。 
 

わが上代人は、漢字の音を借りて日本語の音にあて、文章を書くことを工夫した。
「万葉がな」である。奈良時代、日本語の音一つに対して数種の漢字をあてはめ、
記紀・万葉集を通じて、全９７３文字から始まった。 
 

中国からは、篆書、隷書、楷書、草書などの体が、渡来していた。 
平がなは 「万葉がな」を起源に、日常生活で文字を速く書くため、必然的に画を省略した
草書の体が応用され、生まれた草がなを、その起源とする。  『宇津保物語』 に記される

様に、 平安時代には、草かなが、さらにくずされ「女手」 が生まれた。 和歌の復活繁栄
と、書道の発展が相補って、より美しく、よりやさしい簡略な形へと進んでいった。 
別に、草かなから平がなへの移行をしめすものとして訓点がある。 これは、漢文を読む
ために使われた、片かなの中にまじって見られる草かなに近い形のかなである。つまり、
草かなから生まれた女手を主流とし、訓点からの影響も交えて、今日の平かなが誕生し
た。 醍醐天皇延喜５年（905）紀貫之ら撰『古今和歌集』の序文までが、すべて平がなで
書かれた。 奈良から平安時代初期までは、「文字としてのかな」に限られ、それ以降は、
「書としてのかな」が主流になっていく。その時代、平がなは、日常の消息（手紙・たより）
やそれに付随する贈答の和歌などにおいて、自然に発達していった。 一音に対して使用
されるかな字体は、平安末期、合計約３００文字となり、鎌倉・室町時代、かなが書として
の「型」に変貌し、同時にその字体としての「型」も淘汰限定されていった。 伏見天皇皇
子で青蓮院座主尊円入道親王を祖とする尊円流（青蓮院流）を、松花堂昭乗が江戸幕府
に伝え公用書体となる。この書体は御家流とも呼ばれ、庶民教育にも手習手本、文学書
が出版され、かなの字体統一を促進した。 現代の４７文字は、明治時代中期に統一され
たが、この統一までの１２００年間のかなを「変体がな」と呼ぶ。  
 

片かなの起こりも、また、平がなと同様に「万葉がな」である。平がなが漢字の一字全体を
やわらかい線にくずしたものであるのに対し、片かなは、主として、漢字の一部をとって簡
略化したもので、実用から生まれた。 
４４３年頃製作と推定されている和歌山橋本の隅田八幡神社伝来の「人物画象鏡」に、銅
を「同」、鏡を「竟」とする略体字の例がある。略体字は、中国にもあるが、平がな同様に
日本独自に省略形を作り上げた。同鏡には、忍坂宮を「意柴沙加宮」と書いているが、日
本語の固有名詞を一字一音表記した初期事例でもある。正倉院文書に、村を「寸」、牟を
「ム」、のち仏典の醍醐を「酉酉」、瑠璃を「王王」など、早書きや反復文字の省略による省
文（せいぶん）省字（せいじ）が用いられた。これは、一時的な利用だが、この省文から暗
示を受け工夫されたものが、片かなである。平安時代初期、奈良の古宗派（華厳・法相・
三論など）僧侶が、仏典講義を聞きながら、訓読を覚えるために、行間、字間に、万葉仮
名を省略してふりがなのように書き入れた。小さく、字画が少なく早書きできるものとして、
片かなが誕生した。そして、平がな同様に、当初の字体繁雑、不統一から同様な経緯で
今日の形になった。 

文字 としての「かな」 

書 としての「かな」 

日本文化の特性      基本原理 の 体系 より 
 
漢字・平仮名・片仮名は、それぞれ日本文化の三要素として各思想と一致し、本原理を裏付ける 

平仮名 

漢字・平仮名交じり 
和歌 
日記 
物語 
消息 

 
普及 

漢字・片仮名交じり 
仏教系書物 
円仁 
良源 
・ 
・ 

『今昔物語集』 

漢字かな交じり文  成立 

漢字の柔軟化 
日本語全体を纏める 

漢字の実用化 
省略形 

                        

柔和  



鎌倉時代ごろから興り、南北朝から室町時代 
にかけ大成 日本の伝統的な詩形の一種。 
多人数による連作形式を取りつつも、厳密な 
ルール（式目）を基にして全体的な構造を持つ。 
和歌のつよい影響のもとに成立、後に俳諧 
の連歌や発句（俳句）が派生する。 

               
併用 折衷型 創造文化  

文字創作 漢文 

漢字の伝来 
論語 千字文など        

漢文 国史編纂 

六国史の最後  
 『日本三代実録』 

歴史書  『 古事記 』      普通名詞・動詞 に 一字一音 
（変体漢文） 漢字の意味借用 文法は漢文に近似、訓読みを基本に、一部は音借用  
例 ： 火之迦具土神。迦具二字以音。 訓訓音音訓訓の順序に「ひの・カグ・つち・（の）かみ」 

和歌 『万葉集』 歌（磐姫皇后/雄略天皇～   600年前半舒明天皇期 ～ 759年） 大伴家持たち 
漢詩訓読体     から  一字一仮字体 ３１音 （ 主に音読、訓読併用 ）へ変遷過程 
漢字の意味借用        漢字の音借用 （ 万葉仮名 ） 
巻一 雑歌  巻二 相聞歌（恋の湾曲表現） 挽歌  

物語文学  『源氏物語』 
かな・漢字 

随筆  
『方丈記』無常感  
  世の有り様と心情表現 

絵巻物  
平安時代末期 
『源氏物語絵巻』『伴大納言絵巻』 
『信貴山縁起』『鳥獣人物戯画』  
 

鎌倉時代初期 
『地獄草紙』 『餓鬼草紙』『病草紙』『辟邪絵』
（以上国宝） 

和漢混淆文 
   片仮名 と、漢文の書き下しである 漢文訓読体 が合流 
 

 『今昔物語集』 人生 暮し  矛盾    因果応報譚 などの仏教説話  
 

文体習合 

漢字かな交じり文  成立  

軍記物  武勇伝 や 恋愛 
『保元物語』 『平治物語』 『平家物語』 
のち『承久記』 

和歌 

軍記物 

 『太平記』 のち『応仁記』 
 

俳諧 

漢字 の 音借用 

最古の 軍記物  
『将門記』 漢文  
   

最古日記文学 
 『土佐日記』かな 

歌物語 みやび  
『伊勢物語』 
かな・漢字 
 

国史 
 『日本書紀』  
漢文表記 
和化漢文体 
歌謡は 音借用 
一字一音 
  

漢詩 『懐風藻』 

漢文文法 漢字 の 意味利用  
 
飛鳥時代 
 
奈良 
 
 
 
 
 
 
 
 
平安時代 
 
 
 
 
９００年頃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０００年頃 
 
 
 
 
１１００年頃 
 
 
 
鎌倉 
１２００年頃 
 
 
 
 
１３００年頃 
室町 
 
 

表現習合 

江田船山古墳など  鉄剣金石文  
太刀銘文 反正天皇 ４３８年頃  
「无利弖」（むりて）、「伊太加」（いたか） 

漢文利用   聖徳太子  『 法華義疏 』『十七条憲法』 和文利用  金石文 碑文・像銘・墓誌    固有名詞  一字一仮字体 音借用  和文配列    

宣命体  宣命・祝詞などの文体 
語順  が、今の日本語と同じ 
助詞・語尾・助動詞 が  表音仮名小字 
表意漢字、万葉仮名 を 混ぜた文章 

『続日本紀』 文武天皇 即位宣命  掲載 

訓読漢字の採用 

正倉院文書 
一字一音式 書面 

和歌 『新撰万葉集』上巻 
最後の万葉仮名 「男手」  
一字一仮字体 ３１音  
 四季分類 の起源 

神 山 海 年 音 花 海
父 母 国 情（こころ） 
天皇（おおきみ）など 

「平仮名」  成立 

真字「まな」漢字に対し 
文字「仮名」用例 
『権紀』 
借名 『御堂関白記』 
和字 『玉葉』 とも 

学術書 は「男手」 
真がな使用 

情緒的 実用的 

「草かな」創造 
語順 

【 文学の流れ 】 【 文字の流れ 】 

最古 長編物語 絵解・和歌 
『宇津保物語』 二十巻  

『宇津保物語』 に、五種書体の記述 
「男手」（漢字）真がな 万葉仮名の一字一音表記 
「草」 草書体「さう」、女手へのくずし「さうがな」 
「女手」草かなが、さらにくずされた、今日の平仮名 
「片仮名」の語  初見 
「葦」文字と絵を組合せたモチーフ、 
   遊戯的絵画化したかな 

意味的 

「片仮名」 成立  
平安中期までに 
経典の省文省字、 
ふりがなに起源  

 主たる参考著書  『かな』小松茂美 著 
  『日本文学史を読む』島津忠夫 著 
 『万葉仮名でよむ万葉集』石川九楊 著  
 『日本文学の歴史』ドナルド・キーン 著 

菅原道真 撰 

漢文を読む工夫 
漢文訓読法 
ヲコト点・返り点・ 
送り仮名・ 
振り仮名などの 
訓点を使う 

『新古今和歌集』 
公的文書で 平仮名  
藤原定家  
万葉集の本歌取り 

随筆 『枕草子』
かな・漢字 
 

最古（作り）物語  
『竹取物語』   
 会話体 かな・漢字  

平がな最古遺品 
貞観９年（867）「讃岐国司解」 
（東博蔵）巻首 藤原有年申文 

最古仏教説話 
『日本霊異記』
漢字（真がな） 
 

仏教 説話文学 
 『今昔物語集』 
片かな・漢字 真実 

和歌 『古今和歌集』 
公的文書で、 平仮名 初 
一字一平仮字体 ３１音 
四季分類 自然 と 恋歌 

 『和漢朗詠集』 
和歌、漢詩、日本漢詩   
   

日記『御堂関白記』 
かな・漢字 

貴族世界の心象風景 
情趣、無常観的哀愁 
をかし、もののあわれ 
怨霊、もののけ（霊）   
自然（季節、草木）愛憎と救い 

歌謡集 
 『梁塵秘抄』 
片かな・漢字 

 

『落窪物語』 継子いじめ  

主人公  在原業平 

日記 『蜻蛉日記』 
かな・漢字 

『大和物語』 

『夜の寝覚』 内省精神性  

『狭衣物語』愛欲世俗・筋立 

歴史物語 
『栄花物語』  

『大鏡』 

「万葉仮名」   

『更科日記』  

文芸批評『無名草子』  

『増鏡』 

『三法絵』  

『打聞集』インド・中国 
最古翻訳『唐物語』 
『古事談』説話集大成 
『宇治拾遺物語』文学的 
『十訓抄』宮廷郷愁・教育 
『古今著聞集』宮廷日常愛愁 

『本朝神仙伝』 
『江談抄』 
漢文  

連歌 
（れんが） 

『古語拾遺』 
古伝承記録 

新しい書き言葉確立「候文」 
語り手 琵琶法師  

和漢混淆文 
漢字音読と和文 

文章語の主流 

和化漢文 

『和泉式部日記』  

『建礼門院 
右京大夫集』和歌と詞書 

仏教 教説 
『歎異抄』 

随筆 『徒然草』現実受容 

日本語表記 の 原点 



履物 はきもの 
  
草鞋（わらじ）・草履（ぞうり）・下駄・藁沓（わらぐつ）・皮沓（かわぐつ）・足袋（たび）お
よび爪（つま）掛け・踵（あくと）当て・打掛け・甲掛けなど、足につけて歩くものの総称。 
 
主に歩いたり仕事をしたりする時に、足を保護し、また装いを整えるために用いる。
水辺や泥土・氷雪の上を歩くなど、特殊な目的のものもある。履物がいつごろから日
本で使用され始めたか明らかではなく、三世紀ころの『魏志』倭人伝には「皆徒跣（と
せん、はだし）」とある。しかし、弥生時代後期の静岡県の登呂遺跡や山木遺跡から
は、水田耕作用の田下駄が多数発見されており、古墳時代には、履物を着用した埴
輪の人物像をはじめ、副葬品としての金銅製の履（くつ）や屐（あしだ）などから、履
物の使用は明らかである。また、このころになると、履のほかに、足袋状の襪（しとう
ず）も着用されていたことが、『古事記』や『日本書紀』によって知られる。しかし、紀
元六〇〇年前後の日本の事情を伝える『隋書』には、「履は（きぐつ）形の如く、其の
上に漆し、之を脚に繋（か）く」の記事に続けて、「人庶跣足多し」とあり、履物の着用
が、まだ一般民衆に及んでいなかったことを記している。 
 
さらに、中国文化の影響を受けた奈良・平安時代に入ると、履物はいよいよ豊富に
なり、前代からの履・鞋（かい、くつ）など、足甲部をおおう被甲履物類が宮廷・公家
に着用されたほか、浄履（じょうり）・金剛（こんごう）・下々（げげ）・尻切（しきれ）・屐
子（あしだ）など、今日の草鞋・草履・下駄の類の鼻緒履物類の発達が注目される。 
 
鎌倉・室町時代になると、新興武家階級の活躍とともに、足半（あしなか）草履・足袋
の着用が盛んとなり、広く一般民衆にも履物着用の風が普及した。 
 
江戸時代に入ると、町人階級の勃興に伴って、下駄の着用が目覚ましく、初期には
前代の足駄（あしだ）系統の差歯（さしば）下駄が、中期には一木造りの駒（こま）下
駄やはでな朱塗り下駄が、さらに幕末には各種の下駄が現われ流行した。その製作
にあたっては、台は桐材の柾目（まさめ）・板目で、これに黒・朱の漆塗りや藺（い）・
竹の畳・ビロードの表打ちを施し、また裂（きれ）・革（かわ）・ビロードの鼻緒をすげる
など、いよいよ贅沢なものとなった。一方、洋靴が着用されたのも幕末からで、明治
以後、普及することになった。 

履 くつ 
  

足先全体を覆うはきもの。路面の障害、雨湿泥濘、防寒、騎用、演舞、儀礼用
など必要に応じ、衣服に併せて使用する。足首の踝（くるぶし）以下を覆う浅沓
（あさぐつ）を普通とし、大雨・深雪用には脛部まで覆う深沓（ふかぐつ）とした。 
 

広く用いられた浅沓は、その素材から木沓・革沓、毛皮による貫（つらぬき）の
沓、植物繊維や布帛による鞋（かいのくつ）、儀礼用の装飾を加えた舃（せきの
くつ）、鐙摺（あぶみずり）の立挙（たてあげ）を加えた馬上用の靴（かのくつ）な
どがある。 

木沓は黒漆ぬりを例とし、公家の間にいう浅沓はこれである。革沓も染革また
は皺革（しぼかわ）の沓であり、烏皮履（くりかわのくつ）もこれであって、ときに
音読して「うひり」という。貫の沓も中世の武士の所用として知られるが、熊・猪・
鹿・牛などの一枚皮で、爪先に紐を畦差（うねざし）にして、足の甲で引き締めて
結ぶことからこの名があり、訛って「つなぬき」ともいい、巾着（きんちゃく）沓とも
通称し、近代まで山間のはきものとされていた。 

鞋には、錦を貼った錦鞋、絹製の線鞋、刺繍を加えた繍鞋、麻製の麻鞋、絹糸
組合せの糸鞋などがあり、天皇の束帯の際の浅沓は、爪先に耳を立て、繧繝
錦包みとして挿鞋（そうかい）という。また先端を高くした浅沓は、法体用として
鼻高挿鞋といい、普通に鼻高履という。は、爪先を高く山形に反らせた礼服付
属の浅沓であり、赤革・青革・黒革などに金銀の飾りを加え、男女の高級官人
の所用とした。下級の官人の儀礼用には、の爪先の鼻を除去して鼻切履（はな
ぎれぐつ）とよんで用いた。また藁製も草鞋であり、修験の八目（やつめ）にその
名残りを伝えている。靴は、立挙の靴氈（かせん）に靴帯（かたい）を具備する
のを特色とし、武官用であったが、平安時代以来、文官にも用いられて束帯の
際の正式のはきものとなった。そこで略儀の際の馬上のはきものとして靴帯を
除去した靴が半靴（ほうか）とよばれて登場した。この半靴の黒革の部分を鹿や
猪の毛皮に代えたのが毛沓（けぐつ）であり、検非違使以下一般男女の馬上の
はきものとされた。また半靴の立挙の内側に藺を加え、外側に白革を用いたの
を武士の騎射用として物射沓（ものいぐつ）といい、馬上沓ともいう。深沓は、黒
革漆ぬりの長履であるが、武士は毛皮のままに仕立てて股貫履（ももぬきぐつ）
という。（鈴木 敬三） 

ふか‐ぐつ 【深沓・深履・深靴】  
解説・用例   〔名〕  
(1)革製漆ぬりの立挙（たてあげ）の深い沓。雨、雪の時に用いる。《季・冬》  
＊延喜式〔９２７〕一八・式部「神事及斎会之処、不得著深履」  
＊枕草子〔１０Ｃ終〕一二〇・正月に寺にこもりたるは「ふかぐつ・半靴などはきて、廊
の程、沓すり入るは、内裏わたりめきて」 
その他、 栄花物語  333ページ    3.  十訓抄   
＊観智院本類聚名義抄〔１２４１〕「深頭履 フカグツ」  
＊神皇正統記〔１３３９〜４３〕下・鳥羽院「雪見の御幸の日御烏帽子直衣にふか沓を
めし」 
  

(2)わら製の長靴。多く雪国で用いる。《季・冬》  
＊俳諧・番匠童〔１６８９〕一一月「雪沓（フカグツ）」  
＊随筆・北越雪譜〔１８３６〜４２〕二・一「深沓（フカグツ） 是はうちわらにて作りあむ。
常の韈のまま是をはきて雪中に歩行しても、他の坐につく時足をそそぐにおよばず」  
 
(3)短靴に対して立挙が深く足くびまではいる靴。ブーツ。  
＊魔風恋風〔１９０３〕〈小杉天外〉後・許嫁・一「編揚げの深靴を跫音（あしおと）荒く」 


