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「風呂敷」と、「包む」「贈る」日本文化の関係 を探る。 

私たち日本人は紙、布帛(ふはく)、竹の皮、笹の葉、朴歯(ほおば)、柏(かしわ)、
藁(わら)など自然のものや身近なものを使って様々な包みを生みだしてきた。 
もともとは採集、運搬、貯蔵、保存などを目的とした生活を営む上で用のもので
あった「包む」行為は神々が宿る清浄なものを贈答する日本人の感覚と結びつき、
またそれが高じて「包み」の美的効果を意識するものにまで発展した。 
 

「包」という字の字源は母・親の胎内に子供が宿っている様を表したものです。 
包む行為はものを大切に慈しむ心情が宿ると考えられます。    京都「宮井」 
 

では、なぜ「風呂」の「風呂敷」と呼ばれるのか？ その「包む」「贈る」感覚 とは？ 
 
 

「風呂敷」について 一般的解説    
 

物品を収納したり、保存、携行するために用いられる、布製で方形のもの。 
奈良時代の正倉院御物の舞楽の衣装包みにも見られ，平安時代には「ころもつ
つみ（古路毛都々美 和名類聚抄）」や「平包み」と呼ばれていた。平安時代末の
四天王寺伝来《扇面古写経》の下絵には平包みを頭にのせた絵がある。 
絵巻物にも多くみられ、上刺（うわさし）がしてあって、破れないようにくふうされて
いる。 しかし平包は長期の保存や大きな物を収納するのには不便であるところ
から、その場合は唐櫃（からびつ）、長持（ながもち）が用いられていた。 
 

「風呂」の社交化 大衆化 
将軍・足利義満が室町の館に大湯殿（おおゆどの）を建てた折、もてなしを行うに
際し近習の大名を一緒に風呂に入れたところ、大名達は脱いだ衣服を家紋入り
の絹布に包み、他の人の衣服とまぎれないようにし、風呂から揚がってからはこ
の絹布の上で身繕いをした、という記録が残っている。また『実隆公記（さねたか
こうき）』では将軍足利義政室、日野富子（１４４０～９６年）が毎年末、北大路の屋
敷で両親追福の風呂を催し、湯殿をもたぬ下級公家や縁者を朝から招いて入浴
させ、お斎として食事を供したと記述している。ここでいう風呂とは社交儀礼の場
であり一種の遊楽をともなった宴を催すことを「風呂」といい、入浴にはいろいろな
趣向がこらされ、浴後には茶の湯や酒宴が催された。 

当時の風呂は蒸気浴で、蒸風呂にあっては蒸気を拡散し室内の温度を平均化す
るため、床には、むしろ、すの子、布などを敷いた。風呂で敷く布は、たしかに風
呂の敷きもので「風呂敷」と呼ぶことが的を得た名称であるといえる。蒸し風呂の
敷きものとしては、吸湿性も良く丈夫で乾きも早い麻布が用いられたようである。  
 

平包が風呂敷と名称を変えるようになったのは、室町時代末期、町風呂といわれ
る銭湯ができたことに起因する。 当時の入浴は、現代のように全裸では入らず、
男も女も風呂褌（ふんどし）をして入ったが、脱衣場で平包を敷いて、その上で身
じまいをするために、この方形の布を風呂敷とよぶようになった。  
室町時代の上杉本「洛中洛外図屏風」には、銭湯に出入りする人が風呂敷に包
んだ衣服類を持っているところが描かれている。  
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包む布 名称「風呂敷」の定着 
 
〈風呂敷〉という言葉が文献に現れるのは，徳川家康の形見 
分けの記録《駿府御分物御道具帳》であり，江戸時代の初め 
には一般化した。 
名の由来としては，（1）風呂（蒸し風呂）の床板に敷いた， 
（2）湯上がりの足ふきとして使った，（3）自分の衣類を区別する 
ために包んだためという。室町幕府で大名たちが衣類を包んだ 
り湯上がりに敷いた史実から（3）の説が一般的で，室町～江戸 
初期にはゆかたをつけて入浴したため，脱衣を包んだりぬれた 
ゆかたを包む必要があり，銭湯の発達とともに一般庶民にまで 
普及していった。 
江戸中期ころには、ゆかたの省略や脱衣籠や棚の出現により， 
本来のふろしきとしての使用は少なくなり、平包が風呂敷と同型 
のため、もっぱら平包を風呂敷と呼ぶようになった。 
当時は紺無地や縞柄の木綿布を縫い合わせたものが多かった 
が，輸入ものの広幅の更紗（さらさ）や専用の型染をしたもの，中央に家紋を染めぬ
いたものもあった。ふろしきの代表柄である唐草模様は，江戸時代の更紗の流行以
後，寿柄として伝えられた。 
 

室町時代、風呂に招かれた大名達が衣類を包んだ帛紗（ふくさ）から、蒸風呂の敷き
もの、そして江戸の銭湯も風呂敷包みで初まるというように、風呂とは縁の深い兼用
布が、時代が下がるにつれて入浴作法が変化して、必ずしも風呂で使う包み布でなく
ても、風呂敷という名称が包みものの総称として定着したとのだと思われる。 「宮井」 
 

風呂敷は、江戸時代も年代が下るにつれて、大小さまざまの種類ができ、四尺五寸
（約136センチメートル）物は大風呂敷とよんだ。越後（えちご）屋、白木屋などの大店
（おおだな）では、丁稚（でっち）、小僧たちの寝具は、みな大風呂敷に包んで始末をし、
また貸本屋、眼鏡直し、しょい呉服などは大風呂敷で行商して歩き、また旅行具にも
なった。小さな風呂敷は、各家庭での買い物に利用された。 
 

江戸時代には頭巾にも用いられた。御高祖（おこそ）頭巾とか風呂敷ぼっちといって
もっぱら女性が用いたが、この場合は表が黒や紫のちりめん、裏に紅絹（もみ）をつ
けたり、浅葱木綿でつくったりした。 
風呂敷の材料は木綿が主であるが、なかには縮緬（ちりめん）、朱子（しゅす）類など
も用いられた。明治以降、鞄（かばん）類や手提げ袋、信玄袋などが普及するにつれ
て風呂敷への需要は減退しているが、携行に便利なところから、その利用度はまだ
高い。 やがて風呂敷はひろく使われるようになって、『俳諧集』や、井原西鶴の好色
一代男などの小説には十数カ所も登場する。 
昭和三十年（一九五五）代ごろまでは、その融通性から重宝がられた風呂敷も、現在
では贈答品・景品・引出物が中心となっている。素材は絹・綿・毛・化学繊維のものが
あり、大きさは七〇センチ四方のものが一般的である。  
 

     以上、京都「宮井」以外は、国史大辞典・世界大百科事典・日本大百科全書 

「洛中洛外図屏風」 
上杉本 狩野永徳 
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貴重で高価な布で遺体を包む文化は、ひろく世界各地にあるが、日本にはない。 
 

一方、日本では「祝い風呂敷」の文化が広く発達した。 
出雲の「祝い風呂敷」にうかがえるように、嫁入り道具を包み飾りたてるために、 
半年以上かけて家紋入りの風呂敷一式が製作された。 
 

もののかたち（日常の姿とでもいおう）を「隠す」という意味と、包まれることで 
べつのかたち（非日常の姿）を顕在化させる、という見解もある。 
 
包むという漢字は「人が身ごもって胎内に胎児が宿っている象形文字」に由来する。 
 

日本での「包む」 
 

 「包む」という行為は日本古来の神道において、 お供えの農作物や魚介類を束ね
るために和紙で包んで奉納されたことから始まったと言われている。（一般的見解） 

 

「包む」文献用例 ・・・ 支配・統合、尊貴的贈答  「産霊」「魂」との関係 
 

 『古事記』 「得天統而包八荒」 
    （天武天皇が）天統（あまつひつぎ）を得て八荒（やすみ）を包（か）ねたまふ 
 

 『日本書紀』天孫降臨に関連した解釈文 
    高皇産霊神は、皇孫瓊瓊杵尊（邇邇芸命）を真床追衾（まとこおうふすま、 
  神聖な床をおおう布団）に包んで、天降りさせている。生産の神、農耕神ではな 
  かったかともいわれる。律令制では、神祇官の八神殿の祭神の一つで、天皇の 
  御寿の守り神ともされ、鎮魂祭にもまつられた。鎮魂祭は、天皇の御魂の鎮安を 
  はかる祭儀で、この際の魂（たま）むすびの呪術（天皇の御魂代（みたましろ）と 
  して木綿（ゆう）の糸を結ぶ儀礼）の神であろうという説もある。       国史 
 

 『肥後風土記』 「包四県」   
    （阿蘇の中岳が肥後の）４県の中心となっている 
 

 『宇津保物語』  中世文学で「包む」４４ヶ所 最多の用例 
   題名は首巻の「俊蔭（としかげ）」の巻で、主人公の仲忠（なかただ）が幼時、 
 母と北山の大杉の空洞（うつほ）に住み、猿に養われて育ったという首巻「俊蔭」  
 の話による。 その首巻で、猿たちが水を蓮の葉、山菜を様々な葉で包んで、 
 その子に差し上げた、と記す。 
 また、その他の記述も、時に言葉を添えた尊貴的な贈答の「包み」が多い。  
 
 

「専用」と「汎用」 
  包むものが特定されている専用のもの・・・経典包み、茶道具風呂敷など 
  特定されず汎用に用いられるもの・・・ 大半の風呂敷 実用性 

「包む」について、比較文化  「包む」文化の儀礼 
 

現在我々は季節や慶弔時の贈答品を包む時祝儀は右包み、不祝儀には左包み
で贈り、百貨店包装紙による包み作法も同様に行われている。 
 

こうした包みの作法は、衣服着用について、元正天皇の養老３年（７１９）２月３日
「壬戌初令天下百姓右襟」（『続日本記』巻八）の法令が発せられ、諸民の左袵(さ
じん）を禁じ、すべて右袵（うじん）に改めたことに起因する。 
この法令によって左袵の風習は暫時なくなり、一般の和服は右袵による着装方法
が取られるようになった。 
右袵とは着用者の右前を下に、次に左前をその上に重ねる着装法であり、今日の
婦人服の合せ方は左袵だが、和装では男女とも右袵になる。 
右袵が一般化すると、左袵は物事の逆様、つまり縁起の悪いことを意味するよう
になり、平常と異なる状態、すなわち死人は生きている人と区別して左袵に着せる
ようになった。 
 

こうした風習はやがて「包みものの世界」にも及び、陰陽道の生・死、吉・凶、晴・穢、
清浄・不浄、右・左、奇数・偶数というような中国二元論的宇宙観ともあいまって、 
慶事包みは右包み、弔事包みは左包みに包む作法が普及した。 
 

「包む」文化の定着 
 

室町時代には武家故実や伊勢流・小笠原流による折形の 
礼法が整って、贈答や礼式に於いて奉書や鳥の子紙、水引 
などによる包み結びの式法も広まった。 
 

いろいろな品物包みや包み方の種類も増え、熨斗包み・ 
草花包みなど「包み」を付加した言葉も多く使われた。 
 

「包」を冠した名称も多く、包飯（強飯を握り固め卵形にした 
もの）、包覆（物を包み覆うのに用いるもの）、包金（包んだ 
金銭）、包紙（物を包むのに使う紙）、包状（紙で包んだ書状）、 
包袋（物を入れる袋）、包文（薄様などで上を包んだ手紙）、 
包物（布施や贈答とすべき金銭・布帛を包んだもの）、包焼 
（魚・肉を物の中に包んで焼いたもの）など「包」のつく呼称 
が増してゆく。 
 

その流れのなかで、主として衣類を包んだ「平包」の明確な定義付けがしだいにぼ
やけてきた。より明確に平包の形態や素材感を表現する言葉として「風呂の敷きも
ののような包みもの」即ち「風呂敷包み」の呼称を持つことになったと推測される。  
  

現在、風呂敷や包み袱紗を使って贈りものをする時、例えば結納目録や婚礼内祝
を包む紋付風呂敷は、結ばず平包みで右包みとし、香典や弔用供物は左包みに
している。 実に１２７０年余に及ぶ包み方の伝統が今も継続している。  「宮井」 
 

課題  「贈る」（祝い） と「包む」 の関係 
 

長野飯田の水引 
元禄時代から伝統
的な手法による生
産を継承 
現在、全国70％の
水引製品を生産 

http://iidamizuhiki.main.jp/shop/d/h0303.html
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冒頭に引用した「神々が宿る清浄なものを贈答する日本人の感覚」とは？ 
「包む」文化と「風呂敷」の関係に加え、 さらに「贈る」文化との関係は？ 

 

 

儀礼 

 

 

「敷く」 

現利思想 

 

 

名称 様式・作法 

「贈答」文化 
 

贈答は、他者に対して定期・不定期に物品を贈ったり、その返礼をしたりする儀礼的行為 
特定の社会関係を結び、それを維持し安定させる目的をもって、生活様式を構成する主要
な要素の一つとなっている。 
民俗学では贈答の原初的な形態を、日常的に交際関係にある者が、祝儀や不祝儀の際
に寄り集まり、共同飲食を行なって結合を強めたことに求めている。 
共同飲食はそこに神を招いて供え物をして祭り、その供え物を神と人間とが共食すること
であって、人間どうしの関係が聖なる結合であることを意味した。 
 

社会関係が拡大し複雑になってくると、共同飲食の場に参加不可能な者が出てくるので、
それに対しては同様の飲食物をあとで贈り届ける形式をとった。 
 

今日みられる贈答は共同飲食の形態の第三段階として形成されたとみられる。 
すなわち、特定の場での共同飲食を廃して、調理した飲食物のみを贈り、それに返礼する
ことによって共同に飲食したのと同一の意味を持たせようとしたのである。 
 

日本の贈答には、物々交換的な経済行為や政治的な贈賄行為、宗教的な呪術行為など
を考慮する必要があるが、贈答品の中心が飲食物におかれ、その機会は歳暮・正月・節
供・盆・彼岸・氏神祭・生産の祭などの定期的なものから、誕生・成人・婚姻・病気・死亡・
年忌や家屋の新築、災害、旅行などの不定期な機会にわたって、きわめて多様な形で行
われている。 
 

なかでも祝儀の目的による贈り物に水引をかけ、のしを添えるのは、水引が注連縄を意味
し、のしが神事の共同飲食の象徴としてのあわびに起源するものであって、不祝儀にはそ
れらを避けている。 また、非常時の家普請や災害・旅などは身心の消耗を伴うので、多く
の人々の精神的力の結集と食べ物の供給が行われ、出産や病気などには生命の危険を
救うための食料の供与が地域社会のしきたりによって決定されている     国史大辞典 

 

地域共同 

神と人間との 

 

和合思想 

 

 

    

マナ・モノ・ヒ・タマ 
への意識 

神・人と人の関係 人の行為 

実用からの減退 
唐櫃（からびつ） 
長持（ながもち） 
脱衣籠や棚の出現 

「平包み」 結び目を作らずに、縮緬などの風呂敷で贈答品を包む。 
最も礼儀正しい上品な包み方とされ、慶弔いずれにも使える。【歳時記】
包んだ品 物ののし紙が上になるようにして持つと風呂敷を右側から包んだ

状態になる。 

出雲の祝い風呂敷 
「水引」 初期用例   麻などを水にひたしてその皮を剥ぐこと。 

 ＊後撰和歌集〔９５１年頃〕羇旅・一三五六 
  「水ひきの白糸はへて織る機は旅の衣にたちや重ねん〈菅原道真〉」 
 ＊堀河百首〔１１０５年頃〕恋「みづひきのあはせの糸の一筋にわけずよ君を思ふ心は〈源国信〉」 
・【鎌倉～室町】龍頭鷁首（りょうとうげきしゅ）などの箱舟の舷側に張りめぐらした布帛。それが水面を引
いたところからの呼称。転じて、神輿や舞台の上部に横に細く張った帽額（もこう）の類にもいう。水引幕。 
 

・【江戸】細い紙縒（こより）に（水）糊をひいて干し固めたもの。進物用包紙などを結ぶのに用いる呼称 

循環思想 

水引 
神への捧げ物の作法が
人への贈り物の作法ヘ 

（ 関連 ） 水引 ： 神への捧げ物 

http://ameblo.jp/wawawakimono/image-10433201194-10374385859.html
http://blogs.yahoo.co.jp/randokku2000/GALLERY/show_image.html?id=39254714&no=5
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自然共生・原生思想 
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清浄心  
清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る 

水をもたらす 
山の信仰 

穢れを落とし、水によって生命が誕生する 

水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合する。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

原初共同体 モラル 
地域生活・祭祀 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 

アニミズム 

氏族祖霊の長 

神籬 社  
神の依代 循環的概念（時間） 

 

常世 と 現世 

現利的概念（場所） 
 

ここ と 海、山  

現世（こちら ここ） 

古代的 精神   

こころ  の 表現  

大乗仏教 との 整合  

諸行無常 諸法無我 涅槃寂浄 顕教  

密教  

神 への 思い  

自然 の 法則 ・ 力 

神仏習合 

              ４ ページ 

実用性 

    

他界 と 現世  

モノ 

魂 
和魂・荒魂 
幸魂・奇魂 

風呂敷に関連し、その「包む」「贈る」モノへのこころ を 以下に解説する。 
神道における「産霊」「結び」「清浄心」などについて、「日本文化の原理」 における位置付けを図示し、 
「カミ」について、「記」・「紀」神話から、その古代の感覚を図示した。 
それは、「見えないモノ、チカラ」の気配を感じるこころと関係する。 
 

日本の原始的信仰宗教としてアニミズムとする見解が、ごく一般的だが、実は、マナイズムを想定しない
と説明できないことがある。  
 

アニミズムとは、宗教の起源を論じたイギリスの人類学者タイラーが提唱した原始宗教の生命万物の
「霊」観念である。その後マレットは、コドリントンがポリネシア信仰で紹介した超自然的・神秘的で非人格
的な力への信仰に注目し、アニミズムの前段階の観念としてマナ、マナイズムを定義した。マナイズムは
霊魂の存在を前提とせず、超自然的な力そのものが物体その他に宿ると信じる。自然物、自然現象に対
する尊敬や畏怖（いふ）の態度の総称である。  
古事記では、初めに誕生する、「天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）」 「高御産巣日神（タカミムスヒノ
カミ）」「神産巣日神（カミムスヒノカミ）」「宇摩志阿斯訶備比古遲神（ウマアシカビヒコヂノカミ）」「天之常
立神（アメノトコタチノカミ）」「國之常立神（クニノトコタチノカミ）」「豐雲上野神（トヨクモノカミ）」は、「隱身」
なりとする。 一方そのあとに生まれる伊邪那岐命（イザナギ）・伊邪那美命（イザナミ）については、その
序文で 「二霊為群品之祖神」と記す。 つまり万物の生みの親として神名に「霊」の文字が使われている。 
前述のいわゆる造化三神の「隠身」は、彼らの神名が「霊」を保持せず、万物生命の誕生とは直接に関
係が無い。そして非人格的な「見えないモノ、チカラ」として記されていることに注目しなけれなならない。 
「高御産巣日神」と「神産巣日神」は、産巣日（ムスヒ）神として超自然的な力を保持するが、あえて神名
に「霊」を持ちいないマナとして表現されている。中西進先生は著書『こころの日本文化史』の中で、「マ
ナ」から日本語としての「モノ」への母音交替を指摘、縄文土器に超越的な力の表現をみる。そして「大物
主大神」のモノであり、モノが依りついた三輪山の神である、とされる。 その著書では触れてはいないが、
既に古事記神代記に「物」は登場し、萌え上がった物から神が誕生したと、力としてのモノを表現している。 
 

古事記上卷 （序） 臣安萬侶言。夫、混元既凝、氣象未效、無名無爲、誰知其形。然、乾坤初分、參神作
造化之首、陰陽斯開、二靈爲群品之祖。（後略） 
（神代記） 天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神訓高下天、云阿麻。下效此、次高御產巢日
神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。（後略） 
 

但し「高御産巣日神」「神産巣日神」は、日本書紀では、その一書で「高皇産靈尊」「神皇産靈尊」とされる。 
これは対外的書物の性格上、のち皇祖神となる大日孁貴（おおひるめのむちのかみ）（一書云、天照大
神）を日の唯一神格とするためである。すなわち太陽の持つ生成（ムス）力の意図的な分離として、「日」
から「霊」とし、逆に「皇」は、特に登場する高皇産靈尊において、天皇との関係を強調するものである。 
 

「産巣日」ムスヒは、天照大神以前の太陽神の神格を表現している。なぜなら古事記の中で、天照大神
が生まれる前の物語で、すでに光がある見える世界が描かれている。「霊」の部首「雨」は太陽と同じく
「天」と関係するが、今日「霊」は「ヒ」と読まない。やはりその神名は、古事記用例の「日」が原語・原意で
ある。 超自然的な力、マナイズムとしての太陽神、太陽光の自然力への信仰である。  
 

ちなみに「物の怪」のモノは広義にはマナに近い自然的または超自然的な霊のことで，この正体不明の
霊的存在が人に憑依して病気にしたり命を奪ったりすると考えられる現象を〈物の怪〉という。物の怪は
平安時代の文献に頻出し，邪悪な霊の発現をいうことが多い。その正体はたいてい嫉妬や怨恨をもった
生霊や死霊であり，のち鬼の形でイメージされた。 「世界大百科事典」 
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マナイズム  見えない チカラ 

稀人概念 

他界から来訪する霊的  
もしくは 神の本質的存在 

繋ぐモノ 風・鳥    樹 ・柱 

他界 （あちら ほか よそ むこう） 

常世国 
空・天 海・山 

黄泉国 
死後 

日本文化の原理   

  神道における「産霊」「結び」「清浄心」などについて、「日本文化の原理」 における位置付けを図示し、 
「カミ」について、「記」・「紀」神話から、その古代の感覚を解説する。 
それは、「見えないモノ、チカラ」の気配を感じるこころと関係する。 
  古事記は、初めに誕生する、「 天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）」 「高御産巣日神（タカミムスヒノ
カミ）」「神産巣日神（カミムスヒノカミ）」「宇摩志阿斯訶備比古遲神（ウマアシカビヒコヂノカミ）」「天之常立
神（アメノトコタチノカミ）」「國之常立神（クニノトコタチノカミ）」「豐雲上野神（トヨクモノカミ）」は、「隱身」な
りとする。 
 

上田正昭先生は、 この記述から、目に見えない「隱身」、これを日本語の「カミ」の語源とする説を、説得
力があると支持される。（「日本人のこころ」より） 
石井一良先生は、 「記」・「紀」神話や、『風土記』などの説話は、縄文時代の古いカミガミ（精霊といった
方がよかろう）が水稲農耕時代の新しい神々と葛藤し、結合し、癒着し、それに吸収されたプロセスを反
映しているとされる。（「思想史Ⅰ」より） 
 
『日本書紀』は、天孫降臨する前の葦原中国について、精霊の活躍する幽暗な（うすくらい）呪術の世界と
する。また、『常陸国風土記』、先住する体が蛇で頭に角がある「夜刀の神」と、西方から進出してきた稲
作の水田開墾者との交渉、 「夜刀の神」を祀ることで決着する。大和の三輪山では蛇神が祭られ、豪族
の娘と結ばれて三輪氏の祖となる。その神は『日本書紀』ではスサノオの子の大物主神とされ、平安時
代の始めには「名神大社」の一つとなって五穀豊穣をもたらす農耕神として国家から奉幣された。 
 
『日本書紀』一書曰、天忍穗根尊、娶高皇産靈尊女子𣑥幡千千姬萬幡姬命・亦云高皇産靈尊兒火之戸
幡姬兒千千姬命、而生兒天火明命、次生天津彥根火瓊瓊杵根尊。其天火明命兒天香山、是尾張連等

遠祖也。及至奉降皇孫火瓊瓊杵尊於葦原中國也、高皇産靈尊、勅八十諸神曰「葦原中國者、磐根・木
株・草葉、猶能言語（なおよくモノ言う）。夜者若熛火而喧響之（夜はホベのモロコにオトナい）、晝者如五
月蠅而沸騰之（昼はサバエナすワキあがる）」云々。 
 
こころ の表現について、 「思想」と、堅い表現となっているが、以下のような「こころ」のことである。 
 

「循環思想」 守り伝えるこころ 
         魂への思い、価値感 継承価値 天皇尊厳 時間軸「無常」 
「現利思想」 今を大切にするこころ 
         技能・技を極めるこころ 政治的には徳治   場所・上下軸「今」 
「和合思想」 上記２軸の「間」で、和合、均衡、葛藤 ゆらぐこころ 
           「国譲 神々和合」「神仏習合」「公武習合」「武家と禅・茶道」 
           「義理と人情」「粋」「いき」「花鳥画と水墨画」「赤楽茶碗と黒楽茶碗」などの間のこころ 
 

古代的精神として 
 

他界感覚 ・・・ 「見えない世界」との交流 自然の中に存在を感じる こころ 
死後の世界、空・天 海・山から来る神  
それらを習合した、他界感覚、神と繋ぐもの、依代としての「神籬・社」 
  

水と産霊の信仰 ・・・  「万物自然に対し、感じるこころ」 
霊す（ムス）霊（ヒ）、生命が誕生する水、それらに共通する「穢と禊」、清浄心・清明心 
以上の重層する感覚を基礎に、形成されてきた「こころの表現」として、「日本文化の原理」とする。 

   

空諦 中諦 仮諦 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

神々習合 

八百万信仰 

縄文・弥生習合 

水 と 産霊（ムスヒ）の信仰 

自然共生・原生思想 

精霊  植物・動物   花鳥風月 

清浄心  
清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る 

水をもたらす 
山の信仰 

穢れを落とし、水によって生命が誕生する 

水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合する。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

原初共同体 モラル 
地域生活・祭祀 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 

アニミズム 

氏族祖霊の長 

神籬 社  
神の依代 循環的概念（時間） 

 

常世 と 現世 

現利的概念（場所） 
 

ここ と 海、山  

現世（こちら ここ） 

古代的 精神   

こころ  の 表現  

大乗仏教 との 整合  

諸行無常 諸法無我 涅槃寂浄 顕教  

密教  

神 への 思い  

自然 の 法則 ・ 力 

神仏習合 

 

          

実用性 

    

他界 と 現世  

モノ 

魂 
和魂・荒魂 
幸魂・奇魂 
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神々習合 

八百万信仰 

縄文・弥生習合 

水 と 産霊（ムスヒ）の信仰 

自然共生・原生思想 

精霊  植物・動物   花鳥風月 
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清明心 
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清浄な水に宿る 

水をもたらす 
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穢れを落とし、水によって生命が誕生する 

水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合する。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 
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現利的概念（場所） 
 

ここ と 海、山  
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他界 と 現世  
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日本の原始的信仰宗教としてアニミズムとする見解が、ごく一般的だが、実は、マナイズムを想定しない
と説明できないことがある。 
アニミズムとは、宗教の起源を論じたイギリスの人類学者タイラーが提唱した原始宗教の生命万物の
「霊」観念である。その後マレットは、コドリントンがポリネシア信仰で紹介した超自然的・神秘的で非人格
的な力への信仰に注目し、アニミズムの前段階の観念としてマナ、マナイズムを定義した。マナイズムは
霊魂の存在を前提とせず、超自然的な力そのものが物体その他に宿ると信じる。自然物、自然現象に対
する尊敬や畏怖（いふ）の態度の総称である。 原始宗教の超自然観は二つに大別される。（一）超自然
的存在・対象に人格的要素を認めるものと、（二）これに多少とも非人格的要素を認めるものとである。 
人格的要素の基本的なものは、霊的存在（スピリチュアル=ビーイングズ）＝霊魂（ソウル）・死霊（ゴース
ト）・精霊（スピリット）である。一般に霊魂は人間の身体に宿る霊的存在、死霊は死者の霊的存在、精霊
は人間以外の諸存在に宿る霊的存在、すなわち神霊・祖霊・霊鬼・妖精など、とされる。しかしどの原始
社会においても超自然的存在がこのように明瞭に区分されているわけではない。実際には一つの語に
よって複数の、あるいはすべての霊的存在を意味していることが少なくない。霊的存在の特徴は、その宿
り場を自由に離脱し、人間・社会の吉凶禍福に直接間接に影響を与えると信じられている点にある。 
非人格的要素は一般に呪力・神秘力として把握されていることが多い。メラネシアやポリネシアにおける
「マナmana」観念はその典型的なものである。マナは神や人間から動植物・自然現象・自然物・人工物に
宿り、モノからモノへと転移し得る。しかし一切の存在が無差別にマナを有しているとは見なされない。人
間も他の存在も並みはずれた力能を示すとき、マナを有するとされるのである。 
学説的には超自然的存在・対象に人格的要素を認めるもの、すなわち人格的超自然観をアニミズムと呼
び、これに対して非人格的超自然観をマナイズム・アニマティズム・プレ=アニミズムなどと呼ぶ。 
死霊・祖霊崇拝、シャーマニズム、ナチュリズム（自然崇拝）、高神・多神崇拝、フェティシズム（呪物崇拝）、
トーテミズム、ウィッチクラフト（妖術）、ソーサリー（邪術）などの原始的諸宗教形態は、いずれも前述の
二つの超自然観を基盤として成立している。日本大百科全書「自然崇拝」などより 
 

古事記では、初めに誕生する、「天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）」 「高御産巣日神（タカミムスヒノ
カミ）」「神産巣日神（カミムスヒノカミ）」「宇摩志阿斯訶備比古遲神（ウマアシカビヒコヂノカミ）」「天之常
立神（アメノトコタチノカミ）」「國之常立神（クニノトコタチノカミ）」「豐雲上野神（トヨクモノカミ）」は、「隱身」
なりとする。 一方そのあとに生まれる伊邪那岐命（イザナギ）・伊邪那美命（イザナミ）については、その
序文で 「二霊為群品之祖神」と記す。 つまり万物の生みの親として神名に「霊」の文字が使われている。 
前述のいわゆる造化三神の「隠身」は、彼らの神名が「霊」を保持せず、万物生命の誕生とは直接に関
係が無い。そして非人格的な「見えないモノ、チカラ」として記されていることに注目しなけれなならない。 
「高御産巣日神」と「神産巣日神」は、産巣日（ムスヒ）神として超自然的な力を保持するが、あえて神名
に「霊」を持ちいないマナとして表現されている。中西進先生は著書『こころの日本文化史』の中で、「マ
ナ」から日本語としての「モノ」への母音交替を指摘、縄文土器に超越的な力の表現をみる。そして「大物
主大神」のモノであり、モノが依りついた三輪山の神である、とされる。 その著書では触れてはいないが、
既に古事記神代記に「物」は登場し、萌え上がった物から神が誕生したと、力としてのモノを表現している。 
 

古事記上卷 （序） 臣安萬侶言。夫、混元既凝、氣象未效、無名無爲、誰知其形。然、乾坤初分、參神作
造化之首、陰陽斯開、二靈爲群品之祖。（後略） 
（神代記） 天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神訓高下天、云阿麻。下效此、次高御產巢日
神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之

時流字以上十字以音、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神此神名以音、次天之
常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。（後略） 
 

但し「高御産巣日神」「神産巣日神」は、日本書紀では、その一書で「高皇産靈尊」「神皇産靈尊」とされる。 
これは対外的書物の性格上、のち皇祖神となる大日孁貴（おおひるめのむちのかみ）（一書云、天照大
神）を日の唯一神格とするためである。すなわち太陽の持つ生成（ムス）力の意図的な分離として、「日」
から「霊」とし、逆に「皇」は、特に登場する高皇産靈尊において、天皇との関係を強調するものである。 

                         

モノ 

魂 
和魂・荒魂 
幸魂・奇魂 

「産巣日」ムスヒは、天照大神以前の太陽神の神格を表現している。なぜなら
古事記の中で、天照大神が生まれる前の物語で、すでに光がある見える世界
が描かれている。「霊」の部首「雨」は太陽と同じく「天」と関係するが、今日「霊」
は「ヒ」と読まない。やはりその神名は、古事記用例の「日」が原語・原意である。
超自然的な力、マナイズムとしての太陽神、太陽光の自然力への信仰である。  
 

ちなみに「物の怪」のモノは広義にはマナに近い自然的または超自然的な霊の
ことで，この正体不明の霊的存在が人に憑依して病気にしたり命を奪ったりす
ると考えられる現象を〈物の怪〉という。物の怪は平安時代の文献に頻出し，邪
悪な霊の発現をいうことが多い。その正体はたいてい嫉妬や怨恨をもった生霊
や死霊であり，のち鬼の形でイメージされた。「世界大百科事典」 
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モノに対するマナイズムの次に、生命の誕生と関係するカミ（神）、タマ（魂・霊）のアニミズムがある。 
「魂」と「霊」とは、霊にも御霊（みたま）の読みがあり、一般的にはその区別は定かではない。 
「魂」には主に神の作用として和魂・荒魂や天皇の鎮魂、魂振の用例がある。 「霊」は、かつて「みずち/
水霊」「のつち/野霊」「いかずち/雷」の「チ」、「わたつみ」「やまつみ」の「ミ」にも用いられ、神や自然の
霊の意で、神秘的な力を表した。 また、「霊」は祖霊、御霊（ごりょう）、怨霊など、神から人間などへ用例
が拡大された。このことから、概ね、貴神津崇敬性の「魂」、世俗汎用性の「霊」と区別できると考える。 
 

タマの顕著な特色は，それがつねに浮遊している霊であり，外来から何物かに付着して，またそこから
去っていくという傾向をもっていることである。したがってタマは，外来魂といえる。たとえば稲のタマは稲
魂とか宇迦之御魂神（記）倉稲魂（紀）（うかのみたま）と表現されている。稲魂が，稲穂や穀物に付着す
ることにより，豊穣がもたらされると考えられている。この稲魂が基礎となって，神話では，保食神（うけ
もちのかみ）とか登由宇気神（記）（とゆうけのかみ），大気津比売神（おおげつひめのかみ）といった穀
物神が成立する。 世界大百科事典「神」 
 

霊魂は、人間の身体に宿ると観念されている超自然的存在。霊魂に対する観念は、人間に限らず動植
物などの万物に霊が宿るとするアニミズムの観念に包含される。宗教の起源を論じたタイラーは、宗教
のなかで最も簡単で原始的なものが「霊的存在」に対する信仰であると規定し、「霊的存在」には人間の
身体に宿る霊魂、死霊、精霊という人間以外の霊や浮遊霊との三種類があり、霊魂や精霊の観念から
神祇・神の観念に発展したと説いている。タイラーの説くアニミズム観念のうち、それが宗教の起源であ
るとする考えや進化論的な考え方に対しては各種の批判があり、また霊魂と精霊との区別も民族によっ
て必ずしも一様でないことが明らかにされている。しかし霊魂や精霊に対する信仰は、原始や未開社会
の宗教のみではなく、諸宗教においても重要な問題であり、霊魂・精霊などの遊離・憑依によって夢・幻
覚・病気・予言、幸・不幸などを説明することも多く、霊魂や精霊を操作したり、排除や憑依させたりする
ことによって治病、託宣をする宗教的職能者の活躍が世界各地で認められる。 
 

日本においては、霊魂を古代よりタマと呼び、魂・霊の漢字をあててきた。タマは人間の霊魂のみでは
なく、動植物などにも宿るものとされ、タマの遊離によって病気や死が説明されており、タマの遊離を防
ぐ鎮魂（たましずめ）、それとは逆に体内で静止した霊魂を活動させようとする魂振（タマフリ）などの儀
礼が古代より盛んに行われてきた。その意味では、日本人の霊魂観もアニミズムの概念に包摂できる。
霊魂に限ってみても幾つかの区別がなされており、古代における和魂（にぎみたま）・荒魂（あらみたま）、
幸魂（さきみたま）・奇魂（くしみたま）などの区別もその一つであるが、生者の遊離した霊魂を生霊（いき
りょう）、死者の霊を死霊、子孫より祀られ非個性的な清らかな霊を祖霊とする区別も古くからの一般的
観念である。死霊は子孫からの祭祀を重ねられることにより祖霊となり、子孫を守護する存在となるも
のであるが、その一方で、非業の死をとげた者、この世に未練を残して死んだ者の霊は御霊（ごりょう）
と呼ばれ、この世にさまざまな災厄をもたらすと信じられてきた。この祖霊と御霊という二つの観念が、
日本人の霊魂観の基本をなしている。もっとも御霊という漢字をあててミタマと読み、天皇家の先祖霊を
指す用法が『続日本紀』にみられる。しかし奈良時代末から平安時代にかけての頻発する政変・災害な
どを背景にして、非業の死をとげた者の怨霊が災厄をもたらすものとされ、貞観五年（八六三）、早良（さ
わら）親王以下の怨霊を鎮めるための御霊会が国家的レベルで執行された。また平安時代に災厄の要
因とされたモノノケ（物怪）も、生霊・死霊・遊離霊などが主たる内容であったといえる。霊魂の処理は、
仏教の普及によって次第に僧侶に委ねられるようになり、近世の寺請制度、寺檀関係の形成によって
確立したものであるが、それでもなお、あるき巫女（みこ）・修験者・聖・行者などの下級宗教者の関与が
認められ、とりわけ災厄の原因となる諸霊の処理に大きな役割を果たしてきた。【霊魂】国史大辞典 
 

和魂 と 荒魂 奇魂 幸魂  古く日本人は神の霊魂の作用および徳用を異なる作用を持つ霊魂の複合
によると考えた。すなわち，静止的な通常の状態における神霊の作用および徳用を〈和魂〉とし，活動的
で勇猛，剛健，ある意味では常態をこえるような荒々しい状態における作用および徳用を〈荒魂〉と考え
た。神霊も平常のときには一つの神格に統一され別個のはたらきは見せないが，時と場合に応じて分
離し，単独に一個の神格としてはたらくものと信じられた。 

                       

マナイズム  見えない チカラ 

稀人概念 

他界から来訪する霊的  
もしくは 神の本質的存在 

繋ぐモノ 風・鳥・柱 

他界 （あちら ほか よそ むこう） 

常世国 
空・天 海・山 

黄泉国 
死後 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

水 と 産霊（ムスヒ）の信仰 

精霊  植物・動物   花鳥風月 

清浄心  
清明心 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る 

水をもたらす 
山の信仰 

穢れを落とし、水によって生命が誕生する 

水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合する。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

原初共同体 モラル 
地域生活・祭祀 

神籬 社  
神の依代 

循環的概念（時間） 
 

常世 と 現世 

現利的概念（場所） 
 

ここ と 海、山  

現世（こちら ここ） 

他界 と 現世  

古代的 精神   

神 への 思い  

モノ 

魂 
和魂・荒魂 
幸魂・奇魂 

アニミズム 八百万信仰 

ニギとアラは対語で，〈和妙（にぎたえ）〉〈荒妙（あらたえ）〉（《延喜式》），〈毛麤
物（けのあらもの）〉〈毛和物（けのにぎもの）〉（《古事記》）などの用例がある。
《古事記》《日本書紀》には，崇神天皇のとき，疫病のために多くの民が死んだ
のは大物主神のたたりであるとみえ，それは〈荒魂〉のたたりであると説かれて
いる。 
和魂だけをまつる場合も，荒魂だけをまつる場合もある。《日本書紀》では，神
功（じんぐう）皇后の〈三韓征伐〉に際して，〈住吉三神の和魂は王身（みついで）
に従って寿命（みいのち）を守り，荒魂は先鋒（さき）となって師船（みいくさのふ
ね）を導き守ろうとした〉とあり，長門住吉神社には住吉三神の荒魂がまつられ
ている（住吉大社の三神は和魂もしくは荒魂、両説がある）。 ほかに荒魂をま
つっている例としては，伊勢の皇大神宮（内宮）の別宮荒祭宮（あらまつりのみ
や）には天照大神の荒魂が，豊受大神宮（外宮）の別宮多賀宮（たがのみや）
には豊受大神の荒魂がそれぞれまつられている。 
なお，神の霊魂の作用および徳用を言い表したものには，ほかにも〈奇魂（くし
みたま）〉〈幸魂（さきみたま）〉などがある。奇魂とはすべてのことを知りわきま
えしむる魂で，幸魂とは幸いをもたらす恵みの魂で，ともに和魂から分化したも
のと考えられる。この幸魂・奇魂の語は、『日本書紀』神代宝剣出現章第六の
一書で、大己貴神のそのはたらきを示すことで記し、『日本紀私記』で幸魂は
「是左支久阿良之无留（さきくあらしむる）魂也」と註しているように、人を幸福に
させる神の霊魂で、奇魂は不思議な力を持った神の霊魂の意。 
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「産霊（むすび）」 から  「水を掬ぶ（むすぶ）」  「結ぶ」 へ  
 

  この言葉は、天皇の皇祖霊信仰、穀物の起源を語り、また仏教では先祖供養などを誕生させた。 
 我が国の 「 生命誕生・魂の継承 」 の思想、「結ぶ」 の源流 を辿る。 
 

 「結び」の語源である『産巣日・産霊（むすひ）』は、日本の神信仰における重要な概念である。「産（むす）」は生じる、
「霊（ひ）」は神秘的、霊的な働きを示す。 つまり『ムスヒ』とは天地万物を生み出す霊的な働きのことを言う。 
古代から続いてきた日本の信仰心である「森羅万象に神が宿る」 という考え方の根幹をなす。 
 もうひとつ、むすびには『水を掬ぶ（むすぶ）』という意味がある。水を両手のひらで掬って（すくって）飲む動作を『水を
掬ぶ（むすぶ）』と言う。日本の古代信仰では水の中に霊魂を入れてそれを人間の体の中に入れることで、体と霊魂を
結合させるという意味があった。その動作をした者は非常な威力を発揮して来る。この技法を「禊」とした。 
そして、この水の「掬び」と、何かを結んだり結合する意の「結び」には、深いつながりがある。 内在するものを外部に
逸脱しないようにした外的な形を「むすび」という言葉で表現した。水の掬びの信仰は今はもう廃れたが、このような動
作を今日「結ぶ」と言うようになったのです。 （ 折口信夫『産霊の信仰』より抜粋、要約 ） 
 

  ① 宮中八神 と 「産霊（むすび）」    
宮中で祀られていた宮中八神 八神殿（はっしんでん）は、日本の律令制下で古代から中世の間に神祇官西院に設けられた、 
天皇守護の８神を祀る神殿である。大同2年（807年）編纂『古語拾遺』と延長5年（927年）『延喜式』神名帳とで表記は異なるが、
同じ神を指す。うち５神に「ムスヒ（ムスビ）」が含まれている。 神産日神（カミムスビ）と高御産日神（タカミムスビ）と以下、産霊に
関係する三柱と、その以外の三柱である。 
玉積産日神は『古語拾遺』の「魂留産霊」と同神で、「タマツメ（タマトメ）」は魂を体に留める（鎮魂）という意味である。 
生産日神の「イク」は「イキ」（生き、息）と同根で、むすひの働きを賛える語である。 
足産日神の「タル」は、その働きが満ち溢れている（足りている）様子を示す。 
 

大宮売神は、宮殿の人格化とも内侍（女官）の神格化ともいわれ、君臣の上下を取り持つ神。 
御食津神は、食物を司る神、 
事代主神は、言葉を司る神とされる（出雲系の事代主神とは異なるとされる）。 
 

祭神８神は天皇に直接関わる重要な神々であるが、そのうちに皇祖神であるアマテラス（天照大御神）が含まれていない。 
 

 ② 「高御産巣日神」 について  
「古事記」では誕生や葦原中国の平定の命令神としての多くの記述がある。「日本書紀」 巻第二 神代下では「皇祖」とされ、出雲国造「神賀詞」では「高天の神王」（たかあまのかみおや）とされる。  
そのことから、原初の最高神はタカミムスヒ（高御産日神/高皇産霊尊）であったとする説がある。 「日本書紀」で、アマテラスは第10代崇神天皇の時に宮廷外に出された（のち伊勢神宮）と記され、 
７世紀末頃にタカミムスヒは宮中に、アマテラスは伊勢に住み分けたとする説もある。  崇神天皇以前の皇祖として、 アマテラス と 神武天皇 を設定したのは天武天皇だろう。 
  

 ③  カグツチの別名 「ホムスヒ」（火産霊）  
火の神。火之迦具土神（ひのかぐつちのかみ；迦具土神）、火之夜藝速男神（ひのやぎはやをのかみ）、火之炫毘古神（ひのかがびこのかみ）と表記。『日本書紀』では、軻遇突智（かぐつち）、火産霊
（ほむすひ）と表記される。イザナミは火の神カグツチを生んだことで陰部を火傷して亡くなった。それを怒ったイザナギはカグツチを斬り殺すが、その際に「山神八柱」や、「建御雷之神など雷火神や
剣神ら八柱」が化生している。多数の神を生み出す神ということで「むすひ」の神なのであるが、ここから「むすひ」の、死んでもなお多くの命を生み出すという、生命の連続性の象徴という意味が見え
てくる。「連続」とはすなわち「結び」（むすび）である。  
 

    和久産巣日神、ワクムスビもその時に誕生し、死んでから多数の殼物などを生み出している。日本書紀』では稚産霊と表記される。神名の「ワク」は若々しい、「ムスビ」は生成の意味であり、穀物
の生育を司る神である。食物神のトヨウケヒメ（豊受比売神）を生み、『日本書紀』ではその体から蚕と五穀が生じている。 他の食物神の大気都比売（オオゲツヒメ）・保食神（ウケモチ日本書紀）など
と同様に、稲荷神（倉稲魂命）（うかのみたま）と習合し、同一視されるようになった。 オオゲツヒメは、神産みにおいてイザナギとイザナミの間に生まれたとの記述がある。 
高天原を追放されたスサノオは、鼻や口、尻から食材を取り出し、それを調理していたオオゲツヒメを、汚い物を食べさせていたのかと斬り殺した。、その死体、頭から蚕、目から稲、耳から粟、鼻から
小豆、陰部から麦、尻から大豆が生まれた。 
 

④ 熊野速玉大社 ： 熊野速玉大神 熊野夫須美大神（むすび産霊神）  熊野本宮大社 ： 家都美御子大神（食物神）  
 

（参考） 忌部氏である斎部広成、大同2年（807年）編纂の『古語拾遺』によると、初代神武天皇の時に皇天二祖（天照大神・高皇産霊神）の詔の 
ままに神籬を建て、高皇産霊・神皇産霊・魂留産霊・生産霊・足産霊・大宮売神・事代主神・御膳神を奉斎したといい、編纂当時の祭祀はこれに始まるという。 
△カムロギ･カムロミと産霊神   始源神の天之御中主が親で、高御産巣日が長男 、津速産霊（ツハヤムスビ）が次男、神産巣日を三男とする。  
△氏族と産霊  高皇産霊神は伴･佐伯の祖、津速産霊神は中臣朝臣の祖、神皇産霊神は紀直の祖。  

神産巣日神 
カミムスヒ 

天之御中主神 
アメノミナカヌシ 高御産巣日神 

タカミムスヒ 

建速須佐之男命 
スサノオ 

月読命 
ツクヨミ 

天照大御神 
アマテラス 

伊邪那岐神 
イザナギ 

伊邪那美神 
イザナミ 

 カグツチ 雷 
火之迦具土神 

別名 火産霊  愛宕神 
ホムスビ 

和久産巣日神 
ワクムスビ 

（子）豐宇氣毘賣神 
トヨウケヒメ 

大気都比売 
オオゲツヒメ 

「山神  八柱」 
「建御雷之神ら 
雷火神・剣神 八柱」 

（子）宇迦之御魂神 稲荷神 
     （ウカノミタマ） 
    大年神 （稲・穀物神） 

五穀・蚕 
(日本書紀） 

五穀・蚕 

古事記   「 産霊 神々の位置付け 」 

① ② 

③ 

皇祖の系統 役割は？ 

保食神 
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 総角結び agemaki musubi 
 無防備な背後を守り、生命の緒をつなぎとめる護符として 
つけられている。 この総角結びは中央の結び目の形から 
「入型」と「人形」に分けられます。 
 日本武具には「人形」を使い、部屋や調度品の装飾には入型が使われる。 



  ハレ・ケ 穢 禊・祓     タマ・モノ  殯（モガリ）  鎮魂 魂振 （招魂 みたまふり） 
 

 「神産巣日神」について   古事記の中には、古代生活における 「循環」信仰、思想 も描かれている。 
黄泉の国（死者の国）を訪問した伊邪那岐命（いざなぎのみこと）が死の穢れに触れ禊祓をした際に、悪霊はらいや、時、病気治療、道案内、食料、航海、漁労など十二の神が誕生し
たという記述。 そして、目耳鼻口陰尻から食物を出した大氣津比賣神を、須佐之男命（すさのお）が穢れとして殺した時に、神産巣日御祖命がそれら食物を 種とした記述がある。   

 つまり、「ハレ」は清浄性・神聖性、「ケ」は日常性・世俗性、そして「ケガレ」は不浄性だが、ケガレは稲の霊力であるケが枯れた状態、つまり「ケ枯れ＝ケガレ」であり、そのケガレを
回復するのがハレの神祭り、その結果、生活に必要な活力が誕生、再生されるといった 循環の信仰、思想である。 
 

 「ハレ」と「ケ」は、日本人の生活リズムを表現した言葉で、漢字で書く場合ハレには「晴」、ケには「褻」の字が当てられている。民俗学者・柳田國男（明治８年～昭和３７年）によって注
目され、 かつての日本人の生活にはハレとケの二つの時期があり、両者ははっきりと区別されていた、と主張。 「ハレ」とは、神社の祭礼や寺院の法会、正月・節句・お盆といった年
中行事、初宮参り・七五三・冠婚葬祭といった人生儀礼など、非日常的な行事が行われる時間や空間を指した。 そしてハレ以外の日常生活（普段の労働や休息の時間・空間）が
「ケ」であるとして、このハレとケとの循環リズムから日本の生活文化が分析できると唱えた。  
  非日常である「ハレ」の日は、単調な生活に変化とケジメをつける日であり、この日には人々の衣食住に大きな変化が表れ、例えば特別な日にのみ着用される「晴れ着」を着たり、
家や部屋には普段とは違う装飾を施したり、酒・米・魚・餅・団子・赤飯・肉・寿司といった日常生活では口にしない食物が供せられるなど、非日常的な世界が設定された。  
ハレの場における酒は、味を楽しむより、酔う事によって共同体を構成する人々が連帯感を深める事が目的であったとされる。 今日使われる「晴れ着」「晴れ姿」「晴れ舞台」などの言
葉は、いずれもハレの概念に基くものである。 一方、ケとは、日常生活そのものを指し、普段着を意味する「褻着」（けぎ）や日常食を意味する「褻稲」（けしね）などの民俗語彙から抽
出された概念といわれる。 柳田は、このハレとケの循環の中に稲作を基礎とする民族生活があった事を指摘、 江戸時代後半以降は飲酒、魚食や肉食が日常化し、人々の服装も色
鮮やかになっていくなど、ハレの日常化が進み、近代化と共にその両者の区別が曖昧になってきている事を指摘した。  
 

 古代の「死生観」において、「ケガレ」る 魂「タマ」は生霊であり、生霊が抜けた肉体が行く世界が「モノ」である。 縄文時代には屍を村外に遠ざけたことから、 「ケガレ」の意識が強く
表れている。弥生時代には、土器など死者への副葬品が後期にかけて増加する。そして、この副葬品は、古事記の葬儀に登場する「殯」に用いられたと考えられている。  
 「殯」とは、死の直後「タマ」はすぐには「モノ」の世界に行かず滞留すると考えられ、「鎮魂」の歌舞、辞で「魂振」れ をして屍に呼び戻し、死者と生者の「タマ」を結合する儀式である。  
「魂振」の意義は、弥生時代の祖霊信仰、飛鳥時代の皇祖信仰に基づく、地位と資産の継承にある。 臣下が 「誄」(るい しのびごと）すなわち忠誠・服従する様子、またその儀式の場
所として、飛鳥淨御原宮内の「御窟殿」（みむろでん）の存在が、 「魂振」と共に日本書紀の天武期に多く記録されている。 壬申の乱のあとの混乱鎮静への取組が伺われる。 
 

 「魂振」については、祭祀を司る物部氏の記事が明確である。以下、石上神宮での行事より  （同社には、鎮魂八神と大直日神（おおなびのかみ）を祀る天神社がある） 
饒速日命の御子様に宇摩志麻治命（うましまじのみこと）がおられました。宇摩志麻治命は、初代の天皇である神武天皇と皇后の聖寿の長久を祈られる時、天璽 
十種瑞宝を用いて鎮魂祭（みたまふりのみまつり）を斎行されました。これが鎮魂祭の初めとなったことが『先代旧事本紀』に記されています。この物部氏の鎮魂は、 
御魂を振動させる「御魂振り（みたまふり）」と「玉の緒」を結ぶことが中心です。 「玉の緒」とは玉を貫きとめる緒（ひも）のことで、玉（たま）と同音の「魂（たま）・命」 
を結び留めることを表しています。現在も、石上神宮では１１月２２日夜に 「鎮魂祭（ちんこんさい）」を、また節分前夜に 「玉の緒祭（たまのおさい）」を斎行しています。 
 
   
  
  

「 古事記 原文 」  変体漢文  岩波古典文学大系本（訂正 古訓古事記）  近代デジタルライブラリー  国宝「真福寺本」照合済 
「伊邪那岐命  と伊邪那美命」 
（前略）是以伊邪那伎大神詔、吾者到於伊那志許米上志許米岐此九字以音。穢國而在祁理。此二字以音。故、吾者爲御身之禊而、到坐竺紫日向之橘小門之阿波岐 此三字以音。原而、禊祓也。  
故、於投棄御杖所成神名、衝立船戸神。次於投棄御帶所成神名、道之長乳齒神。次於投棄御囊所成神名、時量師神。次於投棄御衣所成神名、和豆良比能宇斯能神。此神名以音。次於投棄御褌所成神名、道俣神。
次於投棄御冠所成神名、飽咋之宇斯能神。自宇以下三字以音。次於投棄左御手之手纒所成神名、奧疎神。訓奧云於伎。下效此。訓疎云奢加留。下效此。次奧津那藝佐毘古神。自那以下五字以音。下效此。次奧
津甲斐辨羅神。自甲以下四字以音。下效此。次於投棄右御手之手纒所成神名、邊疎神。次邊津那藝佐毘古神。次邊津甲斐辨羅神。右件自船戸神以下、邊津甲斐辨羅神以前、十二神者、因脱著身之物、所生神也。 
於是詔之、上瀬者瀬速、下瀬者瀬弱而、初於中瀬墮迦豆伎而滌時、所成坐神名、八十禍津日神。訓禍云摩賀。下效此。次大禍津日神。此二神者、所到其穢繁國之時、因汚垢而所成神之者也。次爲直其禍而所成
神名、神直毘神。毘字以音。下效此。次大直毘神。次伊豆能賣神幷三神也。伊以下四字以音。次於水底滌時、所成神名、底津綿上津見神。次底筒之男命。於中滌時、所成神名、中津綿上津見神。次中筒之男命。
於水上滌時、所成神名、上津綿上津見神。訓上云宇閇。次上筒之男命。此三柱綿津見神者、阿曇連等之祖神以伊都久神也。伊以下三字以音。下效此。故、阿曇連等者、其綿津見神之子、宇都志日金拆命之子孫
也。宇都志三字以音。其底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命三柱神者、墨江之三前大神也。於是洗左御目時、所成神名、天照大御神。次洗右御目時、所成神名、月讀命。次洗御鼻時、所成神名、建速須佐之男
命。須佐二字以音。 
 

「天照大神  と須佐之男命」 
（前略）故爾各中置天安河而、宇氣布時、天照大御神、先乞度建速須佐之男命所佩十拳劒、打折三段而、奴那登母母由良邇、此八字以音。下效此。振滌天之眞名井而、佐賀美邇迦美而、自佐下六字以音。下效此。
於吹棄氣吹之狹霧所成神御名、多紀理毘賣命。此神名以音。亦御名、謂奧津嶋比賣命。次市寸嶋上比賣命。亦御名、謂狹依毘賣命。次多岐都比賣命。 
（中略）又食物乞大氣津比賣神。爾大氣都比賣、自鼻口及尻、種種味物取出而、種種作具而進時、速須佐之男命、立伺其態、爲穢汚而奉進、乃殺其大宜津比賣神。故、所殺神於身生物者、於頭生蠶、於二目生稻
種、於二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥、於尻生大豆。故是神產巢日御祖命、令取茲、成種。 
 

「葦原中國の平定」 天若日子の葬儀 
（前略）此時阿遲志貴高日子根神自阿下四字以音。到而、弔天若日子之喪時、自天降到、天若日子之父、亦其妻、皆哭云、我子者不死有祁理。此二字以音。下效此。我君者不死坐祁理云、取懸手足而哭悲也。其
過所以者、此二柱神之容姿、甚能相似。故是以過也。於是阿遲志貴高日子根神、大怒曰、我者愛友故弔來耳。何吾比穢死人云而、拔所御佩之十掬劒、切伏其喪屋、以足蹶離遣。此者在美濃國藍見河之河上、喪
山之者也。其持所切大刀名、謂大量、亦名謂神度劒。 
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「 古事記 原文 」  変体漢文  岩波古典文学大系本（訂正 古訓古事記）  近代デジタルライブラリー  国宝「真福寺本」照合済 
「別天神五柱～神世七代」  
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。訓高下天云阿麻。下效此。次高御產巢日神。次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。  

次國稚如浮脂而、久羅下那州多陀用幣流之時、流字以上十字以音。如葦牙因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神。此神名以音。次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱
身也。 上件五柱神者、別天神。 
 
「伊邪那岐命  と伊邪那美命」 
於是天神諸命以、詔伊邪那岐命、伊邪那美命、二柱神、修理固成是多陀用幣流之國、賜天沼矛而、言依賜也。故、二柱神立訓立云多多志。天浮橋而、指下其沼矛以畫者、鹽許々袁々呂々邇此七字以音。畫鳴訓
鳴云那志。而、引上時、自其矛末垂落之鹽累積、成嶋。是淤能碁呂嶋。自淤以下四字以音。 
  
於其嶋天降坐而、見立天之御柱、見立八尋殿。於是問其妹伊邪那美命曰、汝身者如何成。答曰吾身者、成成不成合處一處在。爾伊邪那岐命詔、我身者、成成而成餘處一處在。故以此吾身成餘處、刺塞汝身不成
合處而、以爲生成國土。生奈何。訓生云宇牟。下效此。伊邪那美命、答曰然善。爾伊邪那岐命詔、然者吾與汝行廻逢是天之御柱而、爲美斗能麻具波比。此七字以音。如此之期、乃詔、汝者自右廻逢、我者自左廻
逢。約竟廻時、伊邪那美命、先言阿那邇夜志愛上袁登古袁、此十字以音。下效此。後伊邪那岐命、言阿那邇夜志愛上袁登賣袁、各言竟之後、告其妹曰、女人先言不良。雖然久美度邇此四字以音。興而生子、水
蛭子。此子者入葦船而流去。次生淡嶋。是亦不入子之例。 
 
「天照大神と須佐之男命」 
又食物乞大氣津比賣神。爾大氣都比賣、自鼻口及尻、種種味物取出而、種種作具而進時、速須佐之男命、立伺其態、爲穢汚而奉進、乃殺其大宜津比賣神。故、所殺神於身生物者、於頭生蠶、於二目生稻種、於
二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥、於尻生大豆。故是神產巢日御祖命、令取茲、成種。 

「大國主神」 
於是八上比賣、答八十神言、吾者不聞汝等之言。將嫁大穴牟遲神。故爾八十神怒、欲殺大穴牟遲神、共議而、至伯伎國之手間山本云、赤猪在此山。故、和禮此二字以音。共追下者、汝待取。若不待取者、必將殺
汝云而、以火燒似猪大石而轉落。爾追下取時、卽於其石所燒著而死。爾其御祖命、哭患而、參上于天、請神產巢日之命時、乃遣𧏛貝比賣與蛤貝比賣、令作活。爾𧏛貝比賣岐佐宜此三字以音。集而、蛤貝比賣持

人而、塗母乳汁者、成麗壯夫訓壯夫云袁等古。而出遊行。 

  我が国の文化源流を古代にもとめる時、その手掛かりは縄文、弥生時代の遺跡や出土品、そして文書、伝承古き神社となる。  
文書の手掛かり、「古事記」「日本書紀」などの研究は、特に江戸時代の国学者から活況となり、幕末から明治、そして昭和以降の 
天皇尊厳の変遷を経て、現在に至っている。その間、明治維新後の廃仏棄釈や民間信仰禁止政策、第二次世界大戦後のGHQ 
神道指令による「国家神道廃止」など、神仏信仰環境は安寧ではなかった。 しかし、長い武家政権の末期に起こった国学、その後の神仏混乱を経て続く「記紀研究」は、我が国古代
信仰の中に、日本人、日本文化の源流を求める 同じような心情であろう。 京都、奈良などへの社寺参拝、浄土教はじめ仏教信仰、歴史的文化財への憧憬、祭りや、しきたり、風習は、
なぜ行われるのか。単純に他動的習慣ではない、隠れた特性がそこに存在するはずだ。 
  「古事記」には、元明天皇期７１２年、太安万侶より撰上された当時の、皇族、氏族の政治的脚色がある。 しかしまた、政治的にしろ、彼らの系譜が関係する様々な神の立場や性
格、また、大和・出雲など実際の国土地名が登場する部分に特徴があり、信仰文化の特性や史実が潜んでいる。 そして、神々には、祀る神、祀るとともに祀られる神、祀られるだけの
神、祀りを要求する祟りの神という性格の違いがあるとされ、天照大御神、大国主たちは、祀るとともに祀られる神である。なぜなら「葦原中国の平定」において、高御産巣日神は常に
天照大御神に共に、「日本書紀」では高御産巣日神が単独で派遣する神を命じており、「神武東征」でも同様である。 稻羽（因幡）兎救出で、八十神に殺された大穴牟遲神（大国主）を
蘇らしたり、少名毘古那神とともに葦原中国を作堅其國と命じたのは、神産巣日神である。 つまり、「高御産巣日神」や「神産巣日神」は、天照大御神や大国主が祀る神々である。  
そして、古事記神代記において、天地初發之時、於高天原で、初めに誕生（存在）したのは「天之御中主神」であり、次にその二柱「巣日神」が誕生した。 また、祀られるだけの神は、
山神、川海神など、 祟りの神は、御諸山上神（美和之大物主神）となる。 では、古事記が語る、その初めに誕生し祀りの頂天にある 「天之御中主神」とは何か？ どんな信仰、思想
が表現されているのだろうか？  どの様に解釈すれば古代の精神を理解できるだろうか？ 

日本文化の特性   基本原理 の 体系 

和合 と 創造 

「 天之御中主神 」 とは 何か？    （ 道教の影響を前提として ) 
 それは、自然の法則・力 と考えます。 なぜなら、そのあとに誕生した「高御産巣日神」は別名「高木神」、神の依り
ます神籬（神体木）、天地を繋ぐもの 出雲大社、伊勢神宮の心御柱に表現される。 そして、「神産巣日神」 は、須佐
之男命が殺した大氣都比賣から穀物の種を生み、また大国主を 蘇らせる 循環再生 を表す。 この神代再生は、世
代・時間の継承を表現している。 
  つまり、その頂天に語られる「天之御中主神」は、「場所」と「時間」 の概念で、それぞれ「高御産巣日神」と「神産
巣日神」とに繋がる、「自然の源、原理」であり、「法則・力」と考えます。 
 

  三神は、日本文化の特性として今回仮説した原理を構成する基本要素であり、「天之御中主神」と、天津神系「高
御産巣日神」と 国津神系「神産巣日神」が、ほぼ同時に誕生することに、異なる信仰文化の「和合」の思想が伺われ
る。 また「産巣」の名を持つ二神は「創造」の象徴でもある。  創造されたモノは、人々に「現世利益」をもたらし、神
信仰、祭祀の理由となる。 
この神を祀る「彌久賀神社」は出雲大社南方 延長五年（927年）『延喜式神名帳』 神門郷の筆頭。 

自然 の 法則 ・ 力 

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 

 03 けまん結び  keman musubi 
男女相愛の契り 仏の力による衆生幸福 
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自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 の 法則 ・ 力 

祖霊・皇祖霊信仰 
穢れ 禊ぎ・祓え 
タマ・モノ 
氏族・家 
現世と来世 
輪廻転生 無常 
繋がるモノ 
 木 鳥  
 使いのケモノ 
 呪文 お告   
 言葉 歌謡 踊り 
物数奇 家元 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

ケ 日常 
 

実用・効率 
 

作法・型 
 

技術・精緻  写実 
 

極地・究極・わざ 
 

やまとごころ 

怨霊・地獄 排他・排斥 
村・族 
 

統制排除 
一揆 

負の反応 

諸道 芸事 職人 

神仏習合 複合様式 阿弥陀・浄土信仰 薬師・観音信仰  

和合 と 創造 

  原理を仮説し、信仰・文化の歴史を辿ると、その過程で産霊二神、すなわち「循環的なもの」 
神産巣日神と、「現利的なもの」高御産巣日神 の違いと、その間の「均衡作用」があることに気付く。 日本文化の特性  

基本原理の体系 

修業至悟 仏性自覚 巨木信仰   平等思想 ・ 慈悲 

「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。 

             
        原生・有儘 
           （ありのまま） 
 

        単純・簡素 
 

調和・精美   幽玄・隠棲・さび 
 

折衷・習合 
 

合議・寄合 ・座 ・講 
 

    市中の山居（草庵）   

神産巣日神 
カミムスヒ 

 仏教では、阿弥陀如来に対する薬師如来や観音菩薩。 また、天台智顗 の「三諦円融 」空仮中
の均衡は、それを受け入れることで浄土信仰や禅・日蓮誕生の土壌となった。 
闘争する武家に対して、静寂なる茶道や禅。 茶道では日常に対する非日常を均衡させた作用。 
絵画では花鳥画に対する水墨画で均衡した。 
 その均衡をもたらした源が自然の法則・力であり、和合的な現象として現れたと考える。  
その代表、「神仏習合」は、戦う神 と 鎮魂の仏 であった。 
 

 古事記、古代から中世まで日本文化の原理を仮説・検証したが、改めて逆に「均衡」を意識して古
事記をふりかえると、産霊二神の中間として「天之御中主神」、また天照大御神と建速須佐之男命
の間の 「月読命」 がその作用で共通していることに気がつく。 両者は同時に誕生した活動的な他
の二者の間で、無作為な力・作用である「均衡」を象徴しているのではないか。  
「天之御中主神」と 「月読命」は、いずれも天津神・国津神ではなく、ただ存在を記されている。 
 

  「天之御中主神 」 の意味、 それは、自然の法則・力 と考えた。 
なぜなら、そのあとに誕生した「高御産巣日神」は別名「高木神」、神の依ります神籬（神体木）、天
地を繋ぐもの 出雲大社、伊勢神宮の心御柱に表現される。 そして、「神産巣日神」 は、須佐之男
命が殺した大氣都比賣から穀物の種を生み、また大国主を 蘇らせる 循環再生 を表す。 この神代
再生は、世代・時間の継承を表現している。  つまり、その頂天に語られる「天之御中主神」は、
「場所」と「時間」 の概念で、それぞれ「高御産巣日神」と「神産巣日神」とに繋がる、「自然の源、原
理」であり、「法則・力」と考えた。 その解釈は誤りではないが、その「自然の法則・力」がもたらした
具体的な力、すなわち「均衡作用」とも言える。  
 

 とすれば古事記の「月読命」の意味は何か？ その神も同じ作用をもたらし、国譲りを演出したと
考える。 天照大御神に象徴される「太陽」と建速須佐之男命の「大地」、昼間の太陽は大地を熱っ
する。  しかし、特に晴れた夜には、放射冷却で大地は逆によく冷える。 太陽と大地の熱循環
（交流）作用が高まっている状態だ。 その晴れた夜には 「月」がよく見える。 太陽と大地の好循環
は月の作用と考えたに違いない。自然に敏感で稲作など農耕が主な生活では、ごく自然な発想、信
仰と考える。 
 「国譲り」の主体は大国主とその代理者や天照大御神に派遣された者たちだが、その前に月読命
を登場させた意味は、「国譲り」の予言、伏線であろう。二者択一ではなく二者均衡の支点と考える。 
その存在は、いわゆる二極の「間」と表現したら理解しやすいかもしれない。 
 

  自然の法則・力から誕生した和合の神格が、産霊二神を均衡させる「天之御中主神」であり、
「月読命」である。では、その神話の基本思想は誰のものか？ 記紀編纂を勅命した人、武力で皇
位についた天武天皇は語りずらい。 最終的な編集者、藤原不比等にとっては、祖神の活躍が最
重要であった。その思想の草案者は、やはり「和合」の思想家、聖徳太子と考える。古事記の神話
部分などは国記を反映しただろう、そして十七条憲法とは、均衡させる作用、和合思想で結びつく。  
その仮定だと、聖徳太子以前に鏡威信が天照大御神の様な固有名詞で信仰化していたことになる。 
 

 日本書紀は、推古28（620）年 推古天皇、聖徳太子による歴史書、「天皇記」「国記」「臣・連・伴

造・国造百八十部等の本記」が編纂されたと記す。 それら書物は、645年（皇極5年）乙巳の変の際
に、蘇我蝦夷の家とともに燃やされ、「国記」のみが焼ける前に取り出されて残ったと記録される。 
「国記」編纂の約100年後、７１2年 「古事記」が、720年には「日本書紀」が撰上された。 
 京都の月読神社は、顕宗３（487）年、阿閉臣事代(あへのおみことしろ)が朝鮮任那渡航の際、壱
岐から分霊した元来は海神。現在は秦氏松尾大社の摂社、その境内に 聖徳太子を祀る社がある。
月読神社によると、太子は月読神を崇敬したとされる。 ここに祀られていることがその証である。 
 

天之御中主神 
アメノミナカヌシ 

高御産巣日神 
タカミムスヒ 

建速須佐之男命 
スサノオ 

月読命 
ツクヨミ 

天照大御神 
アマテラス 

時間、再生継承 場所、指導継承 

母子関係 父子関係 

 ハレ 非日常 

均衡作用 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

「むすぶ」  信仰・思想 

 04 修多羅結び shutara musubi 
 05 封じ結び   fuji musubi 
 06 大輪結び  tairin musubi 
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