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京都の歴史、信仰は山々から始まりました。 北白川や上賀茂など山麓の縄文遺跡や、その上賀茂神社の神山、松尾大社の大杉谷、伏見稲荷大社の
稲荷山など、山や磐座（巨石）への信仰があります。今日、神道と呼ばれる信仰は、京都では、そのように起源します。 ではその神社や神道とは何でしょうか？

その山々へ、やがて僧侶たちが入り観音菩薩を主に祀って修行しました。京都市内の周りの山々では、奈良時代創建の由緒ある寺院が長い歴史を伝えています。
では、なぜ彼らは観音菩薩を祀ったのでしょうか？
西国三十三か所霊場や京都市中の観音菩薩は、平安時代から今日まで、多くの人々の信仰を集めています。
では、その観音菩薩とはなんでしょうか？ 観音菩薩のもととなる仏教とはなんでしょうか？ このような疑問、興味を持たれる方々が、近年、増えてきました。

『京都学』は、身近な事柄だけども、知らなかった、分からなかった歴史を楽しく学ぶことです。 それら疑問の解決は、日本文化の理解にも役立ちます。
『京都学』では、もちろん、基本的な京都の歴史について解説しますが、その中にも、あなたの知らない京都がまだまだあるはずです。

さきほどの神道や仏教は、普段、なじみのない世界かもしれません。
しかし、簡単な部分だけでもわかると、神社やお寺に参拝されるとき、そこに祀られる神様や仏様など様々なことについて、より感慨深く、味わうことができます。

例えば、松尾大社には大山咋神（おおやまくいのかみ）と市杵島姫命（いちきしまひめのみこと） が祀られています。

事例として、その大山咋神について簡単にご紹介します。

大山咋神は『古事記』の大国主神の話の中で、「またの名を山末之大主神、この神は近淡海国の日枝の山に坐し、また葛野の松尾に坐して、鳴鏑（なりかぶら）を
用つ神」と記されています。 大国主神は、ご存じの出雲大社の神様です。 大山咋神はその大国主神の子孫で、「山の神」として登場します。

まず 「近淡海国の日枝の山」とは、滋賀県の日吉大社のことで、もちろん今でもその東本宮に大山咋神が祀られています。そして、東本宮の背後にある牛尾山の
山頂には、巨大な磐座が祀られており、松尾大社と同じく「山の祭祀」 であることがわかります。 そして、それだけではなく、古代より二つの神社の間に人々の交

流があったこともわかります。 松尾大社の社紋は「二葉葵」です。 日吉大社の社紋も「二葉葵」で、山王祭は葵祭とも呼ばれます。 もちろん上賀茂神社・下
鴨神社も「二葉葵」ですね。 それらが同じことにも理由があります。 そしてそれらを繋ぐものが、川、滝、つまり水です。

ところで、そこに暮らした人々は、なぜ山を信仰したのでしょうか？ 松尾大社の市杵島姫命（いちきしまひめのみこと）とは誰でしょうか？なぜ、松尾大社に祀られ
ているのでしょうか？ 市杵島姫命も『古事記』に登場し、九州の宗像大社や、京都では松尾大社以外に、京都御苑の宗像神社などでも祀られています。

出雲大社の大国主神は、『古事記』でスサノオの子孫とされています。つまり大山咋神は彼らの子孫となります。 そしてスサノオと兄弟とされる神がアマテラスで
すが、なぜアマテラスは伊勢神宮に祀られているのでしょうか？ このように『京都学』は、京都や近隣だけではなく日本全体の歴史、神道とも深く関連します。

滋賀県の日吉大社を話題にしたのには、理由があります。 平安時代から現代まで京都を中心に様々な仏教宗派の母体となった延暦寺と関係するからです。

平安時代の初めに延暦寺を創建した人が最澄です。 最澄はその日吉大社の門前で誕生し、奈良時代の末に、さきほどの「山の祭祀」である日吉大社の牛尾山
の、さらに背後にある高い山に入って修行しました。 それが比叡山です。

今、比叡山延暦寺の本尊は、薬師如来ですが、その元となる「一乗止観院」創建当初からある「山王院」に観音菩薩が祀られていました。 現在、その観音菩薩は、
重要文化財として、延暦寺の国宝殿に安置されています。「千手観音立像 平安時代（九世紀）」 そして、「山王」の名称は、先ほどの日吉大社の山王祭や、
特徴的な山王鳥居と繋がるわけです。 つまり、冒頭にふれましたように、延暦寺も、他の山岳寺院と同じように観音菩薩を祀っていたわけです。

最澄は、法華経を重んじました。 そもそも最澄が伝えた天台宗は、中国天台山で智顗（ちぎ）が創立した仏教の教学体系を奉ずる中国・朝鮮・日本を通じての代
表的な一宗です。 我が国では平安仏教の中枢となり、京都や日本文化に多大な影響を与えました。 その中国天台宗の中心的な経典は法華経であり、観音菩
薩は、その法華経の中に登場するのです。 さきほどの最澄が始めて比叡山で作った草庵 「一乗止観院」の一乗は、法華経に由来します。

では、その法華経とはどのようなものでしょうか？実は法華経と日本は関係が深く、平安時代より遡ること約２００年、聖徳太子から関係します。そして鎌倉時代に、
日蓮によって開宗された日蓮宗は法華経を信仰し、室町時代の京都の民衆（町衆）の強い支援を受けたため、今でも多くの寺院が京都市中心に残っています。

「京都検定」の学習は、京都の基礎的な知識、情報にあたりますが、『京都学』は、その知識だけではなく、背景にある歴史、因果関係を理解することです。

『京都学』による理解は、「京都検定」の学習にも有効です。 例えば、浄土宗や浄土真宗では、多くの本尊が阿弥陀如来であり、空海が開宗した真言宗の寺院で
祀られる大日如来を本尊とすることはありません。 つまり、お寺の本尊や、仏教絵画、名称や所在地までも、何らかの歴史的な理由があるわけです。

そのことを知る探求が、つまり『京都学』です。 では、その浄土信仰は、いつから、なぜ我が国、京都で盛んになったのでしょうか？ そして仏教を受け入れ、京都
を中心に、世界的にも珍しく多様で、しかも長期に定着した理由はなんでしょうか？ 神道との関係は？ 答えは『京都学』にあります。 お楽しみに
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主たる参考・引用書籍 ( 著者 敬称略）
左記に加えて、信仰思想文化関連として、特に参考とした書物
「日本人のこころ」「「とも生み」の思想」 上田正昭
「神と仏の古代史」 「日本神話」他
「古代の日本と渡来の文化」 同氏 古稀記念 論文集
「日本の文化」 村井康彦
「日本宗教文化の構造と祖型」 山折哲雄
「こころの日本文化史」 中西 進
「日本とは何か」 網野善彦
「神仏習合」 義江彰夫
「花鳥風月の科学」 松岡正剛
「雪月花の心」 栗田 勇
「日本文化を探る」 小松左京、黒川紀章
「日本人の心と建築の歴史」 上田 篤
「日本建築史」 藤田勝也、古賀秀策
「空也上人の研究」 石井義長
「禅と日本文化」 「日本的霊性」 鈴木大拙
「茶の文化史」 村井康彦
「茶の精神」 千 玄室
「日本史論聚」「歌舞伎以前」他 林屋辰三郎
「思想史」 石井一良
「日本人はどこから来たか」 樋口隆康
「日本倫理思想史」 他 和辻哲郎
「日本文化総合年表」 岩波書店

その他、論中に引用させていただいた諸先生 （順不同 敬称略 著書名は論中に掲載）
高田良信、石田一良、佐々木閑、尾関宗園、玄侑宗久、竹内信夫
田中典彦、田中恆清、松下幸之助（ＰＨＰ）

主たる現地調査撮影・ヒヤリング・教授
月輪寺、神護寺、愛宕神社、高鴨神社、上賀茂神社、下鴨神社、石清水八幡宮
籠神社、大神神社、石上神宮、出雲大社、出雲大神宮、松尾大社、護王神社
金蔵寺、法住寺、恵心院、平等院、醍醐寺、聖護院門跡、妙顕寺、本法寺
法厳寺、清水寺、貴船神社、鞍馬寺、二尊院、本願寺、仏光寺、法然院
東寺、大覚寺、泉涌寺、智積院、建仁寺、南禅寺、大徳寺、妙心寺、天龍寺
日吉大社、延暦寺、浄瑠璃寺、海住山寺、伊勢神宮、飛鳥坐神社、聖林寺
住吉大社、大宰府 観世音寺、宗像大社、霧島神社、興福寺、春日大社
法隆寺、四天王寺、堺市博物館（古墳情報）、往生院（泉南）、孝恩寺（貝塚）
京都市歴史資料館、京都府立総合資料館、京都国立博物館、奈良国立博物館
「歴史学」 諸先生 京都新聞出版センター、国際日本文化研究センター 平安神宮宮司（藤裔会）

主たる参考・引用書籍 ( 著者 敬称略）

「風土」 和辻哲郎
「日本の古代文化」 林屋辰三郎
「古代日本と古墳文化」 森浩一
「日本文化史」 家永三郎
「街道をゆく」シリーズ 他 司馬遼太郎
「空海の風景」他
「三教指帰」 他 空海
「古代幻視」 梅原猛
「神々の流竄」 「海人と天皇」
「仏教の思想」 「葬られた王朝」
「古事記・日本書紀」 解説書籍
「研究最前線 邪馬台国」 石野博信 他
「出雲と大和」 村井康彦
「古代出雲文化展」 上田正昭 他
「出雲大神宮史」
「日本古代国家成立史の研究」 上田正昭
「ヤマト政権誕生と大丹波王国」 伴とし子
「元伊勢の秘宝と国宝海部氏系図」 籠神社
「三輪山と古代史」 石野博信・森浩一 他
「原始仏教」他 中村元
「京都の歴史」全１０巻 林屋辰三郎 編
「京都」 林屋辰三郎
「平安京年代記」 他 村井康彦
「京都の歴史を足元からさぐる」 森浩一
「京都の美術史」 赤井達郎
「京の美術と芸能」
「古代の日本と渡来人」 井上満朗
「京都 よみがえる古代」
「京都発見」シリーズ 梅原猛
「京都の歴史」シリーズ 佛教大学編集
「古寺めぐりの仏教常識」 浄瑠璃寺 佐伯快勝
「十一面観音巡礼」 白州正子
「月輪寺の仏たち」 佛教大学 八木透
「京都愛宕研究会調査資料集Ⅰ」 京都愛宕研究会
その他 社寺文献 古文書、仏教経典、古地図・他
都名所図会、山州名跡誌、月輪寺略縁起

データ検索・引用 国史大辞典、歴史地名体系など辞典データベース
京都の歴史、国際日本文化研究センター、早稲田大学、佛教大学など

編集基礎データ と アプリケーション
歴史文化 ネットリンク年表 （エクセルハイパーリンク対応）
文化分野別 社寺創建・人物・出来事 時代考証照合

仏教 東アジア教義変遷図 （同上）

編集基礎データ と 関連製作 アプリケーション
地図マーキング照合 （グーグルカスタム）
寺院パンフレット製作 （フォトショップ・イラストレーター） DTP連携・印刷 京都 （株）からふね屋
情報提供用ウェブサイト （JIMDO）
最終編集 （パワーポイント） メール配布 （ ＰＤＦ ）
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「日本文化の原理」 に ついて
日本の「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である。
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』では、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が交渉し 「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。
これらが、「カミ」として描いた古代の感覚である。

『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。

なお、「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

古代的感覚として

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。

本論主旨 「日本人のこころ」 の源流 「日本文化の原理」とは？

The  Japan code 
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）

黄泉国
死後

日本文化の原理

盧舎那仏 大日如来

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

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）

現世 と あの世

現利的概念（場所）

ここ と 海、山

現世（こちら ここ）

古代的 感覚

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

継承性 習合性

産日（ムスヒ）の信仰

自然への恩恵・畏怖
樹木・狩猟の地
雷・災害の地

彼方の（常世）国
空・天 海・山

薬師・観音信仰阿弥陀・浄土信仰

鎮魂・供養 戦神

4



5日本文化の 原理 特性と 循環

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

合理・現実主義的 受容

自然 の 法則 ・ 力

祖霊信仰
禊ぎ・祓え
タマ・モノ ハレ 非日常
氏族・家
現世と来世
輪廻転生 無常 はかなし
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

マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

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・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

渡来文化

負の反応

制度
信仰

習慣
風習
色彩
造形
技術
装飾

価値観の
フィルター

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 創造絵画
浮世絵

工芸
物語文学

工業製品

日本の特徴的 循環原理

歴史的な出来事、思想と宗教、制度、祭祀と芸能、文字、建築、絵画や諸道 など あらゆる歴史は 因果関係を持つ、しかし因に対する果は様々であり、その国、人々の特性が現れる。
我が国でも、無数の因果の結果、現在があり、また、未来も同様である。 今回、その因果の基本原理を、仮説提示する。 日本文化の特性を知り、源流を探ることは、日本国家や自己
認識と、とかく理解されにくいと思われている外国人への明快な説明、そして国際社会の中における日本の未来にとって「何が重要か」を知る 手掛かり となるはずである。

先人諸先生の研究成果を手掛かりに、改めて日本の思想文化史を通観すると、特性の体系と、歴史に循環法則があることに気づく。また、その循環の繰返により、進化と主体の拡大
を遂げてきたと考える。 その法則とは？ 縄文から弥生時代の 自然を根本とした思想、つまり「循環和合現利（現世利益）思想」を軸 とし、そしてそこから様々な「創造」を誕生させる

法則を仮説する。また時間軸では、「混乱、文化の渡来、そして和合と創造」の並びとなる循環原理が存在する。基本原理の体系 と そこから発生した 特徴的語彙 事例 を下図に纏めた。
この説が、一般の方々にとってこの分野の専門書を読む動機となり、また理解補助となれば僭越幸いである。論拠となる文化・思想の分析、循環の検証は後述、歴史に沿って解説する。

ではなぜ、この様な文化的特性と循環が発祥したのか？ この国の地理的環境にその理由があると考える。 大陸、半島から小規模な海洋、海峡で隔たり、また暖寒流の合流がある
ことは多様で周期変化な気候と海流、そして生態系と農耕環境、防御の環境をもたらす。結果、その住民には、独立した食生活と、断続的な近隣文化の渡来、そして征服には困難な状
況を与える。重要なことは、受け入れた文化を、基本原理（精神）と照らし、取捨選択、変化・習合・特化させる、遠隔環境と期間的余裕があることと考える。 世界の大半の国々とは多少
とも違う環境である。またなぜ、様々な性格の人々がいるのに特性的循環が成立するのか？ 答えは一人ひとりの人間にある。人間も様々な思考、感情、環境が一人の特性を形成して
いる。国家・人民も同様である。国家文化の特性は、一人の人生よりはるかに長永な自然・社会的環境が影響し、深層に蓄積、形成される。そして、そこに暮らす人々の思想、歴史文化
として 顕在化するものと考える。なぜこのような仮説提起が必要か？日本人としての自覚、近年のエネルギー問題、東アジア和平、日本の将来に向け、検証しておくべき事柄と考える。

文化の渡来

（ 夷狄 ）

和合と

創造

混乱

日本文化の特性 基本原理 の 体系

マレビト
尊重

修業至悟 仏性自覚

常世
海・山

現世

巨木信仰 平等思想 ・ 慈悲

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。

「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。

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）

循環思想 とは
魂などへの継承再生信仰を原点
とした 祖霊信仰、原点重視主義
天皇尊厳 や 伝統重視
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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

日本文化の 原理 日本語の文字 【原理による体系化】 「真」「片」「仮」

柔和

予告



循環思想 現利思想和合思想

根本思想自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然 恩恵
天候・天災

怨霊・祟り・地獄 排他・排斥 村・族 統制排除 一揆負の反応

和合 と 創造

日本文化の特性 基本原理 の 体系より

自然神 （山・海・水）

祖霊信仰 （先祖が自然神）
首長霊信仰 （特定の先祖神）

精霊信仰

田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

仏教
輪廻 概念
悟り 成仏

放生会

海神 （ 宗像神・住吉神 ）

山神 （ 大山咋神 など ）

７２０年
隼人の乱

人神 （天満宮）

平安時代

平安京では、寺院建立は制限された。
不慮の死者 怨霊鎮魂の神社、禊祓で無病息災を願う祭りが発祥。
菅原道真の怨霊鎮魂には、多数の神を許す神社が適した。
御霊神社、天満宮など、怨霊鎮魂は神社で公となる。

鎮魂 鎮護・護国

神の役割
比重変遷

戦神 （宇佐八幡神）
↓

武神 （石清水八幡神）

仏の役割

薬師如来
観音菩薩

現利仏の役割
阿弥陀如来

神仏習合 役割分担 神の役割

御霊会

神の役割 鎮魂
浄土

疫神

自然共生・原生思想

「循環思想」は、殯（モガリ） 魂振 鎮魂の儀式に残る。
その深層度は、神社建築や放生会、御霊会、怨霊への恐れ、行事、仏壇に出現する。
モノへの霊性は、唐物から和物など中世の「物数奇」に繋がる。
魂の「循環」、「継承」と「根本（原点）」への崇敬に繋がり、皇統・貴族・家系や、工芸・芸
道など伝統文化への高い価値感を生む。

「和合思想」については、重要であり、多くの事例、仮説を提示した。
漁撈から出雲文化の継承は、銅鐸の編み紋様や、大社の亀甲紋に残る。
出雲と神武天皇の名の勢力交渉は、「国譲り」として その状況を詳しく語られている。
現代に残る多くの出雲祭神の神社が、その交渉の結果、和合を裏付ける。
出雲系姫たち母系や「天照國照彦天火明命」の名にも、その手掛かりを探した。
鏡勢力は、神武天皇と崇神天皇を、内行花紋鏡と画紋帯神獣鏡に仮説比定し、その鏡
の合祀埋葬に和合を見た。伊勢神宮の構成、天照大御神と豊受大御神も同様である。

「現利思想」で、神への願い、信仰の変遷を追った。
農耕・漁撈・狩猟に関わる神、田の神、そして祭司、支配のための神、朝鮮半島や反

倭勢力に対抗し、争乱から誕生した神が、宇佐の八幡神。
戦いの神への変遷・拡大である。その戦う神が誕生した時、神の概念は、自然世界を前
提とする古代の精神から、徐々に現実的、具体的な役割に移行した。

以上が、我が国、古代生活から誕生した「神」への信仰である。
同時にそれは、日本文化の基礎部分でもある。
仮説「日本文化の特性 基本原理」が、歴史とともに徐々に骨格されてきた時代である。

このあと、古墳時代、仏教・儒教の公伝以降の歴史となる。
基本原理と整合しながら、人々の願いに応じて神仏儒教が役割分担していく。
そして「和合と創造」の産物 が 誕生する。

仮説「日本文化の特性 基本原理」を、縄文、弥生から古墳時代までの歴史を辿りながら、成立過程とその傾向をみてきた。 以下、簡単に整理する。

古代日本で、自然は、狩猟の山麓、稲作の水など、現実の生活に「恩恵・現世利益」をもたらし、一方では猛威を振るう「畏怖」の対象となった。そこに魂を感じ、木、草、山、川、岩、嵐、雷などを対
象に「自然信仰、自然の法則・力」を感じた。 その価値観が 古事記で神々の有り様に描かれている。「神山」、「神奈備 磐座」 などの存在も、その地域の「現世利益」を願う「自然信仰」の証である。

その信仰の発祥理由を、「国土の立地・地形」と「気候」、そこからもたらされる 「自然環境」 にあると考えた。
「列島を取り巻く環境がもたらす山からの恩恵」である。 暖流が温暖と、豊富な雨量をもたらし、森林を育む。そして山の水が川となり下流に集まる。 その水は森が生んだ栄養含み、川や沿岸を、
貝や魚の良き生き場とする。 縄文時代においては、その多くの河川、山麓環境で採種・漁撈を分かち合った。 それは、気候が一定の範囲で定まると、安定かつ豊富な自然を循環させるからである。
西欧と比較し明らかに生活環境は異なる。 大陸から離れている列島は、その中でも多様な気候と、断続的な人々や文化の渡来、防御の役割となる。

縄文から弥生時代への移行では、漁撈を共通に、採集に水稲稲作が加わり、次第に稲作が主となる。 ここでも大きな混乱はなかったと考える。 もともと陸稲の生産効率を改善する水稲であり、
先住者の狩猟、漁撈とは棲み分けられた土地活用だからである。 漁撈技術にも好影響があったに違いない。 また、山、森林からの恩恵を共通、つまり価値観も異ならないからである。
同じ価値観は、信仰を違えず、自然の循環サイクルの中で「和合」した。 その前提条件は、自然への 感謝と畏怖 である。 「穢れ 禊ぎ・祓え」などの清浄心も自然信仰によると考える。

その自然循環は、天地の柱、生死の「循環思想」をもたらした。 のちの仏教伝来 「彼岸と此岸」「浄土信仰」 が、我が国で根付いた理由でもある。
信仰の遺跡 天と繋ぐ柱、魂の再生思考は、環状列石（ストーンサークル）環状土籬（周提墓）環状木柱列（ウッドサークル） 古事記 「 伊邪那岐命と伊邪那美命」の 於其嶋天降坐而、見立天之御
柱、見立八尋殿 「円＋柱」「村・大地」そして「山」「神奈備山」へと広がったのではないか。 諏訪大社の御柱祭 出雲大社の心御柱、伊勢神宮心御柱はそんな縄文祭祀の名残りである。

土偶埋葬も再生信仰の表れと考える。 死産児の遺骨を、住居近辺のトイレや玄関など、女性がよくまたぐ場所に埋葬して再生を願う、近年まで残った風習である。
四季を持つ「日本の森」があって初めて生まれた言葉、自然の音を捉えた擬音、日本特有の「擬態語・擬音語・擬声語」、「言霊（ことだま）」という思想がある。 日本では「モノ」という言葉に、物質以外
の要素を詰め込んできた。「物思い・物語・物静か・物の怪・物のあわれ・物忌み…」と、物質以外のモノは多い。 その一方でモノづくりの場においても、モノに魂を吹き込むという日本人の特性に、
「マナ」という（モノに霊性を認める）心根の継承がある。 語源的に見ても「マナ」と「モノ」とは共通性がある。 交易にあたる人たちを、マレビト（稀れ人）＝まろうど（客人）と呼び、手厚くもてなした。
「渡来文化」への高い価値観、憧憬になる。
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マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

日本文化の原理 自然との自然（じねん）なる調和 「神 の思想」形成 予告



Foundation of Kyoto culture
Principle & Origin of Japanese culture 

平安京以前

<   古墳から寺院へ >



古墳時代

（250–592）

後期 6世紀の前半 西日本の古墳に横穴式石室が盛ん。 関東地方にも横穴石室を持つ古墳が現れ、北部
九州では石人・石馬が急速に衰退。 古墳時代後期の大王陵 今城塚古墳（大阪府高槻市、真の継体陵、） 河
内大塚山古墳 （大阪市松原市） 前方後円墳 最終段階大王陵 見瀬丸山古墳（欽明陵推定、橿原市）
敏達陵古墳 （大王陵最後の前方後円墳）
6世紀後半になり九州北部で装飾古墳が盛行。埴輪が畿内で衰退、関東で盛行。
西日本で群集墳が盛ん。
終末期 全国的に6世紀の末までに前方後円墳が造られなくなり、畿内でも方墳や
円墳がしばらくの間築造されていた時期を古墳時代の終末期と呼んでいる。
・千葉県 大堤権現塚古墳（大堤古墳群、終末期最大の前方後円墳）

浅間山古墳（龍角寺古墳群、最後の前方後円墳）
龍角寺岩屋古墳（龍角寺古墳群、終末期最大の方墳）
駄ノ塚古墳（板附古墳群、方墳）

・大阪府南河内郡太子町磯長谷古墳群 春日向山古墳（現用明天皇陵、方墳）
山田高塚古墳（現推古天皇陵、方墳）

石舞台古墳（奈良県高市郡明日香村島庄、蘇我馬子墓推定、方墳、横穴式石室）
山室姫塚古墳（千葉県山武市松尾町山室、大塚古墳群、円墳）
牧野古墳（奈良県北葛城郡広陵町、押坂彦人大兄皇子の墓である可能性が高い、円墳） ムネサカ1号墳（奈良
県桜井市、中臣氏一族、円墳）峯塚古墳（奈良県天理市、物部氏一族、円墳） ７００年頃高松塚古墳 キトラ古墳

古墳時代 （250–592） 約３５０年

外来文化の独自化 顕著なる遺構 変遷の理由
日本史全体では、古墳時代は約３５０年間。

中国では、唐・宋・明・清と約１３００年間、朝鮮半島でも同様で、比較
すると、我が先祖の古墳文化時代は短期である。

しかし、その形状多様性、また世界最大の墓域面積 「大仙陵」（５
世紀前半）など、大規模を特徴とする。 また、末期では他国に無い
「巨石型 横穴式石室」採用に至る。

渡来の文化・風習を取入れつつ、独自の発展を遂げた
我が国の文化的表現が、堂々と１６００年、今も存在する。
応神天皇後、王朝が、西・河内（かわち）地域に変遷した要因と考察

前期 3世紀の後半、西日本各地に特殊な壺形土器、器台形土器を

伴った墳丘墓（首長墓）。 その後、円墳、出雲文化圏特有の 四隅突出型墳
から変化した大型方墳 最古は島根県安来市の大成古墳、 前期で珍しい素環

頭大刀が出土。前方後円墳 九州北部の石塚山古墳 ３世紀中～４Ｃ初
宮崎 西都原古墳群 ３世紀中～７Ｃ １３号墳 ８０ｍ前方後円墳 国産三角縁神獣鏡

奈良盆地に大王陵の大型前方後円墳が集中。埋葬施設は竪穴式石室で、副葬品は
呪術的な鏡・玉・剣・石製品、鉄製農耕具。円筒埴輪が盛行。
土師器が畿内で作られ、各地普及すると、その後、器財埴輪・家形埴輪が現れた。

主な王墓 箸墓古墳 （邪馬台国の女王卑弥呼墓と推定、最初の王墓。280メート
ル前方後円墳、造営は3世紀後半説） 大和古墳群の西殿塚古墳（219メートル） 天

理市、柳本古墳群の行燈山古墳（伝崇神陵）、柳本古墳群の渋谷向山古墳（伝景行
陵、310メートル） 王に準じる規模内容、桜井茶臼山古墳、メスリ山古墳

神仏史 考古学 「古墳時代と渡来文化の時代 」 秦氏の渡来 9

継体王系
507年

飛鳥時代

（592–710）

平安時代

（794–1185）

奈良時代

（710–794）

該当期間
262

～293

箸墓古墳

250年頃

白村江の大敗

663年

纏向
遺跡

卑弥呼

葛城系
河内古墳

応神天皇～
４００年前後

～５２６年

三韓征伐

390年頃
369-404

箸墓古墳

250年頃

飛鳥時代
崇峻天皇5年
（592年）～

箸墓古墳

250年頃

古墳時代
（250–592）

中期 5世紀の初頭、王墓クラスの大型前方後円墳が奈良盆地から河内平野に移り、
巨大化した人物埴輪が現れた。
5世紀半ば 畿内の大型古墳の竪穴式石室が狭長なものから幅広に
長持ち型石棺を納める。 各地に巨大古墳が出現、副葬品に、馬具・甲冑・刀などの軍事
的なものが多くなる。
5世紀後半 北部九州と畿内の古墳に横穴式石室採用が増えた。北部九州の大型古墳
には、石人・石馬が建てられる。この頃大阪南部で、須恵器の生産が始まり、曲刃鎌やU
字形鋤先・鍬先が出現。
5世紀の終わり 畿内の一部に先進的な群集墳が現れ、大型古墳に家型石棺。 南東
九州地方や北部九州に地下式横穴墓が造られ、装飾古墳が出現。

畿内の盟主墓 羽曳野市 誉田御廟山古墳（伝応神天皇陵、416メートル）
堺市 大仙古墳（伝仁徳天皇陵、486メートル） 上石津ミサンザイ古墳（伝履中天皇陵、

365メートル） 一部の地域首長古墳が 巨大化
岡山市 造山古墳 総社市 作山古墳 群馬県太田市 太田天神山古墳

渡来人 ４後半～６世紀 渡来多し
４後半～５世紀 ヤマト王権は属国の百済と連携、
朝鮮半島南部の領土と支配権維持に再三出兵、
大陸で活動、高句麗「広開土王碑」にも記録。

後半、大陸や百済などより渡来、政権要職、文化寄与

弓月君（秦氏） 養蚕、機織、土木
阿知使王（東漢氏やまとのあやうじ） 文筆

西文氏 （かわちのふみうじ） 儒教と漢字を伝えた

応神１６年 先祖 王仁（わに）４００年頃渡来 古市居住。
『論語』と『千字文』を伝えた 『日本書紀』

鞍部村主司馬達等（止）（大唐漢人、継体朝・敏達朝）、
鞍部多須奈（用明朝）、 鞍作止利仏師（推古朝）

秦氏
太秦遺跡

④⑤

応神天皇陵仁徳天皇陵

河内古墳
④⑤

応神・仁徳～
難波

葛城系古墳

③④

西文氏

三韓征伐

390年頃
369-404

卑弥呼

秦氏
来朝

息長帯比売命

仲姫

崇神系イリ
三輪王朝

誉田天皇
イササワケノミコト

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B4%87%E7%A5%9E%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree26-37.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree15-26.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3


神仏史 神話、考古学・民族学による「 大和から山代への歴史街道 」 継体天皇と秦氏

賀茂氏

賀茂氏

河内古墳

④⑤応神・仁徳～（難波）

③④

椿井大塚山古墳
３世紀後半 開化天皇皇子
日子座王 (妻）息長水依比命

箸墓
古墳

③

賀茂氏（賀茂県主）

⑤

継体王系
507年

越前（近江とも）

高鴨神社

秦氏

⑤⑥

蛇塚古墳

岡田鴨神社

飛鳥時代

（592–710）

古墳時代

（250–592）

平安時代

（794–1185）

奈良時代

（710–794）

雄略天皇（在位456～479 頃）
秦酒公 （はたのさかのきみ）

秦氏の伴造として各地の秦部・秦人の
統率者となり、公の姓を与えられた

瀬戸内・北陸 秦氏２系統の連携促進
のち、「泰澄」南下に影響
日吉 ・ 松尾の大山咋神 信仰の一致

秦氏 との 関係
出身地、重用

欽明天皇（在位539 - 571)
秦大津父 （はたのおおつち）

伴造となって、大蔵掾に任ぜられたと
いい、本宗家は朝廷の財務官僚として
活動
蘇我勢力に食い込む

聖徳太子（574年～622年）
秦河勝 （はたのかわかつ）

聖徳太子より弥勒菩薩半跏思惟像を
賜り、蜂岡寺（広隆寺）を建て安置

秦朝元の娘の子、藤原種継
が、長岡京遷都を進め
秦氏 が 桓武天皇を支援。

秦伊侶具 父：賀茂県主久治良
「大西家系図」
７１１年 深草 稲荷社創建。子孫社家

賀茂氏
秦氏

視点①
賀茂氏の山背への移動

各番号は、年代（順）

「 日本の古代文化 」
林屋辰三郎 氏

「丹波王国」 関係書籍
伴とし子 氏

「出雲と大和」 村井康彦 氏
その他 より 引用 図解

葛城系
河内王朝

応神天皇～
４００年前後

～５２６年

継体天皇
507年 樟葉、筒城、弟国
526年 大和

秦氏
太秦遺跡

④⑤

地図の該当期間
山背 の 山岳 と 平安遷都
平安京創始前、賀茂氏、秦氏ら 先人たちの信仰により、礎が整えられた。
なぜ、大和から山背に至ったのか？ 単に奈良仏教や旧体制との決別だけ
であろうか？ そこには山岳信仰以外にも、その地域特有の資源開発など、
必然で、現実的かつ合理的な 事情があるのかもしれない。

視点②
継体王系、聖徳太子 と秦氏

資源開発
銅生産、朱砂（すさ）と水銀

製塩技術、土木・建築技術

特に、水銀 について

飛鳥後期より仏像建造にアマルガム鍍金法
が導入され、水銀の価値が高まったことに
より 秦氏の鉱山技術 が必要とされた。

（秦氏 ）
高尾山 大県遺跡

④⑤

三輪系 国譲
神話

秦氏
７００年初頭
伏見稲荷

「山城風土記」 賀茂県主の系統
（建角身命は、）葛城を離れ、山代岡田を
経て、乙訓の久我に入りその山手（現在の
長岡京市井ノ内周辺：説）に落ち着き、
その後、山代葛野郡に入り、

最終的には愛宕郡の現在賀茂神社あたり
に落ち着いたことを記してある。

葛城系

三韓征伐

390年頃

白村江
の大敗

663年

②

10

物部氏

土師氏
大神
信仰

秦氏

⑤

秦氏
７００年初頭
松尾大社

誉田天皇
ホムダワケノミコト
イササワケノミコト

（葛城系）河内息長氏

出雲葛城系
神功皇后結婚

（息長帯比売命）

崇神系
仲哀天皇

卑弥呼

弥生前～中期

出雲 氏族
（ 国津神 ）

弥生後期
神武東征
（天津神）

秦氏 の史実参考

5世紀中頃に新羅から渡来した氏族集団と考えられます。
【京都市歴史資料館】

日本書紀 応神朝 （ 5世紀中頃 ） 秦忌寸の条 帰化し大和の朝津間の地に安置
秦始皇帝子孫の伝承をもつ弓月君が多数の民を率いて渡来したのに始まる。

「はた」は古代朝鮮語で海の意であり、新羅から渡来した氏族集団と考えられる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree26-37.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree15-26.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
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松尾神社 創祀 和銅年間（八世紀初頭）式内社

大山咋命 市杵嶋姫命

松尾大社 式内社（名神大社）

大山咋神 市杵島姫命

市杵嶋姫命スサノオの剣から生まれた

宗像三女神 の 次女。

桑田神社 式内社論社

市杵嶋姫命 （いちきしまひめのみこと）

配祀神 大山咋命 大山祇命

天照皇大神社 創祀 大同三年（808年） 天照大神
境内神社 祇園社・八幡社・蛭子社・日吉社・春日社・稲荷大明神

幡日佐神社（はたひさじんじゃ） 式内社

品陀別命 （ほんだわけのみこと） 応神天皇に同じ 創建以来の祭神

氷室命 （ ひむろのみこと） 近隣 氷室神社の祭神 江戸時代に合祀

愛宕神社 式内社
火産霊神 伊邪那美神 大国主神

鍬山神社
式内社（伝）和銅2年（709年）

大己貴命 誉田別尊

現愛宕神社

出雲大神宮 神体山御蔭山
式内社（名神大社）、 丹波国一宮
創建年代 社伝、元明天皇期 和銅2年（709年）社殿創建
大神朝臣狛麻呂 現社殿 １３０５年足利尊氏

大国主命 縁結び・金運一福の神

三穂津姫命 五穀豊穣の神
高産霊尊の子で、大国主の国譲りの際に大国主の后となったと伝えて
いる。 保津川名 由来伝承

天夷鳥命 （あめのひなどりのみこと）出雲国造りの神
上の社
素羨嗚尊（スサノオノミコト）厄難消滅の神
櫛稲田姫尊（クシイナダヒメノミコト）家内安全の神
笑殿社
事代主命（コトシロヌシノミコト）商売繁昌の神
少那毘古名命（スクナヒコナノミコト）医薬・健康の神
稲荷社
宇迦之御魂神（ウカノミタマノカミ）五穀豊穣・商売繁昌の神
春日社
建御霊之男神（タケミカヅチノオノカミ）武勇の神
（磐座）天児屋根命（アメノコヤネノミコト）受験・勉学の神
辨財天社
市杵島姫命（イチキシマヒメノミコト）財運・女性・芸能の神
黒太夫社
猿田毘古神（サルタヒコノカミ）導きの神
大山祗神（オオヤマツミノカミ）山の神
崇神天皇社
崇神天皇（スジンテンノウ）第ＩＯ代天皇
御蔭山（御神体山）
国常立尊（クニノトコタチノミコト）国土安泰の神

月
輪
寺

白雲寺 愛宕神社 （京都市）
本殿 伊弉冉尊 （いざなみのみこと） 国津神出雲系 創造母神

稚産霊神 （わくむすびのかみ） 「穀物神」
埴山姫神 （はにやまひめのみこと） 「創造神」天平瓮・祭器・道具・食器 の 源
天熊人命 （あめのくまひとのみこと） 「五穀神」

豊受姫命 （とようけびめのみこと） 「穀物神」
若宮 雷神 （いかづちのかみ） 「雷」建御雷神

迦遇槌命 （かぐつちのみこと） 「火の神」 伊邪那美神の息子
破无神 （はむしのかみ） 「蛇神」？

奥宮 大黒主命（大国主命） 国津神出雲系 創造・農業・愛縁神

飛鳥時代

（592–710）

古墳時代

（250–592）

平安時代

（794–1185）

奈良時代

（710–794）
卑弥呼

倭建命国譲り 神武
東征

神仏史 神々習合の場所 亀岡と「出雲の神」 秦氏の足跡

秦氏出雲から
弥生時代の遺跡

丹後～亀岡

○マーク
赤色 が 初期
水色 が 後期

昔、桑田と名付けられた「亀岡」は、弥生から古墳時代にかけ人々の移住が盛んとなる。 その信仰の歴史はこの地の山麓神社たちに残る。

淡海、山代と同じように、出雲、丹後からの「神奈備磐座」と神々への信仰は、現在 「出雲大神宮」で 継承 される。
当時、山代は河川氾濫も多く、丘陵平野であるこの場所が、稲作の適地とされた。 その後、大和に至り 三輪山山麓 で、同様な生活を始める。

この地域は、その後、秦氏の進出を迎える。 淡海、現在の滋賀、日吉大社で古来誕生した、山の神「大山咋命 」。 松尾大社や、この地の神

社に同じ様に祀られる その祭神が、滋賀・京都から亀岡にも変遷した 秦氏の歴史 を確信させる。 「市杵嶋姫命」は、秦氏本流が九州、瀬戸内
から渡来した証である。 秦氏と 姻戚関係となる 壱岐氏、その祖 忍見命（押見宿禰） は、 日本書紀で（487年）「月読尊」を壱岐から 京都 に分霊、

月読神社を創建。 現 松尾大社の境外摂社である。
その昔、「賀茂建角身命」に嫁ぎ、「玉依比古命」（賀茂県主）、「玉依比売命」の二子を生む 丹波国神野の国神「伊可古夜比売命 いかこやひめ

のみこと」は、下賀茂神社に祀られている。 ここ亀岡でも 市内西方、神尾山（神野山）山麓の宮川神社に静かに祀られ、この地と 山代、賀茂氏と

の関わりを伝えている。

神話と史実

秦氏

出雲、丹後 から

亀岡

丹後

神奈備
磐座

日吉大社
古来より、大山咋神を祀り

天智天皇が 大己貴神 を併せ祀る。
５ 摂社 の内、
樹下宮 ： 鴨玉依姫命

明治までは、十禅師 （瓊瓊杵尊）を祀る
白山宮 ： 菊理姫命 泰澄 「白山信仰」

亀岡
市杵嶋姫命

湍津姫神

田心姫神

大井神社 式内社
和銅３年（710年）

御井神（木俣神）
月読神 市杵島姫命

月読神社 式内社（名神大社）
和銅３年（710年）

主祭神 月読尊、 相殿 高皇産霊尊

月読神社
小川月神社

宗像大社
宗像三女神 筑紫

京都

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3


淡海国は、日本海と大和、山代の歴史
「磐座」 から 大山咋神
猿田彦大神 と 瓊瓊杵尊 降臨
倭建命の失神 と 伊吹山

古代、湖東に多く暮らし、対岸との関係で、水と山の信仰を
深めた。 息長氏は、古事記で息長帯比売（神功皇后）たちが
皇統と関係し、野洲から米原 山津照神社（古墳）に。

河内 楯原神社 にまで伝承を残す。

鳥越峯白髭神社 と 長命山

三上山 と 牛尾山
三上山の西方 大岩山銅鐸 物部の勝部神社

渡来人を受け入れ、湖西の往来が盛んとなる。

大山咋神は、湖西 から 湖東 へと 淡海 で多い。

南下した 秦氏は 山代 松尾 で 同族 と 合流 し、

大山咋神 と市杵島姫命（出雲）とが 出逢う。

継体天皇は、垂仁天皇の皇子 磐撞別命の末裔 三尾氏の

本拠 高島から、越前三国で育ち、大伴氏が迎え、樟葉 に至る。

湖西、大友氏の地へ、天智天皇を迎え、その皇子は
大友を名のる。 仏として穴太崇福寺が、長門城からの
本州国防、最後の砦 守護神山として「音羽山」が、志賀宮

（大津京）を守る。
中臣鎌足の妻が残した山階寺は、のちに大和で興福寺に。

都は、藤原京に遷るが、山ノ神遺跡は瓦葺宮殿をもたらす。

白山泰澄は、日吉を経て、愛宕山から岩間山に至る。

「磐座」

松尾大社
大山咋神
市杵島姫命 スサノオの剣から生まれた

宗像三女神 の 次女。

長等山園城寺 （三井寺）
壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は
父の霊を弔うために「田園城邑（じょうゆう）」を寄進し
て寺を創建、天武天皇から「園城」という勅額を賜わる

６７２年

壬申の乱

12神仏史 記紀神話「天孫降臨 」 と 淡海国の神々、 秦氏たちの歴史

飛鳥時代

（592–710）

古墳時代

（250–592）

平安時代

（794–1185）

奈良時代

（710–794）
卑弥呼

下之郷遺跡

環濠集落

石山貝塚
粟津湖底遺跡

勝籠尾崎湖底遺跡

長明寺
湖底遺跡

丸木舟

下長遺跡
銅鏡・銅鐸破片

銅鐸
湖岸（新庄）/ 大岩山・石山

鴨稲荷山古墳
大和と関係する有力豪族
主説 三尾族長の墓

６６７年

大津京

白村江の大敗

663年

４００年頃
百済より
秦氏渡来

記紀
成立

渤海使 来朝
728年～922年

５００年頃
継体天皇

南下

大友氏
集落

神話と史実 倭建命国譲り 神武
東征

１

３

２

１ ３ ４２

１

５ ６

６

「犬上」 の地名
縄文、アイヌ語との関係

雄略天皇（在位456～479）
秦酒公 （はたのさかのきみ）

各地の秦部・秦人を統率

【 亀岡地域 】

松尾神社 大山咋命 市杵嶋姫命

桑田神社 市杵嶋姫命 大山咋命

大嶋神社 大国主神
奥津嶋神社 奥津島比売命

日吉大社
古来より、大山咋神を祀り

天智天皇が 大己貴神
（大国主神に同じ） を併せ祀る。

５ 摂社 の内、
樹下宮 ： 鴨玉依姫命

明治までは、十禅師 （瓊瓊杵尊）を祀る
白山宮 ： 菊理姫命 泰澄 「白山信仰」

矢合神社

福井の古社 杉杜白髭神社
( すぎのもり しらひげ )

主祭神 猿田彦大神
桓武天皇の御代、延暦年中に、越前国司、
坂上苅田麿 が 再建 。 （ 田村麻呂の父 ）

三上山

日吉神社

日枝神社

日吉神社 大山咋神
長命寺護法権現社 武内宿彌

１００年頃までに

出雲氏族

日枝神社（小海神社） 大山咋神
日吉十禅師との社名瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を

権現とみた称。国常立尊(くにのとこたちのみこと)から数え
第10の神にあたり、地蔵菩薩(ぼさつ)の垂迹(すいじゃく)

御神島
常神岬

山
科

山
代

亀岡

桑
田

百済寺
白村江の大敗後、百済から
の渡来人が建立。三重石搭

劔神社 素盞嗚尊 越前町織田

水尾神社 名神大社 従来は猿田彦「高島郡誌」

磐撞別命イワツクワケ 垂仁天皇第十皇子（三尾氏祖）

比咩神 振姫命 継体天皇御母君

水尾神社

志呂志神社
事代主神 瓊瓊杵尊
鴨祖神玉依姫命

５

白髭神社 国史見在社
「淡海国最古」の伝承

主祭神 猿田彦大神
山津照神社
国常立尊 息長氏神

武部大社名神大社、一宮 日本武尊 大己貴命

志呂志神社

白髭神社

大岩山銅鐸
勝部神社

御上神社天之御影命

鍛冶の祖神、天之彦根神の子、

息長氏の祖説もある。

４

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
http://shirahigejinja.com/
http://shirahigejinja.com/
http://shirahigejinja.com/
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延暦寺
本尊は、薬師如来だが、一乗止観院 延暦寺発祥の東塔
山王院に、観音菩薩が祀られた。

木造 千手観音立像（旧所在山王院）平安時代初期
イヌガヤ 一本造 51.2cm  重要文化財

延暦7年 788年

最澄は三輪山より大物主神の分霊を日枝山に勧請して大比叡とし

従来の祭神大山咋神を小比叡とした。 現在の根本中堂の位置に薬師堂・文殊堂・経蔵

と、寺院を建立し、一乗止観院とした。
比叡山の地主神である日吉大社を、天台宗・延暦寺守護神として崇敬。 中国の天台宗の本山

である天台山国清寺で祀る山王元弼真君にならい山王権現と呼ばれる。

桓武天皇は最澄に帰依し、また、天皇やその側近である和気氏の援助を受けて、比叡

山寺は京都の鬼門（北東）を護る 国家鎮護の道場として次第に栄える。年号をとった「延暦寺」と
いう寺号が許されるのは、最澄の没後、弘仁14年（824年）のこととなる。

延暦寺では、山王権現に対する信仰と天台宗の教えを結びつけて山王神道を説いた。
中世に比叡山の僧兵が強訴のために担ぎ出したみこしは日吉大社のものである。
天台宗が全国に広がる過程で、日吉社も全国に勧請・創建された。

起源社伝崇神天皇7年 推定２１０年頃

天智天皇7年 668年
近江京遷都の翌年

日吉大社に、大津京鎮護のため

大神神社から、大己貴神を勧請。

元々の神である大山咋神よりも上位とし、
「大宮」と呼ばれる。

国津神

国譲り

日吉大社
初見 『古事記』

「大山咋神、亦の名を
山末之大主神。
此の神は近淡海国の
日枝の山に坐し、亦葛野の松尾に坐して、鳴鏑を用つ神ぞ」
牛尾山（八王子山）山頂に磐座 鳴鏑（なりかぶら 矢の先）

本宮
西本宮：大己貴神（おほなむち）

（大国主神に同じ）
東本宮：大山咋神

５ 摂社
宇佐宮 ：田心姫神

牛尾宮 ：大山咋神 荒魂
白山宮 ：菊理姫命
樹下宮 ：鴨玉依姫命
三宮宮：鴨玉依姫命 荒魂

大己貴神

白山比咩神社 （しらやまひめじんじゃ）

養老2年（718年）、越前の修験僧・泰澄大師
白山主峰・御前峰に奥宮を創建 現 石川県白山市三宮町
式内社、加賀国一宮。旧社格は国幣中社

現在は神社本庁の別表神社。
全国に2,000社以上ある白山神社の総本社
白山（標高2,702m）の山麓に鎮座、白山を神体山として祀る
主祭神 白山比咩大神 - 菊理媛神（くくりひめのかみ）と同一神

神名から、世をくくる、整える神

伊邪那岐尊 伊弉冉尊

神仏史 「日吉大社の信仰起源と延歴寺 の神仏習合 」 出雲神と白山、観音信仰との出会い

日吉大社の信仰起源、根本は山背の山々と同じく「神奈備 磐座」である。つまり山陰から丹後～
亀岡～大和、もうひとつは、越（北陸）からここ淡海（近江）経由で山背に至る、人々の自然な流れ
の証である。 琵琶湖を挟み、日吉大社の神山、八王子山と相対する三上山。 その麓の野洲市
小篠原（桜生）の「大岩山」から、「銅鐸」が通算３８個、発見、山陰に渡来した弥生時代の「出雲北
陸文化」だ。 ４００年代、山背への秦氏渡来と秦酒公による氏族統率。 ５００年代前半、湖西側、

鴨稲荷山古墳は、山陰 小浜にも見られる「周濠前方後円墳」。 日吉大社には、越前秦氏 泰澄の
白山信仰が伝わり、 同じ秦氏の松尾大社大山咋神へと繋がる。 人々の移動と信仰の堆積、
波及の痕跡が継承される大社です。日吉大社面談・磐座参拝 を 手がかりに 考古、信仰から考察

神奈備 磐座
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松尾大社 大宝元年（701年） 秦忌寸都理（はたのいみきとり）

主祭神 大山咋神 中津島姫命 - 市杵島姫命の別名、異説あり 本社合わせ松尾七社
境内末社 ・松尾総神社 月読尊

・三宮社 玉依姫命、のちに大山祇神・酒解神を合祀して 三宮社
・衣手社 玉依姫命 明治、羽山戸神 合祀

境外摂社 櫟谷宗像神社 ２社合祀
（宗像社 祭神：市杵島姫命 櫟谷社（いちたに） 奥津島姫命 式内社）

月読社 祭神 ： 月読尊 式内社（名神大）

参考 愛宕神社 白雲寺 天狗信仰 修験道「地蔵菩薩」伊弉冉尊 から 明治期に神仏分離

本殿 伊弉冉尊 （いざなみのみこと） 国津神出雲系 創造母神
稚産霊神 （わくむすびのかみ） 「穀物神」
埴山姫神 （はにやまひめのみこと） 「創造神」天平瓮・祭器・道具・食器 の 源
天熊人命 （あめのくまひとのみこと） 「五穀神」

豊受姫命 （とようけびめのみこと） 「穀物神」
若宮 雷神 （いかづちのかみ） 「雷」建御雷神

迦遇槌命 （かぐつちのみこと） 「火の神」 伊邪那美神の息子
破无神 （はむしのかみ） 「蛇神」？

奥宮 大黒主命（大国主命） 国津神出雲系 創造・農業・愛縁神

賀茂御祖神社（かもみおやじんじゃ）

下鴨神社
東殿：玉依姫命 （たまよりひめのみこと）

賀茂別雷命（上賀茂神社の祭神）の母

西殿：賀茂建角身命 （かもたけつぬみのみこと）
玉依姫命の父

賀茂別雷神社（かもわけいかづちじんじゃ）

上賀茂神社
賀茂別雷大神 （かもわけいかづちのおおかみ）

八坂神社 斉明天皇2年（656年）、高句麗から来日し

た調進副使・伊利之使主（いりしおみ）の創建 （社伝）

主祭神 中御座：素戔嗚尊 （すさのおのみこと）
東御座：櫛稲田姫命 （くし（い）なだひめのみこと）

素戔嗚尊の妻
西御座：八柱御子神 （やはしらのみこがみ） -

素戔嗚尊の8人の子供（八島篠見神、五十

猛神、大屋比売神、抓津比売神、大年神、宇迦之御魂
神、大屋毘古神、須勢理毘売命）の総称
配神 （東御座に同座） 神大市比売命（かむおおいちひ
め）、佐美良比売命 - いずれも素戔嗚尊の妻
（西御座に御座） 稲田宮主須賀之八耳神

（いなだのみやぬしすがのやつみみのかみ)
明治の神仏判然令以前は、主祭神は以下の3柱。
中の座：牛頭天王 （ごずてんのう）
東の座：八王子 （はちおうじ）
西の座：頗梨采女 （はりさいにょ・ばりうねめ）

伏見稲荷大社和銅年間（708 - 715年）（一説に和銅4

年（711年）に、伊侶巨秦公（いろこのはたのきみ）
伊奈利山（稲荷山）の三つの峯に神を祀った

宇迦之御魂大神 （うかのみたまのおおかみ）
配神 佐田彦大神（猿田彦命） 大宮能売大神

田中大神 四大神 （しのおおかみ）

山代の信仰① 神奈備 磐座～ 神社創建 鴨氏、秦氏 日吉大社 起源社伝崇神7年 推定２１０年頃

本宮
西本宮：大己貴神（大国主神に同じ）
東本宮：大山咋神

5摂社
牛尾宮：大山咋神 荒魂 樹下宮：鴨玉依姫命
三宮宮：鴨玉依姫命 荒魂 宇佐宮：田心姫神
白山宮：菊理姫命 白山比咩神社 祭神白山比咩大神

参考 石清水八幡宮
創建 貞観元年（859年） 南都大安寺の僧 行教（空海の弟子）

中御前：誉田別命 （ほんだわけのみこと） 第15代応神天皇の本名。
西御前：比咩大神 （ひめおおかみ） 宗像三女神

多紀理毘売命（たぎりびめ）、市寸島姫命（いちきしまひめ）、
多岐津比売命（たぎつひめ)

東御前：息長帯姫命 （おきながたらしひめのみこと）神功皇后の本名。
息長氏は、大和渡来朝鮮、古代近江国坂田郡（現米原市）が根拠地

以上の3神を総称して「八幡三所大神（八幡大神）」という。

平安京創始以前
人々は居住拡大・移住しながら、磐座・山岳信仰、自然を神として信仰を深めた。
出雲～丹後～亀岡～大和、 越（北陸）～淡国（近江）、 瀬戸内～河内、各時代に生
活、祭礼、埋葬など文化の足跡を残しながら、山代に至る。 ６００年頃には 仏教、観音
信仰も加わり、神が宿る形容として神殿創設に影響。 そのあと、天智・天武から文武天皇
期には日本国、日本人としての自覚、国防整備がなされた。
「山代」 は、神々の憑代とした山を祀り、出雲の神、観音信仰で精神形成されていった。

桓武天皇平安京鎮護のため、四方の大将軍神社造営に加えて、怨霊対策のため魔界封じを徹底。

都の東西南北の磐座 の下に『一切経（いっさいきょう）』経文を埋め込んだ。 （ピンクの網掛け箇所）

賀茂川沿いに 幸神社（さいのかみのやしろ）、鬼門の上賀茂神社と下鴨神社を大改修。延暦寺へ続く。
裏鬼門にあたる南西は、城南宮・・・その先の石清水八幡宮。 北の守りに、貴船神社と鞍馬寺
造営。都の入り口・羅城門両脇に東寺と西寺。今熊野に宝剣を埋め（剣神社）、愛宕山寺院の大改修。

都の鬼門の方角に、死に追いやった早良親王や井上内親王と、藤原氏の政権争いで奈良時代に不遇な
日々を送った吉備真備や藤原広嗣を祀る・・上御霊神社と下御霊神社。

出雲大神宮 （ 現 亀岡市 ）

創建年代 社伝、元明天皇期 和銅2年（709年）社殿創建 大神朝臣狛麻呂 現社殿 １３０５年足利尊氏

主祭神 大国主命 （おおくにぬしのみこと） 別名を三穂津彦大神・御蔭大神とする。

三穂津姫命 （みほつひめのみこと） 高産霊尊の子で、大国主の国譲りの際に大国主の
后となったと伝えている。 保津川名 由来伝承

配祀神 天津彦根命 天夷鳥命
摂社 崇神天皇など
＊ 祭神 天津彦根命・天夷鳥命・三穂津姫命の3柱の説、元々は三穂津姫尊1柱のみの説もある。

磐船神社

伏見稲荷

船岡山

神峰山

金峰山

葛城山

三輪山

石上神社

高鴨神社

松尾大社

出雲大神宮

春日大社

岩屋神社
岩間山
上醍醐

比良山

伊吹山

日吉大社

八坂神社

愛宕五寺

法厳寺

大神神社

貴船神社 起源 白鳳6年（666年）以前

本宮 高龗神 結社（中宮） 磐長姫命、縁結びの神
奥宮 以前の本宮。闇龗神（くらおかみのかみ） 高龗神と同神
本宮内末社 白髭社 猿田彦命 牛一社 木花開耶姫命

川尾社 罔象女命 鈴鹿社 大比古命 祖霊社 氏子の祖霊
奥宮内末社
吸葛社 味耜高彦根命 日吉社 大山咋神 鈴市社 五十鈴姫命

境外摂末社 楫取社 宇賀魂命 梅宮社 木花開耶姫命
白石社 下照姫命 私市社 大國主命 林田社 少名彦命

創建社伝 反正天皇時代。神武天皇の母である玉依姫命が、黄色い船
に乗って淀川・鴨川・貴船川を遡って当地に上陸し、水神を祭った。伝
承、大山祇命が、天孫瓊瓊杵尊に奉じたが、姉の磐長姫命は断られ、
「縁結びの神として良縁を授けん」と当地に鎮まる。

貴船神社

賀茂社

岡田鴨神社

木嶋神社

木嶋神社 名神大社
木嶋坐天照御魂神社
（このしまにますあまてるみたまじんじゃ）

天御中主命・大国魂神・穂々出見命・
鵜茅葺不合命

「天照御魂神」は諸説。『葛野郡神社
明細帳』は、爾々芸命。『神社志料』
では天火明命

月読神社

金蔵寺

小倉神社

大岩神社

宇治神社

観音寺

蟹満寺

神童寺 笠置寺

佐牙

神社

寿宝寺

鷲峰山
金胎寺

海住
山寺

宝積寺 三室戸寺

岩船寺

一乗
止観院

岩屋不動
志明院

福徳寺

福蔵院

勝持寺

正法寺

神奈備 磐座 役小角（修験道七高山） 泰澄 神社・寺
（平安京当初までの一部）

平安京遷都以前の創建を調査（伝承含む）
その内、主たる社寺のみ掲載。 寺院は、赤カッコで表記

大和神社
檜原(ひばら)神社

http://nakamuranina.jimdo.com/特別公開-月輪寺寺宝-heritage/
https://maps.google.com/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&num=200&start=181&ll=34.780536,135.876846&spn=0.283677,0.582275&t=m&z=11&vpsrc=6&iwloc=0004ea05b358f7c8215a3
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羽束師神社
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樫原廃寺

勝持寺

金蔵寺

蜂岡寺
松尾大社

愛宕山
白雲寺、
月輪寺、

高雄山寺 他

上賀茂神社

下鴨神社

愛宕寺

出雲寺

八坂寺

山階廃寺

橋寺

綴喜

近
江

摂
津

平安京

北野廃寺

木嶋神社

西岩倉

明王院不動

大日山

山住神社

岩間山
正法寺

一乗止観院
（延暦寺）

日吉大社

貴船神社

葛井寺
頂法寺

正法寺

福成寺

岩屋不動
志明院

山代の信仰② 山代 いにしえの社 記紀成立前の 神社

高山寺

福蔵院

大宝年間 （701 - 704年）文武天皇 勅

役小角、雲遍（ 泰澄上人 ）愛宕開山
781年光仁天皇 勅慶俊僧都、和気清麻呂

愛宕山中興 月輪寺など ５寺 創建

福徳寺

大原野
神社

宝積寺

藤森神社

三室戸寺

離宮明神
宇治神社

橋姫
神社

山国神社

巨椋
神社

護浄院

地蔵院 椿寺

今宮
神社

西方寺

岩屋神社
根源は、奥之院、また岩屋殿と称する本社
後背山の山腹に座す陰陽の両巨巖。
石座信仰の名残で、発祥は仁徳天皇三十一
年（４００年代）と伝承。後年宇多天皇、寛平
年間（８００年代末）に陽巖に天忍穂耳命を、
陰巖に栲幡千々姫命を、また岩前小社に大
宅氏の祖神として饒速日命を祀る。弘長二
年（１２６２年）現社再建。巖への神祀は後年。

大岩神社

岩屋神社

三宅八幡宮
推古天皇16年（608年）遣隋使小野妹子が、
筑紫で病気になるが、宇佐八幡宮に祈願し
回復、帰国。 報恩の意味で自らの所領で
ある愛宕郡小野郷の地に宇佐八幡宮を勧
請し建立したのが始まり。「社伝」
造営当初は伊太多神社（現、崇道神社の末
社）末社、現在地より南にあった。
南朝忠臣、児島高徳（別名備後三郎三宅高
徳)が八幡大神を尊崇したことから、｢三宅八
幡宮｣と呼ぶ。また、大和朝廷の直轄地であ
る屯倉が由来ともされる。

今宮神社
平安遷都以前から疫神スサノオを祀る社（現在摂社疫神社）があった。平安遷都後は
疫病や災厄が起こると、神泉苑、上御霊神社、下御霊神社、八坂神社などで疫病を鎮
めの御霊会が営まれた。994年（正暦5年）大規模な疫病流行、朝廷は神輿2基を造って
船岡山に安置、疫災を幣帛に依り移らせ難波江に流した。災厄忌避を祈願する民衆主
導の「紫野御霊会」が今宮祭の起源。 1001年（長保3年）疫病流行、朝廷は疫神を船岡
山から移し、疫神を祀った社に神殿・玉垣・神輿を造らせて今宮社と名付けた。
大己貴命、事代主命、奇稲田姫命（くしなだひめのみこと）の三柱の神が創祀。疫病が
流行るたびに紫野御霊会が営まれ、今宮社の祭礼（今宮祭）定着し毎年5月に恒例。

藤森神社
本殿主祭神 素盞嗚命、別雷命、日本武命、

応神天皇、神功皇后、武内宿禰、仁徳天皇、
東殿 天武天皇、崇道尽敬皇帝（舎人親王）、
西殿 崇道天皇（早良親王）、伊予親王、井上内親王

社伝では、神功皇后摂政3年（203年）、三韓征伐
から凱旋した神功皇后が、深草藤森に纛旗（とう
き、いくさ旗）を立て兵具を納め、塚を作り祭祀を
行ったのが発祥。当初の祭神は、現在本殿に祀
られる７座。現在伏見稲荷大社の社地。稲荷神
が祀られるため遷座。

幸神社

小倉神社

三宅八幡宮

月読神社
主祭神 月読尊 相殿 高皇産霊尊

阿閉臣事代が任那に赴く途中、壱岐での
月讀尊神託により天皇奏上、顕宗天皇3年
（487年）、「山城国葛野郡歌荒樔田」に神領を
賜り勧請、壱岐県主・押見宿禰に祀らせた。
歌荒樔田の比定地は、上野村、桂里、有栖川
流域説など諸説。斉衡3年（856年）、水害の
危険避難で、現、松尾山麓に遷座。
押見宿禰の子孫は卜部氏を称し神職継承。
大宝元年（701年）には例祭が勅祭と定めら
れ（『続日本紀』）、延喜6年正一位（『扶桑略
記』）。延喜式神名帳では「葛野坐月読神社」
と記載名神大社。天慶4年（942年）には神宮
号の宣下を受ける。疱瘡の神として古く格式
高い神社だが、松尾大社の勢力、影響下に
あり、明治10年（1877年）松尾大社境外摂社。

羽束師神社
祭神 高御産（たかみむすび）日神、神御産日神
（かみむすび）神。ともに創造神、古くより五穀豊
穣、農耕の信仰。古墳時代477年創建の伝承。
(『羽束師社舊記』) 飛鳥時代567年、第代・欽明
天皇より封戸贈与。(『羽束師社舊(旧)記』) 665年、
中臣鎌足が勅により再建との伝承。

奈良時代701年、文献初見「波都賀志神等ノ神
稲。自今以後給中臣氏」。山背国波都賀志神の
神稲に関して、当社の斎田から抜穂して祭人・中
臣氏が新嘗（にいなめ）祭を行った。(『続日本紀』)

平安時代808年、斎部広成が第51代・平城天皇
の奏聞で、天照皇大御神など摂社11社が勧請。
（『羽束師神社旧記』1827）。

宇治上神社
左殿：菟道稚郎子命 （うじのわきいらつこのみこと）

『日本書紀』「菟道稚郎子」、『古事記』「宇遅之和
紀郎子」と表記。応神天皇の皇子。皇位譲位に自
殺、没後創建。 （推定４００年代前半）
中殿：応神天皇 第15代。菟道稚郎子命の父。
右殿：仁徳天皇
創建起源は不明。宇治神社とは二社一体。明治
に分離。当社地は『山城国風土記』で菟道稚郎子
の離宮「桐原日桁宮」旧跡と伝え、旧称の「離宮
明神」もそれに因む。境内外「天降石」「岩神さん」
と呼ばれる巨石があり、磐境信仰が創祀起源。
現本殿は平安中期１０６０年代建立。最古の神社
建築。 宇治神社 菟道稚郎子命 神像を祀る。

御香宮神社
（廃寺）

金札宮

向日神社
同じ向日山に鎮座する「向神社」（上ノ社）「火雷神社」
（下ノ社）という別の神社だった。
いずれも延喜式神名帳に現れる古社で、「火雷神社」
は名神大社「乙訓坐火雷神社（乙訓神社）」の論社
向神社は御歳神（向日神）が向日山に依り、稲作奨励
が起源。また火雷神社は神武天皇が大和国橿原から
山城国へ遷った際、当地に火雷神を祀った。

月読神社

丹
波

崇道神社

崇道神社 祭神 早良親王（謚崇道天皇）

長岡京造宮使であった藤原種継暗殺事件に連座
したとされた早良親王（崇道天皇）鎮魂
貞観年間（859年～877年）に創建
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北野廃寺

木嶋神社

西岩倉

明王院不動

山住神社

岩間山
正法寺

一乗止観院
（延暦寺）

日吉大社

貴船神社

葛井寺
頂法寺

正法寺

福成寺

岩屋不動
志明院

山代の信仰③ 郊外鎮座の社 平安京遷都の社

高山寺

福蔵院

大宝年間 （701 - 704年）文武天皇 勅

役小角、雲遍（ 泰澄上人 ）愛宕開山
781年光仁天皇 勅慶俊僧都、和気清麻呂

愛宕山中興 月輪寺など ５寺 創建

福徳寺

大原野
神社

宝積寺

藤森神社

三室戸寺

離宮明神
宇治神社

橋姫
神社

山国神社

巨椋
神社

護浄院

地蔵院 椿寺

今宮
神社

西方寺

大岩神社

岩屋神社

大原野神社
武御賀豆智命 （武甕槌命）
伊波比主命 （経津主命）
天之子八根命 （天児屋根命）
比咩大神 （比売神）
延暦3年（784年）長岡京遷都の際、桓武天皇
の后の藤原乙牟漏が藤原氏氏神の春日社の
分霊を勧請。嘉祥3年（850年）、藤原冬嗣を祖
父に持つ文徳天皇が社殿造営。奈良春日社と
同じ藤原氏の氏神を祀る大原野神社はそれに
準ずる扱いを受け、二十二社に列した。藤原氏
女子が皇后・中宮にと祈願。

御香宮神社
日本第一安産守護之大神として広く崇められている、神功皇后を主祭神として仲哀天皇応
神天皇他六柱の神を祭る。初めは、『御諸神社』と称したが、貞観四年(８６２)境内から｢香｣
の良い水が涌き出、清和天皇より『御香宮』の名を賜った。豊臣秀吉は願文と太刀(重要文
化財)を献じて成功を祈り、伏見築城では、城内に鬼門除けの神として勧請。
徳川家康は本殿造営。慶応四年（１８６８)伏見鳥羽の戦では官軍(薩摩藩)の屯所に。十月
の神幸祭は、伏見九郷の総鎮守の祭礼とされて古来より『伏見祭』
元和九年（１６２４）伏見奉行に着任した小堀遠州の作庭は将軍家光の賞賛、大名に列す。
昭和３２年に伏見奉行所跡から移築。

橋姫神社
646年（大化2年）宇治橋架橋に、上流 櫻谷
（桜谷）に祀らる瀬織津媛を還座。当初は
橋の守護管理の放生院常光寺（「橋寺」）敷
地内、橋の中中間張り出し「三の間」に祀ら
れたが、橋西詰に移祀。1870年（明治3年）
洪水で流出、1906年（明治39年）現地に移
祀。

巨椋神社
祭神 武甕槌神 経津主神 天児屋根神 比
咩神。 巨椋池の端、巨椋氏一族がその祖
神を祀った。次第に藤原氏の影響をうけ、
春日社と通称、藤原氏祖神に改神。

幸神社

小倉神社

小倉神社
武甕槌神(たけみかづちのかみ)
齋主神(いわいぬしのかみ)
天兒屋命(あめのこやねのみこと)
比賣大神(ひめおおかみ)
718年に創建。 平安京遷都に際し、 御所の
南西坤の裏鬼門除けとして皇族室に崇敬。
850年以来、正一位小倉大明神と号した。醍醐
天皇の崇敬篤く、名神大社。
山崎合戦で羽柴秀吉、徳川氏は御朱印地とし、
蛤御門の変では戦勝祈願。

三宅八幡宮

大岩神社
大岩神社は創建沿革は不明、大岩と小岩
という二つの石を男神・女神として祀る。古
くから「難病の神」。現在荒廃。

山国神社
祭神 大己貴命 大国主命
境内社 春日神社（天児屋根命）

蛭子神社（蛭児命）
平安遷都（794）大内裏御造営の木材を
山国の郷より徴せられ此の郷を御杣料
地と定め大工寮修理職の官人として本
殿造営、祭主は和気清麿呂が奉仕。杉、
桧、松などが大堰川（上桂川）で筏流し。
爾来大嘗祭の悠紀主基の御殿御造営の
御用材を調達する事が恒例。長和5年
（1016）神位正一位、御祈願所として菊
花の御紋章を賜り、春日 加茂 御霊
日吉の四社を建立し五社明神。

出雲路幸神社 出雲路道祖神社
本社 猿田彦大神
相殿神 天之御中主日御神、可美葦牙彦舅
尊（かみあきひこしうとのみこと）、天照皇太神、
瓊々杵尊、天鈿女命、大国主尊、少彦名太神、
事代主命など八神

疫病、悪霊を防ぐ道祖神、鬼門除けの守護
神、縁結びの神、芸能上達、旅行安全などの
信仰を集める。創建の詳細不明。
平安京造営の際に、都の東北鬼門封じ、出雲
路道祖神を建立。(「雍州府志」)
796年創建、平安京最初の神社とも 939年出
雲路幸神は創建されたともいう。(「山州名跡
志」) 室町時代、応仁・文明の乱で焼失。その
後、現在地に移転とも。

御香宮神社
（廃寺）

金札宮

佐牙神社
祭神 佐牙彌豆男神 佐牙彌豆女神

天津神吉田大明神
敏逮天皇２年（５７３）咋岡ノ山本に鎭座
延暦１３年（７９４年）現在の地に創建
『延喜式内佐牙神社本源記』
酒造発祥と関係、酒造神と信仰。

佐牙神社

月読神社

丹
波

崇道神社

大日山



神武
東征

三韓征伐
390年頃

倭建命

白村江の大敗

663年

神話と史実 国引神話
「出雲風土記」

国譲り

神奈備 磐座

水晶玉銅剣・銅鉾・銅鐸 四隅突出墓

弥生期最大・
最期の鉄生産 淡路

鉄生産
五斗長垣内遺跡
（ ごっさ かいと いせき ）

262
～293

渤海 698年 – 926年
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箸墓古墳

250年頃

長門城天智４年 665年 築

記紀成立

伝承の中の人々の祖は、記紀では 神々として描かれた。
大和に鎮座していた神々は、当時の支配者の事情から、「故
郷に帰る神」や、「特別に崇められる神」 に別れたが、現在、
山背国愛宕山には、「天照大御神」以外の、古来の神が集
合している。 （摂末社としては、祭神：天照大神 神明社）

天照大御神と降臨したその孫ニニギノミコトは、記紀創作
当時の女帝と孫、皇太子との関係である。 愛宕山には、
その思惑を嫌い、素朴な神々を主に祀られているのではな
いでしょうか。 日本国成立前、八百万の神々の共存の姿と
考えます。 出雲大神宮や元愛宕神社からの継承の歴史。
地理的にも、観音信仰的にも、日吉大社と 比叡山 延歴寺と
の関係が、東西で相似します。

伏見稲荷大社和銅年間（708年-715年）
主祭神 宇迦之御魂大神（うかのみたまのおおかみ）

豊受大神 とも 同一視

祭神
・比売神（ひめがみ）
アマテラスとスサノオとの誓いで誕生、
宗像三女神が主説。
・神功皇后 三韓征伐に由来
・八幡大神 応神天皇に由来

宇佐八幡宮
社伝 欽明天皇32年

（571年?） 信仰起源
社殿創建(神亀２年)

７２５年

籠神社
主祭神 彦火明命 （ひこほあかりのみこと）

天火明命、天照御魂神、天照国照彦火明命

饒速日命ともいう。

相殿神 豊受大神 （とようけのおおかみ） 御饌津神。

天照大神 （あまてらすおおかみ）

海神 （わたつみのかみ）
天水分神 （あめのみくまりのかみ）

祭神には諸説あり、『丹後国式社證実考』などでは

伊弉諾尊（いざなぎ）としている。これは、伊弉諾尊が天に登る
梯子が倒れて天橋立になったとの伝承による。

高鴨神社

石上神宮（イソノカミ）

伊勢神宮

春日大社

出雲大社 愛宕山白雲寺
天応元年（781）年

愛宕権現
権現 イザナミ

本地仏 地蔵菩薩

本尊 勝軍地蔵

城南宮 平野神社

愛宕開山
大宝年間

（701 - 704年）

伊勢神宮
主祭神は以下の2柱。

皇大神宮：内宮（ないくう）

天照坐皇大御神
一般には天照大御神として知られる

豊受大神宮：外宮（げくう）

豊受大御神 （とようけのおおみかみ）

内宮別宮 月讀宮境内
伊佐奈岐宮 （いざなぎのみや） 式内社（大）

伊佐奈弥宮 （いざなみのみや） 式内社（大）

二十二社（上七社）の一社。
古代においては宇佐神宮、中世においては

石清水八幡宮と共に二所宗廟の1つ。

出雲大社
祭神 大国主大神 （おおくにぬしのおおかみ）

大神神社
主祭神 大物主大神

（おおものぬしのおおかみ、倭大物主櫛甕玉命）

配神 大己貴神 （おおなむちのかみ）
少彦名神 （すくなひこなのかみ）

出雲大神宮 （ 現 亀岡市 ）

創建年代は不詳だが、奈良時代以前から御蔭山を神体とし祭祀と推測。
社伝、和銅2年（709年）社殿創建

主祭神 大国主命 （おおくにぬしのみこと）

別名を三穂津彦大神・御蔭大神とする。
三穂津姫命 （みほつひめのみこと）

高産霊尊の子で、大国主の国譲りの際に大国主の
后となったと伝えている。 保津川名 由来伝承

配祀神 天津彦根命
天夷鳥命

祭神に関しては、天津彦根命・天夷鳥命・三穂津姫命の3柱とする説や、
元々は三穂津姫尊1柱のみであるという説もある。

愛宕神社
本殿

伊弉冉尊 （いざなみのみこと）
稚産霊神 （わくむすびのかみ） 「穀物神」
埴山姫神 （はにやまひめのみこと） 「創造神」

天平瓮・祭器・道具・食器 の 源
天熊人命 （あめのくまひとのみこと）「五穀神」

豊受姫命 （とようけびめのみこと） 「穀物神」
若宮

雷神 （いかづちのかみ） 「雷」建御雷神
迦遇槌命 （かぐつちのみこと） 「火の神」

伊邪那美神の息子
破无神 （はむしのかみ） 「蛇神」？

奥宮 大黒主命（大国主命）、他16柱

国生みの際、やけどで

死んだ妻イザナミを救うた

め、黄泉の国にいった

イザナギの禊から生れ
た海神 ツツノヲノ三神が

住吉大神。

祭神
中御前：誉田別命 （ほんだわけのみこと）

第15代応神天皇。
西御前：比咩大神 （ひめおおかみ）

宗像三女神
東御前：息長帯姫命

（おきながたらしひめのみこと）
神功皇后の本名

住吉大社
創建起源

４００年頃

石清水八幡宮
創建 貞観２年（860年）
宇佐八幡宮から勧請

大己貴神の子
味鉏高彦根神

神体 布都御魂（ふつのみたま）

大己貴神の子 天道日女命（高光日女命）の婿 饒速日命
その子、物部氏の祖、宇摩志麻治命（うましまじのみこと）が祭った

下鴨神社に祀られる国津神

明治、勝軍地蔵は毀釈無, 天台宗金蔵寺に還座

出雲系氏神

国神（海神～武神）

賀茂神社
国津神から天津神へ

松尾大社 大宝元年（701年）

主祭神 大山咋神 中津島姫命
渡来人による 日本古来神 信仰

継体元年（507年）？信仰起源
本殿祭神3柱。
火産霊神 （軻遇突智神）

伊邪那美神
大国主神
社伝では分霊が京都鷹ヶ峰に祀られ
た後、和気清麻呂により嵯峨山に遷さ
れた、
現在の愛宕山の愛宕神社

愛宕神社（ 現 亀岡市 ）

日吉
大社

信仰

伝播



仏教公伝は、 「 日本書紀 」の仏像記載 欽明天皇13年(552年) 欽明天皇（継体天皇嫡子）への、百済聖明王の釈迦像金剛像伝来に対し、現主説の「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」戊午年538
年、また「三国史記」聖明王即位や武寧王陵の墓誌石没年５２３年から推測し５４８年とする上田正昭 説もある。 同氏は、大和への公伝以前に北九州、福岡の霊仙寺や大分の満月寺の開基伝承、
南丹市垣内古墳や、奈良広陵町新山古墳の仏獣鏡など、古代からの文化と同様に、中国から朝鮮半島を経由して、日本海側から自然な伝播があった とする。

また、道教についても、古墳出土の神獣鏡を前置きに、「日本書紀」推古天皇１０年（602年）百済僧観勒（かんろく）による道教「遁甲方術書」の伝来や、天武天皇１４年（685年）「招魂」に法師が煎薬
（仙薬）を献じた。など朝鮮半島、大陸より伝来があった。 天武天皇の和風諡「天渟中原瀛真人天皇」（あまのぬなはらのまひと）瀛は、道教三神山「瀛州山」真人は道教奥義を極めた神仙に由来。
その称号天皇は道教の「天皇大帝」などに由来する。 （津田左右吉指摘） 701年、大宝令以降の大学寮整備、その内の典薬寮には、道教影響の呪禁師、呪禁生が配置された。

700年初期「記紀」の天照大神、天石屋戸の詩章には、道教の最高神 天帝の娘 織女（織姫）
「織女神」や、のちに中国で道教と結ぶ古来の女仙「西王母」が重層している。
天平４年（732年）には、役小角の弟子、韓国連広足が道教系の呪禁を積み典薬頭になる。

日本国号は、大宝令が初見「明神御宇日本天皇（あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめら

みこと）」。『日本書紀』大化元年（645年）高句麗や百済の使者に示した詔に「明神御宇日本天皇」

聖徳太子の時代 歴史背景 敏達天皇3年（574年） - 推古天皇30年（622年）

仏教公伝、飛鳥時代 538年（552年）。百済聖明王が欽明天皇に釈迦仏の金銅像や経論などを贈る。
５８７年 丁未の乱（ていびのらん）仏教の礼拝を巡って『崇仏派』蘇我稲目、大臣・蘇我馬子と、物部
守屋を攻め滅ぼす。 この戦いで、厩戸皇子は神仏の四天王に祈願、勝利し、推古天皇元年（５９３
年）、『四天王寺』を建立開始したとされる。
蘇我馬子も『飛鳥寺（法興寺）』を建立、推古天皇・聖徳太子の政治体制の下で仏教信仰を強く奨励。
厩戸皇子（聖徳太子）は『法華経・維摩経・勝鬘経』の三つの経典の解説書『三経義疏』を著す。
『十七条憲法（604年）』第二条も『篤く三宝を敬へ 三宝とは仏・法・僧なり』 仏教が国教となる。

行基の時代 歴史背景 天智天皇7年（668年） - 天平21年（749年）
６００年代末、天武天皇や持統天皇も仏教を手厚く保護。

道昭 遣唐使として入唐、玄奘三蔵に師事、日本法相教学の初伝（南寺伝）
680年、天武天皇の勅命を受けて、往生院 (現 泉南市)を建立。 晩年は全国遊行し土木事業。

義淵 法相宗 天武天皇、道昭と 680年、薬師寺開基 （興福寺と共に法相宗大本山 南都七大寺 ）
天武期を境に、仏呪、道呪に系統した役小角が、葛城、吉野金峯山から山代 山岳修業の拠点発祥。

７００年代、文武、聖武期に義淵と弟子の行基や良弁、また泰澄らにより、信仰拠点が山代周辺に。
平城京（710年）、奈良時代には、仏教によって災厄（飢餓・疫病）や戦乱を防ぎ国が安定するという
『鎮護国家』の思想に基づき、聖武天皇は７４１年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』
７４３年５月 『墾田永年私財法』 同年１０月東大寺『大仏造顕の詔』 優婆塞 行基集団 が貢献。
７４９年 聖武天皇に菩薩戒を授けた行基は没す。 ７５１年、良弁が東大寺初代別当に

延鎮（法相宗）による「山科、法厳寺」と、慶俊（法相、華厳、真言宗）による「愛宕、五寺」開山で、
山代から山背にかけた山岳での信仰拠点が整う。
その最後、最澄の山岳修業「一乗止観院」から、山城の地に、平安仏教が展開する。

「神仏習合」発祥
７５２年、聖武天皇・光明皇后（藤原光明子）が東大寺の大仏（盧舎那仏）開眼供養。 南都六宗は

国家を安定させるために信仰する『鎮護仏教』としての性格が強い。 同時に「東大寺」には、宇佐から
八幡神を勧請。 720年隼人の乱以来、八幡神と仏は、宇佐での放生以来、相互関係にある。 神に
祈願し勝利した相手、敗者の霊を鎮魂成仏。 神宮寺の弥勒寺建立。神には仏の守護を求めた。
「東大寺」の鎮守社として「手向山八幡宮」が残る。７７７年八幡神は神で初めて出家、八幡大菩薩へ。

「神信仰と密教」 自然観・宇宙観での共通性
密教： 宇宙の構成要素を「地・水・火・風・空」とし、全てを照らす光（太陽）、「大日如来」を宇宙の真
理（根本）とする。
神道： 恵みと災いの源である森羅万象、特に水をもたらす（自然）神山信仰が起源。 地域・氏族守
護神（氏神）へ、 そこに光（太陽）を頂点とした 「天照大御神」 が伝来し加わる。

「現世利益」 「 観音信仰」による 宗派和合
他の仏教と密教との違いは、「現世利益」即身成仏を目的とすることである。 一方、神道（神道とは、

記紀以降の国家的神概念ですが）も本来は自然を畏敬し恩恵を願うもの。 「現世利益」で共通する。
また自然への信仰、仏性概念は、天台でも 安然・良源「草木国土悉皆成仏 」に至る。

では、密教経典は「『大日経』『金剛頂経』なのに、日本では「法華経」から誕生した「観音経」 観音
菩薩をご本尊とする真言寺院がなぜ多いのか？平安時代以前から、京都周辺 法相宗寺院でも同様。
神山信仰の水・山と関係する山岳修験道の真言密教 「神仏習合」の地では、その傾向が顕著である。
すなわち、そこでは 「現世利益」祈願という共通で、宗派を超えて「観音信仰」が発祥したと考察する。
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大般若経

般若心経

般若経

維摩経

法華経

無量寿経

638年、玄奘三蔵がインドで唯識を
学ぶ帰朝 『成唯識論』訳出編集。
弟子、慈恩大師基（窺基)が 法相宗
開宗。 日本へは662年 道昭が伝播、
奈良時代 にさかんに学ばれ 南都
六宗のひとつに。
興福寺・法隆寺・薬師寺、 清水寺へ

中期大乗経典

３世紀 中観派
龍樹 『中論』
空の思想体系化

初期大乗経典 後期大乗経典

５世紀 唯識派
弥勒 が発祥

無着・世親

６世紀 密教
中期密教 ７世紀

善無畏・金剛智
インドでは仏教衰退
ヒンズー主流に

９世紀初頭、 最澄、空海
真言宗が密教専修、
天台宗は天台・密教・戒律・禅の
四宗相承。 山岳信仰とも結び
修験道など「神仏習合」の主体へ

阿弥陀経

インドにおいて、浄土教の成立時期は、
大乗仏教が興起した時代である。
紀元100年頃に『無量寿経』と『阿弥陀経』 が
編纂され、広く展開。
浄土往生の思想を強調した論書として、
龍樹『十住毘婆沙論』「易行品」
天親（4-5世紀）『無量寿経優婆提舎願生偈』
（『浄土論』・『往生論』）。

しかし、インドでは宗派としての浄土教が
成立されたわけではない。
やがて、古来のバラモン教が、民間信仰と習
合し、ヒンズー教が大勢となる。

観無量寿経

インド 中国 日本

中国、２世紀後半浄土教経典伝播、
５世紀初め慧遠が念仏結社、初期
浄土教主流に。

世親（天親）の『浄土論』（『往生論』）を
注釈した曇鸞の影響を受けた道綽（562
年 –645年）が、『仏説観無量寿経』を解
釈『安楽集』撰述。弟子である善導（613
年 - 681年）が、『観無量寿経疏』撰述、
「称名念仏」を勧める。
「称名念仏」を中心に浄土思想が確立。
しかし中国では主流とはならなかった。

その後、慧日（680年 - 748年）が善導の
浄土教を基盤に、「浄土」と「禅」を並行
して修法することを主張。後、中国の
「禅」の大勢となる 「念仏禅」の源流。

１世紀以降

浄土信仰

５世紀後半～６世紀前半 インドの達磨、中国の慧可が開宗

７世紀 慧能の『説法書六祖大師法宝壇経』見性成仏の教え
９世紀 臨済義玄 臨済宗 洞山良价 曹洞宗
１２世紀末～１３世紀初頭 栄西、道元により、南宋より日本伝来

中国で、 儒教と道教の思想や方法論と融合、中国感性に適合した仏教と
して宋以降は中国仏教の代名詞に、臨済宗、念仏禅が主流。
中国では、元のち、１４世紀 明期には衰退する。 中国共産党 無神論に

禅宗

神仏史 仏教道教伝来 鎮魂、山岳修験から神仏習合へ 現利思想和合思想
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木造弥勒菩薩半跏像（広隆寺）国宝

通称「泣き弥勒」像高90センチ。「宝冠弥勒」
と同様のポーズを取る。
朝鮮半島には現存しないクスノキ材製であ
るため、7世紀末～8世紀初頭の日本製と見
られるが、真相は不明。

木造弥勒菩薩半跏像（広隆寺）国宝

通称「宝冠弥勒」像高123.3センチ。アカマツ
材一木造。聖徳太子が推古11年（603年）秦
河勝に与えた百済からの輸入像。霊宝殿の
中央に安置されている。右手を頬に軽く当て、
思索のポーズを示す。元来は金箔だった。

木造不空羂索観音立像 （広隆寺）国宝
像高313.6センチメートル。霊宝殿に安置。新
霊宝殿が開館するまでは講堂外陣の東北隅
にあった。 奈良時代末～平安時代初期
（8世紀末～9世紀初）の作。
『実録帳』の金堂の項に「本自所奉安置」
（弘仁9年・818年の広隆寺の火災以前から安
置されていた、の意）として7体の仏像が列挙
されているが、そのうちの「不空羂索菩薩檀
像」とあるものに該当する。

【参考】 （広隆寺）国宝
平安時代初期、9世紀の作。
木造千手観音立像 国宝
像高266.0センチメートル。霊宝殿に安置。新
霊宝殿が開館するまでは講堂外陣の西北隅
にあった。もと講堂に安置され、現在は霊宝
殿に安置。

銅造釈迦如来坐像（蟹満寺） 国宝

本堂の中央に高さ２メートル程の大きさで
堂々と鎮座されている。螺髪のない坊主頭や
手の指と指の間の水かき（曼網相）が特徴。
蟹満寺では、国宝仏を息がかかるほど身近
に眺めることができる。

木心乾漆十一面観音立像（観音寺）国宝

像高183センチの等身大の木心乾漆像。奈良時代
８世紀の作品。

奈良聖林寺にある十一面観音の模作とも言われ
るが、一回り小さく女性的である。平安時代の華
やかさを今に伝える。

薬師三尊像（高山寺） 重要文化財

乾漆薬師如来坐像－奈良時代末期の作。元来は薬師三尊像の中尊で
あった。両脇侍像は明治時代に寺外に流出し、日光菩薩像は東京国立博
物館、月光（がっこう）菩薩像は東京藝術大学大学美術館に所蔵されてい
る。これら三尊像は古くは丹波（現・京都府亀岡市）の金輪寺に安置されて
いた。



「 日本書紀 」の 仏像記載
欽明天皇（継体天皇嫡子）に、百済の聖明王が、
釈迦像をもたらす 欽明天皇13年 (552年)

主説:戊午年 538年仏教公伝 （548年説有り）

「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」

587年 丁未の乱「崇仏派」勝利

飛鳥仏教 592～710年

用明天皇2年（587年） 蘇我馬子建立発願

法興寺（蘇我氏寺） のちの飛鳥寺
本尊 釈迦如来（飛鳥大仏）
推古14年（606年） 日本書紀より
主説： 日本最古仏 609年
奈良へ分離移築後、元興寺・・・弥勒像

『三経義疏』 聖徳太子 注釈書 611～615年

『法華経』 観音菩薩 『勝鬘経』『維摩経』

法隆寺 本尊623年 伝607年

百済大寺（初の官営）（ 高市大寺）→大官大寺
舒明天皇11年 （639年）
起源は、聖徳太子が今の奈良県大和郡山市
に建てた 熊凝精舎（くまごりしょうじゃ）

旧本尊 釈迦如来像（金堂）

山階寺 669年
飛鳥に移築後は 厩坂寺（うまやさかでら）

川原寺 670年頃

薬師寺 680年 當麻寺 681年

奈良仏教 710～794年

南都七大寺 ＊ （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院 ）

法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊

元興寺（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅
大安寺 （＊＊ 大官大寺）十一面観音（本堂）
薬師寺 （＊＊） 薬師如来像 （金堂） 法相宗
興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏 釈迦如来 （金堂）
法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）釈迦如来 （金堂）

『国分寺・国分尼寺建立の詔』 741年

新薬師寺 747年 薬師如来像 （本堂）
東大寺＊ 752年 盧舎那仏 華厳宗
唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）

盧舎那仏（釈迦の本地仏）
西大寺＊ 765年 釈迦如来 （金堂）

中宮寺
７世紀前半、
一説に
推古天皇15年（607年）

木造菩薩半跏像
本尊。飛鳥時代の作。像高

132.0cm（左脚を除く坐高は
87.0cm）。広隆寺の弥勒菩薩
半跏像とよく比較される。

寺伝では 如意輪観音。

当初は弥勒菩薩像として造立
されたと説有り。

「天寿国繍帳残闕」
聖徳太子一族の伝記

観音信仰の系譜
山岳信仰との合流

独尊像としての 観音信仰
「山背」での寺院起源・創建

釈迦如来
薬師
如来

阿弥陀
如来

法隆寺

薬王
菩薩

薬上
菩薩

金堂 推古31年（６２３年）

日本初の出家者は女性である。飛鳥時代の帰化人・司馬達等（しばたっと）
の娘・嶋。584年（敏達天皇13年）高句麗から渡来した僧恵便（えびん）に師事し
て出家、善信尼と名乗った。

同年、蘇我馬子が邸宅内に百済から請来した弥勒仏の石像を安置した際、
弟子となった恵善尼・禅蔵尼とともに斎会を行ったと伝えられる。

６世紀末～７世紀初頭、日本最古の （尼） 寺である 豊浦寺 が営まれた。

古来、神につかえて呪術的な能力をもつ人間には女性が多かった。
祭政一致だった邪馬台国でも、神や精霊の声を聞く
ことができる卑弥呼が女王として存在した。
仏を神と同じ範ちゅうで理解していたとしたら、
シャーマニズムの一環として、『蕃神を祭るのは
女性の仕事』と考えたのかもしれない。

飛鳥時代
～和銅3年（７１０年）

観音菩薩立像
夢殿

救世観音
聖観音立像

大宝蔵院
百済観音
九面観音
夢違観音

（以上赤文字 国宝）

この時代には、泰澄 大宝2年（702年）
文武天皇から鎮護国家の法師
に任じられ、山背山岳開山

722～794年
（松尾大社）嵯峨野開発

葛井寺（行基 観音？）のち法輪寺
（嵯峨野）

正法寺 （岩間山 山岳・観音）

長谷寺 （山岳・観音） 大和

御室戸寺（山岳・観音） 宇治市

現在の三室戸寺 光仁、花山、白河三帝の

離宮になったため、平安時代末期に改称

鞍馬寺/ 高山寺起源（山岳修業）

清水寺起源（山岳・観音）

大宝年間 （701 - 704年）
山岳信仰の影響

役小角（ 修験道の開祖 ）、

雲遍（泰澄上人 ）による 愛宕開山

月輪寺起源 （創建781年）
千手観音 本尊 （平安初期）
十一面観音、聖観音

600年前後 聖徳太子の影響
（ 574～622年）

頂法寺 (六角堂） 如意輪観音
八坂寺（法観寺） 如意輪観音御告げ
蜂岡寺（広隆寺） 弥勒菩薩

天智天皇 大津京 音羽山重視・権現社参拝

法厳寺（ほうごんじ）起源（山岳・観音）

行基 泰澄より「神仏習合」を学ぶ。
八幡信仰を創設 東大寺大仏建立に宇佐八幡宮より守護神勧請(手向山八幡宮）
和銅6年（713年） 文武天皇の母 元明天皇の勅願、五穀豊穣、産業興隆を祈願する
嵯峨野に葛井寺（かどのいでら）建立 （現 法綸寺 本尊 虚空蔵菩薩）

虚空蔵菩薩の典拠「虚空蔵求聞持法」 の伝来が道慈７１８年。また同時期の、同じ法相宗、

観音寺、金蔵寺も観音菩薩であることから 「創建当時は、本尊 観音菩薩」と推定。
行基創建 725年 葛井寺（大阪 藤井寺）も、十一面千手千眼観世音菩薩（国宝）である。

神仏史 仏教公伝から 奈良仏教における 伽藍（信仰）主体と 観音信仰の関係

金堂
薬師三尊像

講堂
弥勒三尊

薬師如来

日光菩薩（慈悲）月光菩薩（智慧）

薬師寺 （６８０年）

天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京
（奈良県橿原市城殿〈きどの〉町）の地に造営開始、
平城遷都後の８世紀初めに現在地の西ノ京に移転
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弥勒如来
将来の釈迦後継者

唐招提寺
伽藍配置

講堂

金堂 奈良時代 ８世紀末

千手観音
阿弥陀の

慈悲を実践

盧舎那仏
釈迦如来を

送りだす存在

薬師如来
現世苦悩
の救済

金堂

外側 東院堂
聖観音立像

東大寺

盧舎那仏
大仏

天平勝宝4年（７５２年）

蘇我氏は、神とは別の信仰、権威を必要とした。
なぜなら、大伴氏や物部氏などが持つ軍事力や、中臣
氏の伝統的な神事・祭祀権限は蘇我氏に無く、その弱
点打開策を皇室との姻戚や、仏教に求めた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shakyamuni_Triad_Horyuji2.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Plan_pf_Yakushiji_Temple.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Vairocana_Tosyodaiji.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NaraTodaijiDaibutsu0212.jpg
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聖林寺

叡福寺 當麻寺

唐古鍵遺跡

纏向遺跡

大神神社

山階寺跡

薬師寺
唐招提寺

元興寺

法隆寺

大安寺

興福寺

法華寺

新薬師寺

東大寺西大寺

聖林寺

叡福寺 當麻寺

唐古鍵遺跡

纏向遺跡

大神神社

山階寺跡

薬師寺
唐招提寺

元興寺

法隆寺

大安寺

興福寺

法華寺

新薬師寺

東大寺西大寺

飛鳥仏教 592～710年

法興寺（蘇我氏寺） のちの飛鳥寺 用明天皇2（587)年

蘇我馬子建立発願

本尊 釈迦如来（飛鳥大仏）
推古14年（606年） 日本書紀より 主説： 日本最古仏609年
奈良へ分離移築後、元興寺・・・弥勒像

四天王寺 ５９３年 創建開始

『三経義疏』 聖徳太子 注釈書 611～615年
『法華経』 観音菩薩 『勝鬘経』『維摩経』

法隆寺 若草伽藍 本尊623年 （伝607年）

６２２年 聖徳太子没

百済大寺（初の官営）（ 高市大寺）→大官大寺天武天皇6 （677）年

舒明天皇11（639）年創建 起源は聖徳太子 熊凝精舎（郡山）
旧本尊 釈迦如来像（金堂） のちに大安寺

６４１年 蘇我石川麻呂 山田寺 建立開始
６４３年 蘇我入鹿が山背大兄王一族襲撃、 法隆寺で自害
６４５年 乙巳の変 藤原鎌足 中大兄皇子 蘇我入鹿を討つ。
６４９年 蘇我石川麻呂中大兄皇子により山田寺金堂前で一族自決
６６３年 白村江の大敗

山階寺 669年 中臣鎌足夫人 飛鳥に移築後は 厩坂寺

川原寺 670年頃 天智天皇による母、斉明天皇鎮魂
崇福寺、観世音寺も発願

670年 法隆寺 若草伽藍焼失
橘寺 680年までに建立 （四天王寺式または山田寺式）
薬師寺 680年 天武天皇 法相宗 道昭、義淵
當麻寺 681年 当麻氏寺 浄土の地
岡寺 600年代末 法相宗 義淵
法隆寺 700年初頭 再建開始

都宮の地の意味 磐余玉穂宮（いわれのたまほのみや）考察

継体天皇は、山背近辺三宮変遷のあと526年、磐余玉穂宮に入った。
天皇出自の淡海（滋賀）を本拠とする息気氏、長足姫尊（神功皇后）、
その曾孫の履中天皇が都とした磐余稚桜宮（いわれのわかざくらのみ
や）も同地を選んだ。 垂仁天皇、景行天皇時代の纒向之日代宮と
対照し、三輪山の近隣、仰ぎ見る場所を選んだとの解釈が正しいと考
える。（まだ、飛鳥集落や藤原京ができる前である）

継体天皇のあと、欽明天皇、敏達天皇も最後は三輪山の西南方面
そばに都を置いた。 出自に不安を残す継体皇統は、伝統の神である
大国主の和魂、大物主神に力を借りたかもしれない。 古代神、氏族
を重んじた敏達天皇の始めの皇后 広姫 は、息長真手王の娘である。

推古天皇が飛鳥で初めて都とした豊浦宮は、我が国初の寺で尼僧、
豊浦寺の旧地。 丘陵が隔たり三輪山は仰ぎにくい。
そこは蘇我氏の本拠の地で、徐々に神、皇臣から遠ざかる。
馬子により、遠ざけられたのかもしれない。
しかし、この近辺、飛鳥坐神社は、大国主の子、事代主神たちを祀る。
この地の選択は、和合の決着。 しずかに神仏習合は近づいている。

事代主神と、大物主神だけが、統率する神、首渠（ひとごのかみ）と
され、建御雷神（日本書紀では経津主神が同行）から国譲りの交渉を
受け、初めに決断した神である。 仏に対しても寛大であったかもしれ
ない。 名前の「コトシロ」は「言知る」の意で、託宣を司る神。
古代では、「言（言葉）」と「事（出来事）」とを区別していなかった。

大国主の子とされているが、元々は出雲ではなく大和の神の伝承も
ある。 国譲り神話の中で出雲の神とされるようになったとされる。
元々は葛城の田の神で、一言主の神格の一部を引き継ぎ、
託宣の神の格も持つようになったとの伝承もある。
このため、葛城王朝において事代主は重要な地位を占めて
おり、現在でも宮中の御巫八神の一つになっている。
葛城には、事代主を祀る鴨都波神社（御所市）があり、
賀茂神社（上賀茂神社・下鴨神社）のような全国の鴨（賀茂・
加茂など）と名の付く神社の名前の由来となっている。

磐余玉穂宮磐余玉穂宮

飛鳥近辺の寺社

百済大寺跡

大官大寺跡

山田寺跡

飛鳥寺
川原寺跡

新益京
（藤原京）

飛鳥坐神社
豊浦宮

橘寺

薬師寺

岡寺

大和から西方浄土の地

叡福寺北古墳には、聖徳太子
とその母・穴穂部間人皇女、太
子の妃・膳部菩岐々美郎女が
眠っているとされている

記紀所見の「都宮」 比定地 三輪山 から 飛鳥

纏向遺跡

磐余玉穂宮

三輪山

鴨都波神社

高鴨神社

鴨都波神社

高鴨神社

秋津遺跡

飛鳥板蓋宮

磐余
玉穂宮跡

鐸鈴
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鎮魂と 怨霊

<   法隆寺と天満宮 >
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飛鳥は、今日まで続く 仏教の日本的解釈、活用と、そして 国防・国家意識発祥の時代である。 崇峻天皇5年（592年）推古天皇即位、飛鳥豊浦宮から元明天皇期の和銅3年（710年）までを示す。
その前は、古代から続く神への信仰を背景にした首長権威の時代であった。 箸墓古墳、神功皇后、応神天皇から始まる大和の首長を、大型古墳として表現した約３５０年間。 のちに記紀では、冒頭
で神話とつながり、史実に変化していく 神の時代 である。 また中国や朝鮮半島の戦乱の関係で多くの渡来人を受け入れ、後期には継体天皇の皇子、欽明天皇の時に 仏教が公伝した。
飛鳥の次は、平城京、一般には奈良時代。 元明天皇から桓武天皇の遷都までの間、仏教と国家制度としての律令政治が、我が国の内部で変化を始める。 神仏習合と土地所有についての墾田永
年私財法である。 平安京において、「神仏習合」は神像、特に神社建築に影響、「墾田永年私財法」は荘園の拡大に繋がり、律令制度の崩壊や 貴族と武家の勢力交代 にまで遠因する。

古墳と奈良時代の狭間にある飛鳥時代は、白村江での大敗を経験し、危機意識からも国家としての内制を整える時である。 そして、神仏共存の模索の時である。
この時代、まず神の坐ます場所や祀る者が整えられた。 日本書紀は、斉明天皇5（659）年、出雲国造に命じて「神之宮」を修造させた、と記する。 天武天皇期には、伊勢神宮の斎宮を制度化した（壬
申の乱の戦勝祈願の礼 『扶桑略記』）、以後、南北朝時代まで続く。 また上賀茂神社造営も天武天皇7（678）年である。 では仏教、仏についてはどうか？

本来、仏教はこの世において、苦から脱却する修業、悟りをとく教えである。その延長に、煩悩を克服した先の浄土という夢を説いた。 浄土への注目も、仏教がインドから中国に伝わったあとのこと。
だが、それは、自分自身がおこなう「空」の認識、そして「自分で観想する浄土」であった。 ここで重要なことは、我が国で根付いた「他者の鎮魂」「自らの氏寺、先祖供養」とは違うということである。
５００年代中頃とされる公伝から間もない日本、飛鳥時代の仏教において、「自分で観想する浄土」から、「他者の鎮魂」、「自らの氏寺、先祖供養」に拡大、定着する。 そして仏教としての「先祖供養」
は江戸時代の檀家制度から民衆に普及し、現代に伝わる「仏壇」にまで繋がる。平安時代の貴族の持仏堂や、室町時代、浄土真宗の蓮如が布教で配布した「南无阿弥陀仏」の掛軸も、仏壇普及の起
源とされる。自ら関与した死者には「鎮魂」、病などで倒れた身内には「（回復祈願）供養鎮魂」を求める思い。この信仰、思想こそ、日本的な仏教解釈の変容、拡大である。それは何がもたらしたか？
それまでの神、自然の精霊、祖霊・皇祖霊の殯（モガリ）、穢・禊、魂振など 魂の「循環思想」 だと考える。 神における皇祖神、氏神の思い、信仰が、仏にも氏寺を誕生させる。
その背景には、神の変遷がある。 農耕・漁撈・狩猟に関わる田の神、そして祭司、支配のための神、朝鮮半島や反倭勢力に対抗し、争乱から誕生した宇佐の八幡神。戦いの神への変遷・拡大である。
その戦う神が誕生した時、神の概念は、自然世界を前提とする古代の精神から、徐々に現実的、具体的な役割に移行した。 （古墳時代、熊襲・三韓征討の神功皇后、戦勝祈願から７１０年隼人の乱）

（他者の）「（怨霊）鎮魂」については、物部守屋死後の四天王寺、聖徳太子の死後に再建された法隆寺。 蘇我倉山田石川麻呂の死後に完成した山田寺も天智天皇2年（663年）塔の建設開始され、
同様に「怨霊鎮魂」だが、孫の持統天皇による「供養鎮魂」の意義もある。別名も 「浄土寺」 とされる。 これらは いずれも「(怨霊) 鎮魂」草創期の寺院である。 宇佐八幡などの神宮寺に繋がる。

「自らの氏寺、先祖供養」は、蘇我氏の「法興寺」（のちの飛鳥寺）から始まり、宗派の本山などは別として、しだいに この目的が寺院創建の主になっていく。京都 「広隆寺」も同様である。『書紀』によ
れば、推古天皇11年（603年）聖徳太子拝領の仏像を拝みたてまつるため、『広隆寺縁起』『広隆寺資財交替実録帳』縁起では、推古天皇30年（622年）同年「死去した聖徳太子供養のために、秦河勝
が「蜂岡寺」として建立された」ともあるが、秦氏の氏寺となった。天智天皇も、母 斉明天皇の鎮魂供養のため、 668年「崇福寺」、 670年頃の「川原寺」、そして671年までに大宰府の「観世音寺」を建立
発願したとされる。 「山階寺」は、本来、神事・祭祀を司る中臣氏、その鎌足の病に際し、669年夫人が建立した。天武天皇元年（672年）藤原京に移り、地名から厩坂寺に、平城京では法相宗「興福
寺」、藤原氏の氏寺となる。 藤原氏の仏教支配の起源となる寺院は、この飛鳥時代に起源する。 また、当麻氏氏寺の「當麻寺」がある。

白鳳14年（西暦685年）3月27日、天武天皇が「諸国の家毎に仏舎（ほとけのおおとの）を作り、乃ち仏像
（ほとけのみかた）及び経を置きて以て礼拝供養せよ」との詔を出した。今の「仏壇」 草創起源となる。

自然 の 法則 ・ 力

釈迦の空

循環思想 現利思想和合思想

空諦 中諦 仮諦

中国 天台智顗 の 「三諦円融」

この世の実相 全てが「空」である。 龍樹 は「無自性」（無我・空）とした

無常・輪廻

仏教思想の整理

日本では、釈迦の、この世全てが「空」である とする仏教元来の思想より、天台智顗 「三諦円
融」の 現実的思想の方が適合、その結果、仏教が定着、神仏習合した。 空海の真言密教、

浄土宗の口称念仏、日蓮宗の立正安国論、町衆の法華門徒が誕生した理由でもある。

幽玄・調和 写実・日常

自然共生・原生思想

中国的
現実主義の反映？

③ 日本的仏教解釈・活用

智顗の説を受け
継ぎ法華経を中
心としつつ、禅
や戒、念仏、密
教も要素とした。

自身

上座部

① インド・中国

② 日本での適合

循環思想 現利思想和合思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

日本文化の特性
基本原理 の 体系より

自然神 （山・海・水）

祖霊信仰 （先祖が自然神）
首長霊信仰 （特定の先祖神）

精霊信仰

田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

仏教
輪廻 概念
悟り 成仏

放生会

海神 （ 宗像神・住吉神 ）

山神 （ 大山咋神 など ）

平安以降

鎮魂仏の役割

薬師如来
観音菩薩

現利仏の役割
阿弥陀如来

浄土

氏寺

先祖供養

氏神

７００年代
山岳修験、法相宗では
現世利益を求める

仏への期待
循環と現利の均衡調和

飛鳥

古墳

奈良

神仏習合
役割分担

弥生

縄文時代 自然共生・原生思想
空諦

中諦 仮諦

仏壇

鎮護・護国

戦神 （宇佐八幡神）

神の役割

御霊会

浄土信仰 浄土宗 薬師 観音信仰 法華経

神仏史 飛鳥時代の 歴史的意義 日本的仏教の 解釈 「現世の空」から 「前世・来世の魂循環の空性」へ 鎮魂、先祖供養・仏壇

他者も

大乗

マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月
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「放生の儀式」について、 『聖徳太子伝暦』は、敏達天皇の7（578）年に六斎日に殺生禁断を畿内に令したり、推古天皇19（611）年に聖
徳太子が天皇の遊猟を諫したと伝える。 天武天皇5（677）年8月17日、諸国へ詔を下し放生を行わしたと日本書紀に記される。 『続日本
紀』天平勝宝３ （751）年、聖武天皇の時代には放生により、病を免れ寿命を延ばすとの意義が明確にされた。

「浄土信仰起源」として、経典の伝来、講経や仏像、仏画が、６００年から７００年にかけて記録されている。
慧隠（えおん）は遣隋使として、推古天皇16（608）年、小野妹子に従って学僧の旻（みん）、南淵請安らと共に渡り、31年間の留学。 推古
天皇30（622）年の太子没後、舒明天皇11（639）年に帰朝、「無量寿経」を招来した。 舒明天皇 640年 厩坂宮に阿弥陀如来を安置し、無
量寿経講経。 また、孝徳天皇 652年の難波長柄豊碕宮 内裏でも無量寿経を講経した、と「日本書紀」は伝える。

道昭は、白雉4（653）年、遣唐使として、玄奘三蔵に師事して法相教学を学んだ。 斉明天皇7（661）年頃に帰朝、「観無量寿経」と、当時
まだ存命であった善導の注釈「観無量寿経疏」と道綽の注釈「安楽集」、そして「阿弥陀経」を我が国にもたらした。 飛鳥寺一隅に禅院を
建立して住み、日本法相教学の初伝となる。 679年、天武天皇の勅命で 往生院(泉南市)建立。 晩年は全国を遊行、土木事業を行った。

その間、 622年の太子没に際し、妃の橘大郎女の願による「天寿国曼荼羅繍帳」（中宮寺所蔵）、太子の往生世界を紡いだ現存、日本
最古の刺繍である。竹内理三 著「寧楽遺文」(ならいぶん)は、当時の文書から、斉明天皇４（658）年と翌年、金剛阿弥陀仏像の存在と、
現生福徳と恒生浄土、亡者菩提の祈願の様子を記録している。
７００年初頭の再建と考えられている再建法隆寺、その金堂壁画の「阿弥陀浄土図」。 天平５（733）年没の光明皇后の母、橘夫人の持

念仏は阿弥陀三尊と、阿弥陀・浄土への思いは顕著になってくる。
興福寺では、その資材帳に、淳仁、光仁、桓武期の阿弥陀・観音造像増加を記録、天平宝字４（760)年光明皇太后法事で、阿弥陀仏

に追福祈願され、「称讃浄土経」が二千枚近く写経された。
『続日本紀』によれば、法華寺内に、天平宝字3年（759年）に建立された、丈六の阿弥陀三尊像を本尊とする阿弥陀浄土院で、天平宝

字5年（761年）、光明皇太后の一周忌が営まれている。 阿弥陀仏への礼拝は毎年の法要で継続され、また全国の国分尼寺に阿弥陀三
尊像を祀らせた。 これら一連の記事は光明皇太后や当時の阿弥陀、欣求浄土の信仰を充分に裏付ける。 正倉院文書からも、平城京
での阿弥陀経、無量寿経の経典書写が増加、写経された経典の中で最多であると伝える。

この時代、元興寺智蔵に師事した三論宗の智光がいる。 浄土信仰と三論宗は、共に龍樹の「十住毘婆沙論」「易行品」に源流する。
中国三論宗の吉蔵も「無量寿経」など浄土関係経典を撰している。 智光は、曇鸞の「浄土論註」、世親の「浄土論」を註釈した「無量寿経
論釈」などを著述し、のちに平安浄土信仰において、良源、源信「往生要集」などに引用され、我が国の観想念仏の典拠となった。学友
頼光の阿弥陀仏の浄土往生の夢告で浄土信仰に入り、その様子を描いた智光曼荼羅は、元興寺の極楽坊に所蔵されている。

法相宗からは、善珠が「無量寿経」註釈など多くの著述を残している。善珠は、養老7（723）年から延暦16（797）年に生き、玄昉に師事し
て法相・因明に通じた。793年（延暦12年）比叡山文殊堂供養の堂達を、翌794年（延暦13年）には延暦寺根本中堂落慶の導師をつとめた。
796年（延暦15年）桓武天皇の命により故物部古麻呂のための法華経供養の導師となり、平城から平安に浄土信仰を繋いだ。

東大寺阿弥陀院、興福寺・多度神宮寺の「阿弥陀悔過（けか）」の記録もある。 「悔過」は、仏教において、三宝に対して自ら犯した罪
や過ちを悔い改め、同時に利益を得ることを目的とする儀式・法要などの行事で、薬師・十一面観音・吉祥などにも祈願された。
阿弥陀仏への礼拝は、没者の鎮魂に比重しつつ、自己の懺悔、生前からの往生祈願、現世の利益祈願へと、観想による信心を表現した。
慧隠、三論宗の智光、法相宗の道昭や善珠たちは、主として学んだ宗や寺院は違うが、時代が仏に求めてきた鎮魂、浄土への思想を、
経典から撰集し、仏の姿を刻ました。

まさに、神が現利的に武神に比重する中、仏に死者の弔い、鎮魂を求めていく過程である。 その背景には、国内の皇統継承と勢力争
い、物部氏と蘇我氏や藤原氏の抗争、隼人の乱があり、海外とは遣隋遣唐、白村江の大敗の外交から、壬申の乱での再びの国内混乱
がある。 藤原不比等没後は、藤原４兄弟病死、女帝と玄昉、道鏡といった、仏僧の政治問題にまで、仏の存在が高まる。

24神仏史 「 鎮魂」の 仏 発祥 阿弥陀・浄土信仰の 源流 循環思想

「 日本書紀 」欽明天皇（継体天皇嫡子）に、百済の聖明王が、
釈迦像をもたらす 欽明天皇13年 (552年)

仏教公伝 主説:戊午年 538年 （548年説有り）

「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」

587年 丁未の乱「崇仏派」蘇我氏勝利 物部氏衰退

飛鳥仏教 592～710年

法興寺（蘇我氏寺） のちの飛鳥寺
用明天皇2（587)年 蘇我馬子建立発願

本尊 釈迦如来（飛鳥大仏）
推古14年（606年） 日本書紀より 主説： 日本最古仏609年
奈良へ分離移築後、元興寺・・・弥勒像

四天王寺 ５９３年 創建開始

『三経義疏』 聖徳太子 注釈書 611～615年
『法華経』 観音菩薩 『勝鬘経』『維摩経』

法隆寺若草伽藍本尊623年（伝607年）

６２２年、聖徳太子没

百済大寺（初の官営）（ 高市大寺）→大官大寺
舒明天皇11年 （639年）起源は、聖徳太子が 現大和郡山市に
建てた 熊凝精舎（くまごりしょうじゃ） 旧本尊 釈迦如来像（金堂）

６４１年、蘇我石川麻呂 山田寺 建立開始
６４３年、蘇我入鹿による山背大兄王一族襲撃、 法隆寺で自害
６４５年、乙巳の変 藤原鎌足 中大兄皇子 蘇我入鹿を討つ。
649年 蘇我石川麻呂 中大兄皇子により山田寺金堂前で一族自決

663年 白村江の大敗

山階寺 669年 中臣鎌足夫人 飛鳥に移築後は 厩坂寺

川原寺 670年頃 天智天皇による母、斉明天皇鎮魂
崇福寺、観世音寺も発願

薬師寺 680年 天武天皇 法相宗 道昭、義淵

當麻寺 681年 当麻氏寺 浄土の地

法隆寺 再建 700年初頭再建開始

奈良仏教 710～794年

南都七大寺＊ （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院 ）

法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊

元興寺（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅
大安寺 （＊＊ 大官大寺）十一面観音（本堂）
薬師寺 （＊＊） 薬師如来像 （金堂） 法相宗
興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏 釈迦如来 （金堂）
法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）釈迦如来 （金堂）
７２０年、藤原不比等没
740年（天平12年）大宰府赴任に不満した藤原広嗣が挙兵

『国分寺・国分尼寺建立の詔』 741年

法華寺 745年 十一面観音（本堂）光明皇后

759年 阿弥陀浄土院
新薬師寺 747年 薬師如来像（本堂）
東大寺＊ 752年 盧舎那仏 華厳宗
唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）

盧舎那仏（釈迦の本地仏）
西大寺＊ 765年 釈迦如来 （金堂）

神が自然神から祖霊神、皇祖神となり、武神に比重していく状況下、
その神の禊、神力に祈願して犠牲となった人々への鎮魂者を求めた。
荒魂が主となった神にはその役割は期待しづらい。

では、鎮魂を担うことができ、祟らないものは何か？
当時、その聖徳太子や蘇我氏によって我が国に浸透した仏である。
その証として「放生の儀式」 「浄土信仰起源」の記録 がある。

ではなぜ、人々は鎮魂をもとめたのだろうか？ それは、古代からの魂
再生循環の思想が継承されていたからである。 やがて、インドや中国では
仏教、浄土信仰は衰退していくが、我が国で定着、浄土宗派として近代まで
継承された理由、それは、古代からの「循環思想」が基礎に存在したからだ。
「文化思想原理」の中で、重要な「循環」は、新たに渡来した仏が担う。

わが国最古 阿弥陀三尊像「山田殿像」
東京国立博物館 所蔵 ６００年代作

左右脇侍の宝冠にそれぞれ観音を示す化仏
と勢至を示す水瓶が表わされる。 中国の北
斉から隋にかけての仏像の様式、像全体の
もつ大らかで瑞々しい気分は白鳳彫刻の本
領。台座背面に刻まれた「山田殿像」銘から、
蘇我倉山田石川麻呂や山田寺との関連が想
起されるが不明、しかし関係を否定するもの
は無い。



25日本的仏教 神仏習合 「 鎮魂」の仏 に対し「戦う神」 そして「怨霊 」「御霊」の神 への 系譜

聖徳太子の建立と言われる寺院は多いが、確実なものは二寺とする説もある。 その、四天王寺 と 法隆寺 について考えてみたい。
その二寺には、共通する目的と、信仰・思想があると考える。 それの手掛かりは、時代を遡れば、古代のハレ・ケ 穢・禊、タマ・モノ 、殯（モガリ） 魂振に表現された「循環思想」にある。 そして、
時代を進めれば、７００年代から歴史に登場する神仏習合であり、その霊魂信仰への思いは、天武天皇5（677）年を初見とする「放生会」（日本書紀）。 そして平安時代 貞観５ （863）年、神泉苑での
「御霊会」、今日まで、祇園祭、上御霊神社と下御霊神社、北野天満宮にまで伝わる 「怨霊鎮魂」 である。

法隆寺建立（再建）の目的、「鎮魂」は、梅原猛の「隠された十字架」に詳しい。 その結論は、６４３年、蘇我入鹿による襲撃、法隆寺で自害した太子の子、山背大兄王一族に対する 敏達天皇の皇
族と藤原一族による鎮魂、怨霊封じとする。 山背大兄皇子一族襲撃において蘇我氏主導を疑問視し、事件の背景に、軽皇子（のちの孝徳天皇）と、実行者として側近の巨勢徳太、そして藤原氏自身
の「藤氏家伝」で、軽皇子と親しい交流を記し、政治顧問でもあった藤原鎌足の関与を指摘する。 この悲劇で、用明天皇の子、聖徳太子の系統は断絶した。

推古天皇の皇位継承で、山背大兄王に勝ったのは、蘇我蝦夷と強い姻戚関をもっていた田村皇子、舒明天皇であった。 その皇后、皇極天皇の皇位継承をめぐり、また、山背大兄王に対抗し蘇我氏
は古人大兄皇子を擁立しようとし、そして事件が勃発した。 のちに皇極天皇が斉明として重祚し、あとを継いだのが、舒明天皇との間に誕生していた中大兄皇子である。 ３１才の中臣（藤原）鎌足
とともに、６４５年、乙巳の変で蘇我入鹿を討った、まだ１９才の皇子、のちの天智天皇である。 その変は、山背大兄王一族の事件から間もない２年後のこと。 二つの重大事件が短期間に連続したこ
とも、最終的な勝者が両方に関わっていた証である。 結果として、敏達皇統、孝徳天皇が即位し、中大兄皇子と藤原氏族が興隆することになる。 常識的には、年長者の鎌足主導に異論は無い。

６２０年頃の「若草伽藍」と呼ばれる太子建立の法隆寺が、６７０年に焼失。 ７１１年、中門に仁王像完成を記録する法隆寺、その再建法隆寺が、実は 「鎮魂」のために建立されたことは、当時の神
仏の役割分担、寺院建立の目的から判断すると明白である。 また、若草伽藍と同じ時期、５９３年創建開始の「四天王寺」も、「鎮魂」が必然となる。誰のための鎮魂かが問題で、戦勝御礼ではない。
寺院名称の由来でもある四天王像以外に、「太子伝古今目録抄」所引の「大同縁起」によれば、推古天皇３１年（624）大唐将来の阿弥陀三尊が伝えられたといい、これを当初の本尊とする説もある。

古事記からも判るように、神信仰は自然への畏敬・恩恵が発祥、山・海・水にあり、そして太陽と系統すると物語された氏族、首長霊に変貌した。 そのあと、朝鮮半島や反倭勢力に対抗し、争乱か
ら誕生した神が、宇佐の八幡神である。 宇佐八幡宮には、海神、宗像三女神とされる比売神（ひめがみ）に加え、三韓征伐に語られる神功皇后、その闘争の中で誕生したとされる応神天皇に由来す
る八幡大神が祀られる。 縄文から弥生時代にかけた農耕・漁撈・狩猟に関わる神、そして祭司、支配のための神、その次に求められた戦いの神への変遷・拡大
である。その戦う神が誕生した時、神の概念は、自然世界を前提とする古代の精神から、徐々に現実的、具体的な役割に移行した。

循環思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然 恩恵
天候・天災

怨霊・祟り・地獄 排他・排斥 村・族 統制排除 一揆負の反応

和合 と 創造

日本文化の特性 基本原理 の 体系より

自然神 （山・海・水）

祖霊信仰 （先祖が自然神）
首長霊信仰 （特定の先祖神）

精霊信仰

田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

仏教
輪廻 概念
悟り 成仏

放生会

海神 （ 宗像神・住吉神 ）

山神 （ 大山咋神 など ）

７２０年
隼人の乱

山背大兄王一族の悲劇のあと、神信仰と関係がある 禊や祓も行われたかもしれない。
日本書紀で、「祓」は、その孝徳天皇紀に一度、そしてもう一つのクーデター壬申の乱の
あと 天武天皇紀にも見られる。 だがしかし、神は祟る可能性がある。

では、祟らないものは何か？ 当時、その聖徳太子や蘇我氏によって我が国に浸透し
た仏である。 その証として「放生」の概念、記録がある。
敏達天皇の7年（578年）に六斎日に殺生禁断を畿内に令したり、 「聖徳太子伝暦」は、
推古天皇19（611）年に聖徳太子が天皇の遊猟を諫したと伝える。
さらに、天武天皇5年（677年）8月17日には、諸国へ詔を下し放生を行わし『日本書紀』、
聖武天皇の時代には放生により病を免れ寿命を延ばすとの意義が明確にされたとする。
『続日本紀』天平勝宝３ （７５１）年。

まさに、神が現利的に武神に比重する中、仏に死者の弔い、鎮魂を求めていく。
文化思想原理の中で、重要な「循環」は、新たに渡来した仏が担うことになった。

では、四天王寺はどうか？ 創建開始は５９３年、既に仏への鎮魂期待は始まっている。
５８７年、仏教を巡って物部氏、中臣氏を討った蘇我氏、聖徳太子、しかし５７４年誕生の
太子はまだ１３才にすぎない。 蘇我氏の母系であったため、太子の本意は隠された。

古代から続く物部氏、古事記では、瓊瓊杵命よりも前に天孫降臨したとされる饒速日命
を祖先と伝えられる、河内本拠の軍事部民、倭では、石上神社を祭祀。 ５０７年、継体
天皇即位や、５２８年 磐井の乱鎮圧で活躍したを物部麁鹿火（あらかひ）を一族に持つ、
歴史ある貢献者である。

その物部氏の尾興や、中臣鎌子、中臣勝海（中臣氏は神祇を祭る氏族）を中心とする
排仏派が蘇我氏に討たれた。 その時、中臣勝海は、敏達天皇の皇子 押坂彦人大兄皇
子の像と竹田皇子の像を作り呪詛したとされる。押坂彦人大兄皇子については謎が残る。

神に本拠する物部氏に対抗するため、新しい価値観である仏教を推進し、皇統に外戚
関係を進めてきた 新興の蘇我氏の闘争である。 そして、古代豪族の息長氏広姫を皇后
とした敏達天皇は、神道派であり、用明天皇は蘇我氏母系の崇仏派である。 蘇我氏や
用明天皇の孫、山背大兄王一族を討つ動機は、神道派中臣氏に隠されていた。

つまり、崇仏派蘇我氏によって討たれた神道派中臣氏が、山背大兄皇子一族襲撃の背
景にいながら、蘇我氏を単独犯とした。その成敗大義も借りて中臣氏の 鎌足が逆襲した。

人神 （天満宮）

平安時代

平安京では、寺院建立は制限された。
不慮の死者 怨霊鎮魂の神社、禊祓で無病息災を願う祭りが発祥。
菅原道真の怨霊鎮魂には、多数の神を許す神社が適した。
御霊神社、天満宮など、怨霊鎮魂は神社で公となる。

鎮魂 鎮護・護国

神の役割
比重変遷

戦神 （宇佐八幡神）
↓

武神 （石清水八幡神）

仏の役割

薬師如来
観音菩薩

現利仏の役割
阿弥陀如来

神仏習合 役割分担 神の役割

御霊会

神の役割 鎮魂
浄土

疫神

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



26神仏史 「 鎮魂」の 仏 四天王寺と 法隆寺 「怨霊」神 天満宮

延喜2年(904年) 防府天満宮 延喜19年(919年)大宰府天満宮 天暦元年(947年) 北野天満宮

神道派の敏達皇統、物部氏と中臣氏、 対抗する用明皇統と、その外戚関係を持つ蘇我氏の仏教推進派。 物部守屋、山背大兄王一族、蘇我入鹿の死の影には、中臣氏の思惑が隠されていた。
その闘争の中で、仏教に学び十七条憲法の「和」に努めようとした聖徳太子は、「四天王寺」と、６７０年に焼失した「若草伽藍」と呼ばれる法隆寺に何を表現、求めたか？
また、その四天王寺と、再建後の法隆寺に共通する動機、目的は何か？ 四天王寺の本尊は救世観音であって四天王ではない。末法思想の時代に入ると、四天王寺を中心に霊場化が進み、救世観
音信仰は次第に浄土念仏信仰へと変容していく。 鎌倉時代、親鸞らによって救世観音が和讃や講式に取り込まれ、救世観音信仰は西方浄土信仰と同一視されるようになる。その理由は発祥にある。

四天王寺と若草伽藍の創建目的は、聖徳太子による物部氏たちの怨霊鎮魂と考える。まず四天王寺所在の河内は物部氏の本拠地である。その聖域 太子奥殿と呼ばれ、太子を祀る八角堂が所在
する場所のすぐ東側に物部守屋の祠（ほこら）が伝わる。そこには敗死した守屋の親族、弓削小連、そして中臣勝海連 も合祀されている。 ５８７年、仏教を巡って物部氏、中臣氏を討った蘇我氏、そし
てまだ１３才にすぎない聖徳太子も蘇我氏の母系であるために不本意にも従ったと考える。 隠された太子の本意として、仏による鎮魂のため、５９３年、四天王寺の創建が開始された。「八角堂」の様
式は、すでに唐の中期以降、墓としての形態である。 現に、養老５年(721)、興福寺の八角堂 北円堂は、藤原不比等一周忌に、その慰霊のため、元明太上天皇と元正天皇により創建されている。

二寺に共通する証が、伽藍配置と方向である。それは意味無しに設計されない。例えばのちの天満宮、防府と大宰府、北野は、いずれも西方向に傾斜、「怨霊」を恐れて 都からそむけた方向だ。
法隆寺若草伽藍は、２０度東方を向いていた。 藤原京の南、推古天皇の豊浦宮、小墾田宮の方向である。 その先には太子誕生の地、橘寺もある。 伽藍方向には意味がある。
四天王寺の伽藍配置は、中門、塔、金堂、講堂を南から北へ一直線に配置する、いわゆる「四天王寺式伽藍配置」である。 発掘調査の結果、「若草伽藍」の伽藍配置もまた四天王寺式であった。

目的は、共通する「鎮魂」である。 「若草伽藍」は全焼しているため、その詳細はわからないが、礎石位置から四天王寺と配置は共通。 四天王寺は５９３年創建開始、６０５年に、太子が斑鳩で居住開
始。そして、二寺に同じ鋳型が使われた八葉素弁蓮華紋の軒丸（のきまる）本瓦葺の丸瓦の軒部分に葺く瓦、別名「鐙瓦」（あぶみがわら）から、 同時期の創建であると考えられる。

では、四天王寺と再建法隆寺はどうか？ 二寺とも、２度から３度、東方を向いている。 測量の誤差と考え、少しあとの創建、 680年薬師寺、７５２年東大寺を見るが、真南を向いている。
真南をむけず、わずかに傾斜させた寺院の軸、「鎮魂」の形式を表現しているかもしれない。 その後、四天王寺には、浄土信仰が大きく習合していく、「鎮魂」とは関係が深い。
再建法隆寺の伽藍配置は、搭、金堂が横に並ぶ。 ６２２年、太子没。 その後、他者によって設計され建築、７１１年、中門に仁王像完成となる。 藤原氏の興福寺創建開始は、同じ頃の７１０年。
再建法隆寺と同じく 搭と金堂は東西に並らぶ。 藤原氏による「鎮魂」寺院の形態と考える。 鎌足の子、藤原不比等が没するのは養老4（720）年。その前のけじめ、禊かもしれない。

再建 法隆寺
八葉素弁蓮華紋
四天王寺、法隆寺若草伽藍の軒瓦

守屋の祠太子奥殿

法隆寺 若草伽藍

四天王寺

循環思想

四天王寺は、平安時代、承和2年（836年）の落雷、天徳4年（960年）の火災で主要伽藍が失われた。たびたびの災害を経て、
天正4年（1576年）石山本願寺攻めの兵火焼失。豊臣秀吉の再建、慶長19年（1614年）大坂冬の陣で焼失。江戸幕府の援助で再
建。 幕末の享和元年（1801年）の落雷焼失再建。昭和9年（1934年）の室戸台風で五重塔と中門が倒壊、金堂も大被害を受けた。
五重塔は昭和14年（1939年）に再建されるが、昭和20年（1945年）の大阪大空襲で国宝の東大門他伽藍とともに焼失。 現存の
中心伽藍は昭和38年（1963年）に完成、鉄筋コンクリート造で、飛鳥建築の様式を再現した。

その歴史で守られ、現存する建物は、重要文化財に指定された永仁2年（1294年）の石鳥居、元和4年（1618年）建立の元三大
師堂、元和9年（1623年）建立の浄土六時堂、五智光院、本坊方丈となる。

石舞台は住吉大社の石舞台、厳島神社の平舞台と「日本三舞台」の一つとされ重要文化財である。 この舞台では毎年4月22

日の聖霊会（聖徳太子の命日法要）の日に、四天王寺の雅楽は、宮中（京都）、南都（奈良）と共に三方楽所とされた「天王寺楽
所」によって伝えられ、雅楽の最古の様式を持つ。 また、法隆寺でも夢殿が建立された後の、天平２０年（７４８）から「お会式」と
して聖徳太子のご命日にその遺徳をたたえ、同様に供養法要される。

聖徳太子は日本仏教の祖として、宗派や時代を問わず広く信仰されてきた。また、四天王寺の西門が西方極楽浄土の東門（入
口）であるという信仰から、浄土信仰の寺としての性格が大きく習合している。

小墾田宮
橘寺

再建 法隆寺

法隆寺 若草伽藍 跡
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Foundation of Kyoto culture
Principle & Origin of Japanese culture 

古代河内の 原像

<   物部と住吉 >



28神仏史 物部氏の 痕跡
物部氏を理解するには、以下の手掛かり がある。 弥生から古墳、飛鳥・奈良・平安時代へ

物部氏は、出雲銅鐸文化と、神武鏡威信文化の 仲介・橋渡し的な歴史 に 起源した。
北九州から吉備、そして倭へ 初期に「出雲」と習合し、のちには「神武」と習合していった。

宮廷祭祀 天武天皇 2年（673） 大嘗祭（即位後最初の新嘗祭）本格化 招魂（鎮魂）の初見
天武天皇10年（681） 「皇祖御魂」の初見

新嘗祭の前日に天皇儀式が、鎮魂祭である。 『令集解』神祀官鎮魂の条では饒速日命が天津
神より下された十種の瑞宝十種を用い、「布瑠部由良由良止布瑠部」と呪言を唱える魂振の儀
（死人反り生きぬ）と記されている。 上田正昭先生「私の日本古代史」より
『先代旧事本紀』に、饒速日命の子の宇摩志麻治命が十種の神宝を使って神武天皇の心身の
安鎮を祈ったとの記述があり、「所謂（いはゆる）御鎮魂祭は此よりして始（おこ）れり」としている。

① 物部氏本拠地 河内 の 神社 考古情報 倭と共通する出土品が多い
河内渋川郡 での 本拠痕跡 渋川神社 祭神 天忍穂耳尊 邇速日尊
出雲文化 との関係 銅鐸 出土 平野・跡部遺跡 吉備 高塚遺跡 他
吉備文化 との関係 特殊器台 「吉備型甕」「庄内式土器」「布留式土器」 出土
貸泉 弥生前期～瓜破遺跡 吉備 高塚遺跡
青銅製 円環型銅釧（どうくしろ） 弥生中期 加美遺跡（方形周溝墓） 吉備 加茂政所遺跡

鏡威信勢力 との関係 内行花文鏡 出土 加美遺跡 吉備 備前車塚古墳
古墳時代後期 八尾 郡川東塚古墳 画紋帯神獣鏡

④ 物部氏始祖 記・紀 のニギハヤヒ
丹後 元伊勢籠神社に伝世 内行花文鏡（息津鏡（おきつかがみ）、辺津鏡（へつかがみ））

「海部氏勘注系図」 では、同氏祖である天照國照彦天火明命の亦名とする。
物部氏の先祖、大綜麻杵(おへきそ)の娘である伊香色謎命（いかがしこめのみこと）は、
開化天皇の皇后で、祟神天皇の母である。 （記・紀）

⑤ 石上神宮
天之日矛の将来物と、『先代旧事本紀』、ニギハヤヒの「瑞宝」である「十種神宝」の類似

天之日矛は、古事記応神期、昔、新羅の王子として、奧津鏡・邊津鏡など七種を将来した。
天之日矛と、 「都怒我阿羅斯等（つぬがあらしと）」の類似

「都怒我阿羅斯等」は、日本書紀 垂仁天皇２年で、「意富加羅國王之子」であるとし、
同 三年には新羅王子である「天日槍」が、出石の小刀や日鏡など七種を将来したとする。
また、日本書紀と釈日本紀から、垂仁天皇８８年、 「天日槍」の曾孫、清彦が「神宝」を献じ、
石上神宮に蔵（おさめ）せしむ ことが分かる。

伝世品 七支刀 東晋年号 泰和４年（３６９）、百済王世子である近仇首王が倭王に贈与

日本書紀（別伝）で、垂仁天皇３９年 皇子 五十瓊敷（いにしき）命が、（河内の）茅渟菟砥

川上宮で、剣一千を作り、一旦、大和の忍坂邑に蔵したあと、石上神宮に蔵めた。
そして、物部首の始祖である「春日臣族名市河」が石上の神宝を管掌した。
（ 新撰姓氏録 布留宿禰の系譜 市川臣が仁徳期に、布都怒斯神社を石上御布瑠村の

高庭にまつり、神主になったと記述 ）

⑥ 元明元正天皇 記・紀編纂当時、物部氏の石上朝臣麻呂は左大臣で、養老元年（717年）没.。
平城京遷都には反対であった。 （ 712年古事記撰上、720年日本書紀撰上 ）

⑦ 応神２０年（２８９） 阿知使臣に従者漢人 司馬曹達に始まり、雄略天皇にかけ渡来
子孫 司馬達等 河内加美に残る地名「鞍作」

⑧ 河内に残る寺院と墓 大聖将軍寺 渋川天神社（廃宝積寺 跡） 物部守屋墓

物部守屋は、本当に廃仏論者か （ 聖徳太子の心情は ）

出雲

応神天皇

継体天皇

神功皇后

崇神天皇

神話時代

吉備氏

尾張氏

和邇氏
吉備氏
葛城氏

物部氏
蘇我氏

息長氏

倭建命
日本武尊

武内宿禰

豊鍬入姫命

倭姫命

雄略天皇

【崇神系】

息長
田別王

大阪湾周辺集中
画紋帯神獣鏡

瀬戸内周辺に拡大

前方後円墳
三角縁神獣鏡

鉄器（北九州 多）

九州勢力
弥生中期 北九州鏡威信

内行花文鏡
後期には仿製鏡が
中国、近畿以東に及ぶ

大和盆地 西方
鴨族との習合

大和盆地 東方

神武天皇

纏向遺跡
１８０～３５０年
２００年代前半

大型掘立柱建物
突線鈕式銅鐸 破片

箸墓古墳

崇神天皇

【神武系】

【出雲系】

神武天皇から
孝元天皇まで

大国主

天照大御神

唐古・鍵遺跡
弥生時代通期
中期～後期全盛
銅鐸の主要製造地

大和

出雲系・神武系
氏族和合

天孫降臨 邇邇藝命
（ににぎのみこと）

歴史背景 考古的内容

記紀

出雲神武系
崇神系

氏族和合

弥生時代

弥生
後期
５０年

２００年

古墳時代
３００年

４００年

息長氏

丹波氏

葛城氏

３５０年頃 衰亡

２４８年頃
卑弥呼 没

垂仁・景行天皇

纒向之日代宮時代

葛城襲津彦

息長氏

息長氏

仁徳天皇

和邇氏

横穴式石室
古墳群

系図出典 林屋辰三郎 氏

河内

河内王朝論

垂仁天皇

倭の五王

聖徳太子

５０７年 継体天皇即位 貢献者 物部氏・大伴氏
軍事部民 大伴連、久米直

５２８年 磐井の乱 物部麁鹿火（あらかひ）が活躍
蘇我稲目 ５３６年 大臣 娘が欽明天皇妃、用明天皇外戚
大伴金村 ５４０年 物部尾興 任那割譲糾弾 で失脚
秦大津父 大蔵掾（おおくらのじょう）で財務担当
仏教受容の対立
５８７年 蘇我氏・聖徳太子 物部守屋を討つ

中臣本流没落
６２０年 推古天皇、聖徳太子による歴史書編纂
「天皇記」「国記」「臣・連・伴造・国造百八十部等の本記」
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京都国立博物館所蔵の扁平鈕式六区袈裟襷文銅鐸は長く伝来不明であった。 しかしその出土場所が大阪の平野であることが、1991年秋、大阪市史編纂所（当時）の前田豊邦氏によって判明した。
平野七名家の一つ、三上家に伝わる天明二年（1782）の古文書記載の銅鐸と一致したからだ。その文書は、江戸中期の儒学者片山北海により明和年間（1764～1772）に記され、平野郷町修楽寺門前
での発見経緯、寸法や形、文様の特徴などが一致、銅鐸にも北海の漢詩朱書き銘文が残る。 修楽寺は、現在、坂上広野の墓が残る坂上公園にあった。平野川をはさんで西側には杭全神社がある。
貞観4年（862年）、この地に荘園をもつ広野の長子、坂上当道（まさみち）が京都祇園社より牛頭天王（現 素盞嗚尊）を勧請、創建した社だ。 坂上広野は、あの征夷大将軍・坂上田村麻呂の子、当道
は孫である。 平安後期、天台宗僧侶 良忍は、延暦寺を下山、京都大原に隠棲し念仏三昧、来迎院・浄蓮華院を創建、天台声明を統一した。 称名念仏、融通念仏宗を開宗し、四天王寺参籠の霊夢
で、坂上家の領地に創建した寺院がその修楽寺で、今の平野、大念仏寺前身となる。

平安時代の話になったが、銅鐸はそれ以前の歴史の手掛かりである。 それは、大阪市内では北区長柄西からも出土し、そこに暮らした人々が出雲と関係したことを明かす。 坂上氏の領地から東
方、弥生中期を下層に古墳時代初期までの加美遺跡がある。方形周溝墓４６基や碧玉製勾玉、神武勢力痕跡と考える彷製内行花文鏡など出土。「唐古・鍵遺跡」から「纒向遺跡」へと同じ歴史を持つ。
さらに東方近隣には出雲国津神スサノオノミコトと、菅原道真を祀る渋川天神社が鎮座。境内には、この場所が渋川廃寺跡と命名されたと碑が立つ。その南側、現在の鉄道敷地下より若草伽藍法隆
寺などと同じ様な多数の単弁八葉や忍冬唐草紋の瓦、四天王寺様式を表す伽藍礎石、塔心礎が出土した。 ではだれが創建した寺院か？ 銅鐸・出雲との整合は？

その手掛かりは廃寺跡のすぐ南方にあった。 蘇我氏との騒乱でやぶれたあの「物部守屋」の墓、そして彼の別業(別宅）と伝わる跡地にたつ大聖勝軍寺である。
物部氏の祖神は、古事記で邇藝速日命。 東征してきた神武天皇が国津神を平定したあとわざわざ天磐船で追いかけ神宝を献上したとされる。 日本書紀では饒速日命とされ、神武天皇より先に「天
磐船」で大和に入っており、神武受容を拒む部下の長髄彥を討ったと記され、先入の歴史を記しつつ非情さも加えられる。 物部氏の有力豪族、石上麻呂は７１７年まで生きた。７２０年元正天皇期に
撰上された正史「日本書紀」には大きな偽りは書けない。 丹後籠神社「勘注系図」で海部氏の祖、彦火明命の亦名は天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊。 天磐船に乗って丹後から河内国（大阪府交
野市）に天降りたとされる。 村井康彦先生は「出雲と大和」で、天照国照彦天火明櫛玉饒速日命（饒速日命）を祭神、磐座「天の磐船」を御神体とする磐船神社。 饒速日尊（にぎはやひのみこと）とそ
の御子、可美真手命（うましまでのみこと）を祭神とする石切劔箭神社（いしきりつるぎやじんじゃ）を紹介されている。 大和を目指す神武天皇に長髄彦が対峙した孔舎衛坂（くさえのさか）に所在する。

以上の遺跡、古文書、社寺は、神武より先にこの河内に勢力した銅鐸祭祀の出雲勢力、物部氏の歴史を確証させる。 そして同時に、その後の物部氏・出雲文化存続 が和合の証でもある。 しかしそ
の過程で登場する寺院、渋川廃寺は、廃仏派とされた物部氏の歴史に疑問を残す。 「丁未の変」、蘇我氏や聖徳太子と物部守屋の抗争の原因は別にあるのか？それは、四天王寺創建にも関係する。

日本書紀 用明天皇元年（586）5月、穴穂部皇子は額田部皇女（のちの推古天皇）を犯そうと、崩御した敏達天皇の殯宮（もがりのみや）に押し入り三輪逆（みわのさこう）により阻止された。 三輪逆
の態度が無礼として、馬子と守屋の同意を得た穴穂部皇子は守屋と三輪逆を誅殺。 翌５８７年６月、額田部皇女は、叔父の馬子に命じて穴穂部皇子を殺害、さらに物部守屋の討伐を馬子に命じた。
馬子は諸皇子、諸氏族の大軍を率いて大和から河内に進軍し、守屋を滅ぼした。 守屋は大連（おおむらじ）として大和王権の軍事と警察を管掌、馬子は大臣（おおおみ）として大和王権の財政面を支
えてきた相互関係にあり、しかも、日本書紀崇峻紀に「蘇我大臣の妻は、これ物部守屋大連の妹なり」とする。そして『日本書紀』の崇峻紀は、「大臣、みだりに妻の計を用いて大連を殺せし」と記す。
それが事実なら守屋の殺害を裏で計ったのは布都姫（ふつひめ）であり、兄が所有する領地奪取を企てた妻の陰謀が守屋を敗死させた。 廃仏崇仏とは違う抗争の結果、蘇我氏の勢力が興隆する。

物部守屋別業跡に建つ大聖勝軍寺、開基は聖徳太子、本尊は植髪太子（聖徳太子）である。 あらぬ抗争に巻き込まれ、貶められたか守屋。「守屋の祠」を残す四天王寺と併せ、鎮魂されたと考える。
東西直線に並ぶ住吉大社、大聖勝軍寺、守屋戦勝祈願の伝承を盛ち、国宝『信貴山縁起絵巻』（平安後期成立）が伝わる朝護孫子寺、そして法隆寺。古代精神が生み出した鎮魂、飛鳥仏教への道。

「鞍作」という地名が加美に残る。司馬達等（しば だっと）は、飛鳥時代の人物。氏姓は鞍部村主（くらつくりのすぐり）あるいは鞍師首。子に鞍作多須奈（くらつくりたすな）、孫に飛鳥大仏仏師となる鞍
作止利がいる。 『扶桑略記』によると、522年（継体天皇16年）2月に日本に渡来、仏教公伝以前から仏教を信仰していたとされる。 584年（敏達天皇13年）播磨国で高麗からの渡来僧で還俗していた
恵便に、娘の嶋（善信尼）とその弟子2人を出家させ、営んだ寺が日本最古の（尼）寺、豊浦寺。 それ以前、この地域での司馬家居住や物部氏との関係、存在した寺院との関係は守屋と謎になる。

仏教の受け入れに反対したのは、天皇家の祭祀を一手に司っていた中臣氏だけかもしれない。物部氏も石上神宮の祭祀を司っていたが、石上神宮は祭神として「布都御魂（ふつのみたま）」と呼ば
れる剣を祀る神社で、崇仏排仏とは関係ない。守屋は一族氏寺を建立したにちがいない。 しかもその時期は蘇我氏の飛鳥寺よりも早い。武門物部氏は、守屋の兄弟から３代末となる物部麻呂から
石上氏を名のり、壬申の乱で大友皇子（弘文天皇）の側につくが天武天皇も重用、717年に死去するまで太政官の最高位者。 その子、石上乙麻呂も中納言。 孫、宅嗣（やかつぐ天応元 781年没）は
称徳天皇崩御に際し、藤原永手らと光仁天皇を擁立した。 宅嗣の弟は息嗣、その子 振麻呂の子孫が石上神宮祠官家につながる。平安時代、中央政権から遠ざかり、祭祀石上氏が中心となっていく。

杭全神社 加美遺跡

石切劔箭神社

渋川天神社（廃寺跡）

大聖将軍寺

朝護孫子寺

法隆寺
方面

住吉大社

磐船神社

銅鐸 発見場所 （ 修楽寺門前 ）

現 大阪市内

和合思想神仏史 外交の往来地 古代 の河内潟 物部氏と 坂上氏
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神仏史 外交の往来地 古代の 河内潟 豪族と 渡来文化

応神天皇

継体天皇

聖徳
太子

天武天皇

天智天皇

神功皇后

崇神天皇

神話時代

吉備氏

尾張氏

和邇氏
吉備氏
葛城氏

物部氏
蘇我氏

息長氏

蘇我氏

息長氏

倭建命
日本武尊

武内宿禰

豊鍬入姫命

倭姫命

史実時代

雄略天皇

【崇神系】

息長
田別王

大阪湾周辺集中
画紋帯神獣鏡

瀬戸内周辺に拡大

前方後円墳
三角縁神獣鏡

鉄器（北九州 多）

九州勢力
弥生中期 北九州鏡威信

内行花文鏡
後期には仿製鏡が
中国、近畿以東に及ぶ

大和盆地 西方
鴨族との習合

大和盆地 東方

神武天皇

纏向遺跡
１８０～３５０年
２００年代前半

大型掘立柱建物
突線鈕式銅鐸 破片

箸墓古墳

崇神天皇

【神武系】【出雲系】

神武天皇から
孝元天皇まで

大国主 天照大御神

唐古・鍵遺跡
弥生時代通期
中期～後期全盛
銅鐸の主要製造地

大和

住吉神

出雲系・神武系
氏族和合

天孫降臨 邇邇藝命
（ににぎのみこと）

歴史背景 考古的内容 記紀

出雲神武系・崇神系
氏族和合

弥生時代

弥生
後期
５０年

２００年

古墳時代
３００年

４００年

息長氏

丹波氏

葛城氏

古墳
時代

５００年

飛鳥
時代

６００年

７００年

３５０年頃 衰亡

２４８年頃
卑弥呼 没

垂仁天皇、景行天皇

纒向之日代宮時代

葛城襲津彦

息長氏

息長氏

仁徳天皇

息長氏/和邇氏
の本拠

南山背～
淡海（滋賀）

和邇氏

横穴式石室
古墳群

息長氏 和邇氏 尾張氏

物部氏

蘇我氏 進出

渡来系氏族
津・船・西文
蔵・馬

500年代

400年代

400年代

渡来系氏族
秦氏 山背へ

住吉大社
磯歯津道（しはつみち）

400年代

四天王寺500年代末

阿部氏
600年代

古代大阪 沿岸地理 と 豪族拠点
縄文前期 約7～6,000年前
弥生後期～古墳前期

約18～1,600年前 2～400年

難波長柄豊崎宮
６５２年 宮殿完成

河内潟周辺 の歴史

古墳時代以前の古代豪族

大伴氏

河内潟周辺 の歴史 ４００年代以降

・氏寺 西文氏や船氏
・墓誌 柏原市国分松岳山 船首王後（ふなのおびとおうご）６６８年墓の記録（日本最古、但し ７００年初の説有り）

奈良県宇陀郡榛原 文忌寸禰麻呂（ふみのいみきねまろ）西文氏 ７０７年紀 ＊ 677年紀 小野毛人（妹子の子 崇道神社裏山）

・火葬 道昭 （河内丹比郡 船氏） ６６０年唐より帰朝 朝廷・皇親・僧侶に摂取
行基 （鳳郡家原） 道昭の弟子 百済系（高志氏・蜂田氏） 大野寺「土塔」 東大寺・四天王寺に影響

・道教 「大祓の横刀 天皇献上儀式の呪句」と「人形代による罪祓い」（高槻大蔵司遺跡）
・人面墨描土器 河内河川底・平城・長岡・恭仁・平安京から出土 伎楽面に似る （酔胡王・従者の面 西方からの流行病が関係）
・踏歌 正月の春を呼ぶ呪儀 漢人の踏歌 和人の和舞

系図出典 林屋辰三郎 氏

河内潟周辺 の歴史

BC 221年 秦の中国統一 渡来 凸帯紋土器 ～ 遠賀川式土器

河内潟周辺 銅鐸工房 東大阪鬼虎川・向日町鶏冠井・茨木東奈良遺跡
配布 前半（瀬戸内・日本海・東海） 後半（紀淡海狭・三河・遠江・近畿一部）
ガラス玉工房・「方型周溝墓」も河内潟周辺に所在
＊銅鉾（ほこ）工房 北九州 配布 前半（九州・愛媛・山口） 後半（対馬）

弥生時代の渡来痕跡 朝鮮由来
池上曽根遺跡 ・・・ 鳥形代 龍（土器絵）・龍神（土器製品）
柏原堅下・奈良御所名柄遺跡（葛城氏が関係） ・・・ 多鈕細文鏡

高地性集落遺跡 北九州から大和へ 伝達機能

出雲（・神武）系統 大和から周辺に（古来か？ 移動か？）
息長氏（ 開化天皇系説 ） 和邇氏（ 伝 孝昭天皇説 ） 尾張氏

羽曳野～藤井寺 奈良北部（神功皇后陵墓）
南山背 琵琶湖周辺（三上山山麓～坂田朝妻）

300年代～応神期 船氏 津氏 西文氏 蔵氏など渡来人統轄

物部氏 河内南部
息長氏系 品陀（ほむた）氏 羽曳野 （皇后出自）

仲哀天皇（神功皇后は息長帯比売命）・応神 天皇陵墓
３９１年 新羅と交戦 ・・・ 出典 高句麗 「好太王碑」

４００年頃 応神天皇期 百済より弓月君（秦氏）養蚕、機織、土木
百済 王仁博士が、「漢字」（千字文？）、「論語」を伝来（西文氏粗）

葛城氏 堺 中百舌鳥 （皇后出自） 仁徳・履中 天皇陵墓
巨大古墳の造営 息長・和邇氏統轄による渡来人技術/実労

難波津 大規模倉庫遺跡 対外物流用 航海 住吉神 祭祀

葛城氏・紀氏・大伴氏 政局中枢へ・・・法円坂 和歌山鳴滝
窯業地・・・石津・和泉「陶邑」（すえむら）朝鮮技術者移入 製塩も
（ 雄略期 眉輪王謀反連座で 葛城氏滅亡 ）
「堀江」工事の記事（日本書紀 仁徳期） これ以降４００年代か？

和邇氏 羽曳野 （皇后出自） 清寧・仁賢・安閑 天皇陵墓

30和合思想

＊以上 陵墓地は、推定通説による

対 朝鮮混乱期

対 中国交流期

住江和泉
港津 整備

崇神系統
大和 纏向
前方後円墳

三角縁神獣鏡

古墳時代は 中国 戦乱期 （五胡十六国・南北朝）

渡来主体

任那日本府

＊海退 現象期へ
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仏教

神

仏教
公伝

押坂彦人大兄皇子
竹田
皇子

蘇我氏

神道派崇仏派

古人大兄皇子

山背大兄王

天智天皇

茅渟王

石川麻呂

崇仏

仏教公伝当時の皇統

息長氏

物部氏
中臣氏

(近江大津宮）
墓所 山科

玄昉

道鏡

＝
藤
原
宮
子

752年
東大寺

伊勢神宮斎宮

上賀茂神社造営

神

仏教

大己貴神

天照大御神

壬申の乱、天武元年672年

710年
平城京

春日大社 創建
武甕槌命

神道

興福寺 創建
釈迦如来
法相宗

745年
法華寺

630年
遣唐使
開始

680年薬師寺

645年
乙巳の変
大化の改新

蘇我石川麻呂

７２０年
隼人の乱

694年
新益京

716年
出雲大社

４００年代 難波津 大規模倉庫遺跡 ４００年代後半 対外物流用 「堀江」工事の記事 （日本書紀 仁徳期 以降完成か？）

継体天皇は、応神天皇と息長母系 皇后は和邇氏（手白香皇女たしらかのひめみこ）

擁立者 大連 大伴金村、物部麁鹿火 大臣 巨勢男人
５２２年 継体天皇16年 司馬達等 日本に渡来 『扶桑略記』より
５２８年 磐井の乱 物部麁鹿火（あらかひ）が活躍

蘇我氏 河内石川郡へ （皇后出自に系統） 敏達・用明・推古・孝徳 天皇陵墓 蘇我氏は、葛城氏没落後に進出
５３４年 安閑６年 難波に「屯倉」 （朝廷領地の生産物倉庫） 三宅氏が、屯倉・難波津を官僚的管理 （住吉津は津守氏 祭祀的）
５４０年 大伴金村 物部尾興から任那割譲糾弾で失脚、晩年は住吉郡大伴氏館に住み死去。 帝塚山古墳 関係説
５６０年 欽明２２年 百済・新羅 使者来朝 「外交施設 大郡 内政施設 小郡」

５００年代中葉 欽明期 仏教公伝
５７７年 敏達６年 難波「大別王寺」 百済王より、経論・律師・比丘尼・呪禁師・造仏師・造寺工

５７９年 敏達８年 新羅より、調・仏像 ５８３年 「来朝宿泊施設 館」
５８４年 敏達13年 司馬達等の娘・嶋 高句麗から渡来した僧恵便（えびん）に師事して出家、善信尼に。
同年、蘇我馬子が邸宅内に百済請来の弥勒仏の石像安置、弟子となった（錦織氏）恵善尼・（漢人）禅蔵尼と斎会を行った。
５８７年 用明2年 蘇我氏（と 聖徳太子） 物部守屋を討つ 中臣本流没落 蘇我馬子発願 法興寺のち飛鳥寺

５９３年 「四天王寺」創建開始 物部守屋・中臣勝海・弓削小連 敗者を祀る祠が太子廟に所在

富田林 「新堂廃寺」オガンジ 錦織村主氏寺説 百済「烏合寺」由来
羽曳野 「西琳寺」 西文氏寺
古市 「青龍山野中寺」 船氏寺

６００年（推古8年）～618年（推古26年） 遣隋使 18年間に５回以上
６０７年（推古15年） 小野妹子遣隋 （ 和邇氏系 ）
６２０年 推古天皇、聖徳太子による歴史書編纂 「天皇記」「国記」など
６３０年（舒明２年） 第一次遣唐使 犬上御田鍬（いぬかみのみたすき）

難波津南部（谷町５付近）高麗・百済人に津守・安曇氏対応（書紀記事）
「安曇寺」創建は、この頃か、もしくは７３９年（天平１１年銘の石仏がある） 梵鐘は、山科「安祥寺」に伝わる

６４５年 乙巳の変 中大兄皇子・中臣鎌足 蘇我氏を討つ
孝徳天皇 難波長柄豊崎宮 遷都、 ６５２年 白雉３年 宮殿完成 (朱鳥元年 天武天皇15年 ６８６年焼失）
難波に転居した左大臣 安倍倉橋麻呂（内麻呂） 「安倍寺」 氏神（現 阿倍野王子社）
本拠地の桜井にも、安倍寺（崇敬寺 移転現 安倍文殊院）建立

６５３年（白雉４年）第二回遣唐使 道昭（斉明6（660）年頃帰朝） ・定恵（鎌足長子 不比等兄 ６６５年帰朝 ６７８年談山神社発祥）
６５４年（白雉５年） 孝徳帝没後、斉明天皇（皇極天皇が重祚）により飛鳥板蓋宮に遷宮 後、飛鳥川原宮・岡本宮・筑紫朝倉宮へ
６６３年 中大兄皇子 白村江の大敗 朝鮮式山城 北九州・瀬戸内・生駒
難波京南方に、「百済寺」「百済尼寺」細工谷遺跡。 天平勝宝2（750）年頃、交野に百済王敬福（くだらのこにきしきょうふく）建立

細工谷遺跡で、708年（和銅元年）日本で鋳造・発行された銭貨「和同開珎」その枝銭が墨書土器や瓦と1996年始めて発見された。
６６７年 天智天皇 近江大津京へ遷都
６７２年 壬申の乱 大海人皇子 大友皇子討つ

天武・持統期 「善正寺」 津氏寺 藤井寺 付近は、葛井・船・津の三氏の墓地
６７９年 天武天皇勅命 道昭 「往生院」 (泉南) 建立
７０３年（大宝３年） 新羅の客を「難波館」で饗す
７２５年（神亀2年） 「葛井寺（ふじいでら）」 聖武天皇の勅願 行基創建
７２６年（神亀3年） 聖武天皇 藤原宇合に命じ、難波宮に瓦葺の離宮を造営。
７３２年（天平４年） 始めて難波に「造客館司」を置く （鴻艪館の前身）
７４４年（天平16年） 聖武天皇 恭仁京から難波宮へ遷都 ７４５年 紫香楽宮に遷る、その後は副都とした。
７５２年（天平勝宝４年） 新羅の使節 金泰康が還りて難波館に在り 新羅との貿易盛ん
７８４年 桓武天皇 長岡京遷都 副都としての難波京を廃止

６００年前後 飛鳥
日本最古の（尼） 寺である「豊浦寺」創建

４００年代前半
平野長吉長原 「船型埴輪」

５８１年 隋の統一

５００年代 朝鮮混乱
難波津の活況

物部氏の難波宅
蘇我氏の大津宅

遣唐使は、住吉大神祈願、難波津から出航

７０４年慶雲元年家原寺

７２６年 貝塚木積
観音堂（現 孝恩寺）

行基創建

対 中国交流期

渡航

対 朝鮮緊張期

横穴式石室
古墳群

道昭の弟子

渋川廃寺跡

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Emperor_family_tree26-37.png


天智天皇崩御、６７２年の壬申の乱に勝利した天武天皇は、神武天皇 「第一次鏡威信勢力」の象徴、「内行花文鏡」伝来当時の原初太陽信仰を復活させ、その鏡を神体として、
天照大神を祀る「伊勢神宮」を創建した。 そのため、日本書紀にその鏡を奉祭した勢力を神日本磐余彥天皇 神武天皇として記録した。「天照大神」の名としての信仰が、崇神
以前か、記紀編纂当時か、は別として 「内行花文鏡」は、弥生時代中期から後期に北九州より伝来している。 そのあと「前方後円墳」とともに「画紋帯・三角縁神獣鏡」威信勢力
台頭の事実も遺跡に残る。 その交代が、崇神から垂仁天皇期に表現される「祟り」を理由とした「天照大神の宮中排除と変遷」と記され、丹後籠神社や元伊勢伝承に残った。

天武天皇により伊勢神宮の斎王が制度化。 持統天皇4(690)年、内宮で 第1回式年遷宮が行われた。また伊勢に一度、紀伊に一度の行幸を記録する。 その内行花紋鏡は、
古墳時代当初、崇神天皇の「第二次鏡奉祭勢力」により宮中から遷却され、大阪湾周辺は画紋帯神獣鏡が主となった。 遷却された天照大神を復活させ、天津神の頂点とする
物語として、「古事記、日本書紀」神話の基本構想が創られた。 そして、仏教からは「帝王神権」、道教からは「仙人真人の天皇」を採用、新しい天皇信奉を構築した。
武力によって得られた地位を確実にし、秩序するための天武天皇の政治的、宗教構想である。 その根拠となる 「根本思想」 信仰典拠を本紙後半に記す。

686年、天武天皇亡き後、藤原不比等が、平城京への遷都と平行して、神話に天孫降臨や神武東征で活躍する「建御雷之男神」を加えた、と考える。 春日大社社伝では、『 およそ1300年前、奈良
に都ができた頃、日本の国の繁栄と国民の幸せを願って、遠く鹿島神宮から武甕槌命（タケミカヅチノミコト）を神山御蓋山（ミカサヤマ）山頂浮雲峰（ウキグモノミネ）に迎えた。神護景雲２年（768年）11
月９日、称徳天皇の勅命により左大臣 藤原永手によって、中腹となる今の地に壮麗な社殿を造営して香取神宮から経津主命、枚岡神社から天児屋根命・比売神を招き、あわせ祀った 』 と鎮座の時
期を明確にしない。 『春日古社記』では、神護景雲２年（768）創建とされる。

『古事記』では登場させていない経津主神（ふつぬしのかみ）は、正史である『日本書紀』の天孫降臨では「建御雷之男神」と共に登場する。 また『古事記』で、建御雷之男神の別名が建布都神（た
けふつのかみ）または豊布都神（とよふつのかみ）であるとし、建御雷之男神が中心となって葦原中国平定を行うなど、建御雷之男神と経津主神が同じ神であるかのように記載している。
ではなぜ 『日本書紀』では、その様な配慮が必要であったのか？ 藤原氏としては 「建御雷之男神」 の活躍だけでよかったのではないか？

物部氏は平城京遷都の折、まだ過去の氏族ではなく、現存していた。 物部氏 石上神宮の主祭神は布都御魂剣（ふつのみたまのつるぎ）に宿る神霊は「布都御魂大神」であるが、似通う別称とし
て経津主神を『日本書紀』で活躍させたのである。 その藤原氏が配慮すべき物部氏は、石上 麻呂（いそのかみのまろ、舒明天皇12年（640年） - 霊亀3（717）年）、氏姓は物部連、のち物部朝臣、石
上朝臣である。 大華上・物部宇麻乃の子。官位は正二位・左大臣、贈従一位。 彼は、壬申の乱で天智天皇の息子、大友皇子側につき、皇子の自殺まで従った。のちに赦されて遣新羅大使、筑紫総
領になった。701年に大納言となって以後、右大臣、左大臣に任じられ717年に死去するまでの数年は太政官の最高位者であった。 つまり、平城京で復活する「天智天皇皇統と中臣氏」側である。公
の歴史書である『日本書紀』からは、消すことはできない。 仮に、古事記から「建御雷之男神」を消し「経津主神」と入れ替えても、大意遜色なく神話は成立する。 『日本書紀』に記された「神宮」は 伊
勢神宮 と 物部氏の石上神宮 だけであり、当時の氏族の勢力、価値を表現している。 石上麻呂は、平城京遷都に反対した。万葉集の元明天皇「ますらをの 鞆の音すなり もののふの 大まへつ君
楯立つらしも」、姉である御名部女「わが大王 物な思ほし 皇神の つぎて賜へる 吾無けなくに」が、根拠である。 しかし、石上麻呂は藤原京の留守司に甘んじ、養老元年（717年）没っした。
その子、石上乙麻呂も中納言。孫、宅嗣（やかつぐ）は藤原永手らと光仁天皇を擁立した。 宅嗣の弟は息嗣、その子 振麻呂の子孫が石上神宮祠官家につながる。古代豪族の代表物部氏は、平安時
代、中央政権から遠ざかる。 神山 三輪山を中心とした祭祀から、新たな神山三笠（春日）山の祭祀へ 蘇我氏、物部氏 から 藤原氏へ その集大成であり、「平城京」遷都の理由である。

鹿島神宮の地名「カシマ」は、養老5年（721年）に成立した『常陸国風土記』では「香島」と記載されてる。風土記の中で、「香島郡」の名称は「香島の天の大神」に基づくと説明されている。「カシマ」を
「鹿島」と記された初見は、延暦16年（797年）に完成した『続日本紀』の記述、「養老7年（723年）条」である。 つまり、日本書紀が記されたあとに神護景雲２年（768）春日大社が創建され、そのあとに
「香島」が「鹿島」に改称された。そして、それまで、神格が与えれていなかった鹿島神は、突如、宝亀8年（777）、正三位 （『続日本紀』）となり、承和6年（839）には従一位勲一等 （『続日本後紀』）となる。

710年の遷都後間もない、712年「古事記」が元明天皇に 献上。養老4年（720）『日本書紀』完成した。先に記述された歴史があり、その内容に合せて「香島」が「鹿島」となり、春日大社が創建された
のである。『古事記』『日本書紀』『常陸国風土記』に、鹿島神宮の祭神をタケミカヅチとする記述はなく、初見は『古語拾遺』（807年成立）または『延喜式』所収の「春日祭祝詞」（768～927年）にまで下る。

興福寺と同じ時期に春日大社が創建できなかった事情には、元来、その地に先住していた春日氏（和邇氏の一族）の存在がある。春日氏は、猿田彦大神（榎本明神）を祀っており、その神は、記紀で
天孫降臨の先導役として活躍させられる。 同じ和邇氏一族の小野氏が、桜井の阿部山と交換に『三笠山譲り』したことが 「春日古社記」 に記されている。 小野氏一族の小野朝臣人足たちは、遷都
で造京司になっており、当時、従二位まで昇進し権勢した小野毛野（けぬ）も藤原不比等の腹心で、小野妹子の孫であった。 「榎本明神」は、今も春日大社の一角で、摂社として祀られている。

内行花文鏡

画紋帯神獣鏡

根本思想

卷向遺跡祭殿は三輪山を遥拝する東西方向 天平勝宝８年（７５６）「東大寺山堺四至図」によると 春日大社 神地は三笠山を遥拝する東西方向

以下、天武天皇の、信仰・宗教関連記事 天武・持統天皇期には、飛鳥の大官大寺など以外に、関東から九州に５００以上の寺院創建、急増
した。「国家仏教」創始の時でもある。また、飛鳥浄御原令に起源説がある神祇官制度により、各地の八百万の神々の掌握をもくろんだ。 朝廷によ
る幣帛の直接授受などで、太政官を介入させずに全国の神社を掌握するための構想である。

・ 壬申の乱の戦勝祈願を 「天照大神に望拝」日本書紀 天渟中原瀛眞人天皇 天武天皇 丙戌旦、於朝明郡 迹太川邊、望拜天照大神。
・ 仏教『金光明経』正論品の「帝王神権」 日本書記 天武天皇期に、三度説かれる。

『金光明経』曇無讖の同名漢訳や、唐の義浄（ぎじょう、635年-713年）が漢訳した『金光明最勝王経』がある。
『金光明経』『金光明最勝王経』は、四天王などが国王や皇帝の利益を第一に守ることを説いている護国経典である。のちに最澄は、 『金光明経』

『法華経』『仁王経』を護国三部経（ごこくさんぶきょう）として括めた。
『金光明経』四天王品で、世尊(せそん・梵語で「福徳ある者」「聖なる者」の意・仏の尊称)、如(も)し諸の国王の所有する土境、是の経を持(たも)

つ者、若し其の国に至らば、是の王、応(まさ)に当(まさ)に是の人の所に往いて、是の如き微妙の経典を聴受し、聞き已(おわ)って歓喜すべし。
復(また)、当に是の人を護念し恭敬すべし。世尊、我等四王、復た当に勤心(ごんしん)に是の王、及び国の人民を擁護し、為に衰患(すいげん)を除き
安穏を得せしむべし。 『金光明最勝王経』滅業障品にも、この経典を講説して得られる種々の利益があげられる。

1. 国王が無病息災、2. 国王の寿命が長遠、3. 怨敵がなく、将兵が勇健、4. 国が安穏豊楽で、正法が流通することという。

春日大社

摂社「榎本神社」

武甕槌命 - 藤原氏守護神（常陸国 鹿島の神）
経津主命 - 同上（下総国 香取の神）
天児屋根命 - 藤原氏 祖神（河内国 平岡の神）
比売神 - 天児屋根命の妻（同上）

32神仏史 重層する神話構想 天武天皇の 古代皇統神話 と 藤原不比等の 功臣神話



33神仏史 重層する神話構想 天武天皇の 宗教的政策 根本思想

以下、天武天皇の、信仰・宗教関連記事 天武・持統天皇期には、飛鳥の大官大寺など以外に、関東から九州に５００以上の寺院創建、急増した。「国家仏教」創始の時でもある。 またその時代、
飛鳥浄御原令に起源説がある神祇官制度により、各地の八百万の神々の掌握をもくろんだ。 朝廷による幣帛の直接授受などで、太政官を介入させずに全国の神社を掌握するための構想である。

・ 壬申の乱の戦勝祈願を 「天照大神に望拝」 日本書紀卷第廿八 天渟中原瀛眞人天皇 上 天武天皇 丙戌旦、於朝明郡迹太川邊、望拜天照大神。
・ 仏教『金光明経』正論品の「帝王神権」 日本書記 天武天皇期に、三度説かれる。
十一月乙丑朔、以新嘗事、不告朔。丁卯、新羅、遣沙飡金淸平、請政。幷遣汲飡金好儒・弟監大舍金欽吉等、進調。其送使奈末被珍那・副使奈末好福、送淸平等於筑紫。是月、肅愼七人、從淸平等至之。癸
未、詔近京諸國而放生。甲申、遣使於四方國、說金光明經・仁王經。丁亥、高麗、遣大使後部主簿阿于・副使前部大兄德富、朝貢。仍新羅、遣大奈末金楊原、送高麗使人於筑紫。是年、將都新城。而限內田
園者、不問公私、皆不耕悉荒。然遂不都矣。

『金光明経』曇無讖の同名漢訳や、唐の義浄（ぎじょう、635年-713年）が漢訳した『金光明最勝王経』がある。 『金光明経』『金光明最勝王経』は、四天王などが国王や皇帝の利益を第一に守ることを説いて
いる護国経典である。のちに最澄は、 『金光明経』『法華経』『仁王経』を護国三部経（ごこくさんぶきょう）として括めた。

『金光明経』四天王品で、世尊(せそん・梵語で「福徳ある者」「聖なる者」の意・仏の尊称)、如(も)し諸の国王の所有する土境、是の経を持(たも)つ者、若し其の国に至らば、是の王、応(まさ)に当(まさ)に是の
人の所に往いて、是の如き微妙の経典を聴受し、聞き已(おわ)って歓喜すべし。復(また)、当に是の人を護念し恭敬すべし。世尊、我等四王、復た当に勤心(ごんしん)に是の王、及び国の人民を擁護し、為に衰
患(すいげん)を除き安穏を得せしむべし。

『金光明最勝王経』滅業障品にも、この経典を講説して得られる種々の利益があげられる。1.国王が無病息災であること、2.国王の寿命が長遠であること、3.怨敵がなく、将兵が勇健であること、4.国が安穏豊
楽で、正法が流通することという。

『金光明経』正論品の偈(げ) 集業(しゅうごう)に因るが故に、人中に生じ、王として国土を領す。その前世で積み重ねた善業によって、人と生まれて王として国土を領すとし、胎中(たいちゅう)に処在(あり)て、
諸天守護し、或いは先に守護して、然して後に胎に入る。人中に在って、生まれて人王と為ると雖(いえど)も、天、護るを以ての故に、復た天子と称す。三十三天、各己(おの)が徳を以て、是の人に分与す。故に
天子と称す。 『日本書紀』は、 「継体紀」6年12月条に、住吉大神、初めて海表(わたのほか)の金銀の国、高麗(こま)・百済・新羅・任那(みまな)を以て、胎中(はらのうちにまします)誉田天皇に授記(さず)けまつ
れり。とある。 『日本書紀』は、応神が、住吉大神などの神意によって生まれたとし、「胎中誉田天皇」と書いた。「授記(じゅき)」は、仏教用語で、「仏が弟子の未来の成仏を予言すること」を意味し、『金光明経』
と『金光明最勝王経』にはそれぞれ「授記品」がある。 天皇が、自己の王統の正当性を『金光明経』『金光明最勝王経』によって主張していたこと、また、応神天皇の生誕に皇統の正当性を含ませた。

また、『金光明経』が重視されたもう一つの理由は、この経典が農業を護り、繁栄させることを約束していることである。 『金光明経』堅牢地神品では、堅牢な地の神が、『金光明経』の演説を聞くと、「身力を
増益し」、世界中の大地を豊穣にし、「凡そ是れ地に因って生ずる所の物は、悉く増長滋茂広大なることを得、諸の衆生をして、快楽を受けしむ」と説いている。
・ 道教の神格「天皇大帝」
天武天皇、和風の諡は、「天淳中原瀛真人」（あまのぬなかはらおきのまひと）。真人は中国で仙人の上位階級。 天武天皇が定めた身分秩序「八色の姓」の最上位とされる。 天皇も道教の最高神に近い存
在であることを示す。ここに天武天皇の宗教観に道教の要素がみられる。天皇の称号（大宝律令で制定） 古代中国で、天体の中心である北極星を意味し、道教にも取り入れられ神格化され「天皇大帝」（てん
おうだいてい）などと呼ばれた。 ここから、中国の唐の高宗（649年- 683年）は 「天皇」 と称し、死後は皇后の則天武后によって「天皇大帝」の諡（おくりな）が付けられた。 称号天皇を定めた大宝律令編纂の
起源は、その当時、681年まで遡る。 天武天皇（673年- 686年）により律令制定を命ずる詔が発令、天武没後の689年（持統3年6月）には、まず飛鳥浄御原令が頒布・制定された。

コラム 「庭」 庭は、「石」「樹木」「池」という素材を使い大自然を抽出する 知的な芸術活動の所産である。
人間はいかに機械化されようと自然の一部であり、大自然から離れて生きることが出来ない。
自然と共に生きるから安らぎを得ることが出来る。これが「自然なるこころ」「自然なる思考」である。

日本人にとって「庭」の原点は、「神の坐ます場所」、「仏のおわす場所」であった。
神話の「庭」は、神の坐ます場所、神聖な田であった。実在としては、古代の神奈備「祭場」が、その
場所と考えられる。言葉として正式に「祭場」が「庭」と呼ばれた用例として「石上神宮の高庭」がある。
（縄文・弥生時代）

巨石、磐座、磐境、依り代として巨石・巨木信仰。
天の斎庭(ゆにわ) の発想「古代祭場」 麓は祀り場 神社起源。
磐境：垣根のように依代と磐座を取り囲んで配置されている添え石、神域との境界を示すもの
古墳時代になると巨石を移動させ、身近に祀る場所で再現した。

（飛鳥・奈良時代） 神仙蓬莱思想は不老不死の願望を満たす
飛鳥時代になると中国、韓国から、不老不死を願う神仙蓬莱思想が伝えられた。

（秦の始皇帝、漢の武帝など古代中国の権力者がこの思想に熱狂）
蘇我入鹿は、池、蓬莱山島を作り「嶋大臣」（しまのおおおみ）と言われた。
斉明天皇 外国使者を迎え「須弥山石（しゅみせんせき）」のもと饗宴した記事。

この時代、文献と一致する、庭として唯一の石造物。
天武天皇・持統天皇 飛鳥浄御原宮「飛鳥京庭園」は、我が国独自に工夫した流水・涼み台。

天武天皇14年(685) 飛鳥京庭園推定として「白錦後苑」の記述 以上３件『日本書紀』
飛鳥の園池は百済渡来の「方型池」が多いが、奈良時代は新羅渡来の「曲型池」が多くなる。
「飛鳥京庭園」は、その習合的で過渡的な形態。

貴船神社 「石庭」
天津磐境がモデル

『 日本書紀 』
神に捧げる稲穂を耕作する
神聖な田（庭）

「 斎庭（ゆにわ） 」

「祭場」が「庭」と呼ばれた
用例「石上神宮の高庭」

飛鳥浄御原宮
「飛鳥京庭園」



34日本文化の 源流 日本の自覚
国号「日本」は、以下の文献考証から、天武天皇３年（674）から、持統太上天皇 文武天皇
期の大宝元年（701）の間に定められた。

『国史大辞典』並びに上田正昭著『私の日本古代史』より
加えて、中国・朝鮮の史書によると、対外的には、それ以前である天智天皇９年（670）に、
すでに実用されていたことも指摘されている。つまり、それまでの「倭国」から「日本」への転
換は、三韓・中国などとの国際的関係から生じてきた呼称である。
そして、その国号となる以前の先駆けが、推古天皇１５年（607）の隋への国書、日の出る
方の意の「日出処」（日の出づる処の天子）である。 （『隋書』東夷伝倭国条 大業三年）

・国号「倭国」 最期の用例 我が国初の銀産出の記事
天武天皇３年（674） 『日本書紀』天武天皇
三年春正月辛亥朔庚申、百濟王昌成薨、贈此小紫位。二月辛巳朔戊申、紀臣阿閉麻呂卒。
天皇大悲之、以勞壬申年之役贈大紫位。三月庚戌朔丙辰、對馬國司守忍海造大國言、銀
始出于當國、卽貢上。由是、大國授小錦下位。凡銀有倭國、初出于此時。故、悉奉諸神祗、
亦周賜小錦以上大夫等。秋八月戊寅朔庚辰、遣忍壁皇子於石上神宮、以膏油瑩神寶。卽
日勅曰、元來諸家貯於神府寶物、今皆還其子孫。冬十月丁丑朔乙酉、大來皇女、自泊瀬
齋宮向伊勢神宮。 ※ 同四年、五年には、大和国の意として「倭国」記載有り

・国号「日本」 確かな、令による初の国号制定
大宝元年（701） 持統太上天皇 文武天皇期４年 大宝律令「公式令（くしきりょう）」勅書式
「大事を蛮国使に宣するの辞」として「明神御宇日本天皇勅旨」とする。

大宝元年三月に「大宝」と建元すると同時に新位階を授け官制を改め、四月から中央の貴
族や官人に対し撰者らを分遣して大宝令の講義を始め、六月には全国に施行。八月に律
令が揃って体裁を整え献上されると地方でも講義が始まった。

【律令】日本では、七世紀後半の天智天皇期『近江令』（体系的な法典ではない可能性が
強い）、天武・持統朝に編纂施行された『浄御原令（きよみはらりょう）』を経て、八世紀初め
に『大宝律令』が制定され、「律令」法典が完成する。大宝元年（701） 『大宝律令』施行後、
定説では養老二年（718）に、『養老律令』が編纂されるが、それ以後、日本では律令の本
格的な編纂は行われない。 『大宝律令』 『養老律令』共に、藤原不比等が編纂を主導した。

・上記、天武天皇３年（674）以前の、中国・朝鮮の記述として、以下に示す。
中国の史書に「日本」の称呼が出てくるのは『旧唐書（くとうじょ）』倭国日本伝からであり、

そこでは倭と日本の二つを別にあげており、「倭国者、古倭奴国也、（中略）日本国者、倭
国之別種也、以其国在日辺、故以日本為名、或曰、倭国自悪其名不雅、改為日本、或云、
日本旧小国、併倭国之地」と記す。 それに続く『新唐書』日本伝では「日本、古倭奴也、
（中略）咸亨元年（670）、遣使賀平高麗、後稍習夏音（中国の音）、悪倭名、更号日本、使
者自言、国近日所出、以為名、或云、日本乃小国、為倭所并、故冒其号」と述べる。

新羅本紀文武王十年（670）十二月の条にも、「倭国更めて、日本と号す。自ら言う、日出
づる所に近し、以て名と為す」とする。

国号「日本」の読み
前段の通り、音読されるのがならいであったと判断される。「日」は呉音では「ニチ」、漢音で
は「ジツ」であり、「本」は呉音・漢音ともに「ホン」であるから、「ホン」が入声（にっせい）の
「ニチ」に続く場合は「ポン」となって（「一（イチ）」に「本」が続いて「イッポン」となるように）、
はじめは呉音での「ニッポン」といったと考えられる。それが、促音をいわない和げた「ニホ
ン」の方も用いるようになってきたのであろう。 以上、『国史大辞典』より

「国旗」 法律上は「日章旗」、古くから一般的に「日の丸」
平成11年（1999）には国旗及び国歌に関する法律（国旗国歌法）が公布され、正式に
国旗として定められた。 以下、それまでの歴史ついて通説

日本人の古代信仰として古神道に分類される原始宗教では自然崇拝・精霊崇拝を内
包し、特に農耕や漁労において太陽を信仰の対象としてきた。
皇祖神・天照大神は太陽神である。弥生時代から古墳時代にかけて祭器として使わ
れた内行花文鏡の模様は太陽の輝きをかたどったものと言われ、三種の神器の一つ
八咫鏡をこの鏡とする説がある。記・紀神話で、神武天皇は東征の時に生駒山で敗
北するが、私は日の神の子孫として日に向かって戦うのはよくない、日を背にして（西
に向かって）戦おう、と言って近畿地方の征服を成し遂げた。
聖徳太子が隋の皇帝・煬帝へ「日出處天子…」で始まる国書。飛鳥時代末期に国号
を「日本」（日ノ本）命名からも、「日が昇る」という現象を重視していたことが窺える。
天武天皇は壬申の乱の時に伊勢神宮を望拝した。これが勝利に結びついたと考えら
れ、在位中に伊勢神宮の遷宮を制度化し、持統天皇の代に第1回目式年遷宮が行わ
れ、国家統治と太陽の結びつきはますます強くなった。
法隆寺の玉虫厨子背面の須弥山図に、赤い真円の日象が確認できる。これは平安
時代の密教図像などにも見出される表現であり、大陸から仏教とともにもたらされた
意匠であろうと推測される。世俗的には『平家物語』などの記述などからも平安時代
末期の頃までの「日輪」の表現は通常「赤地に金丸」であったと考えられている。

日本で「白地赤丸」が日章旗として用いるようになった経緯は諸説あり正確には不明
である。 一説には源平合戦の結果が影響していると言われている。平安時代まで、
朝廷の象徴である錦の御旗は赤地に金の日輪、銀の月輪が描いてある。平安時代
末期に、平氏は自ら官軍を名乗り御旗の色である赤旗を使用し、それに対抗する源
氏は白旗を掲げて源平合戦を繰り広げた。古代から国家統治と太陽は密接な関係で
あることから日輪は天下統一の象徴であり、平氏は御旗にちなんで「赤地金丸」を、
源氏は「白地赤丸」を使用した。源氏によって武家政権ができると代々の将軍は源氏
の末裔を名乗り、「白地赤丸」の日の丸が天下統一を成し遂げた者の象徴として受け
継がれていったと言われる。現存最古の日章旗としては、山梨県甲州市の裂石山雲
峰寺所蔵のものが知られている。これは天喜4年（1056）に後冷泉天皇より源頼義へ
下賜されたという伝承があり、「御旗」（みはた）と呼ばれて、頼義三男の新羅三郎義
光から、義光の系譜に連なる甲斐源氏宗家の甲斐武田家に代々伝えられて家宝とさ
れてきた。事実であれば、遅くとも11世紀半ばには「白地赤丸」の日の丸が存在して
いたことになる。中世前半に遡る遺例として貴重である。また中世の日章旗とされるも
のとして奈良県五條市の堀家に伝わる後醍醐天皇下賜のものが知られる。

江戸時代には、徳川幕府は公用旗として使用し、寛永期（1624～1644年）に描かれた
『江戸図屏風』の幕府船団や、東京国立博物館所蔵『御船図』（19世紀作）の安宅丸
船尾にも日の丸の幟が描かれている。安政元年（1854）日米和親条約調印後、外国
船と区別する標識が必要となり、日本国共通の船舶旗（「日本惣船印」）を制定する必
要が生じ、日の丸を当てることが同7月9日、老中阿部正弘により布告された。安政6
年（1859）、幕府は日章旗を、縦長の幟（四半旗）から横長の旗に代え「御国総標」とし
た。日章旗が事実上「国旗」としての地位を確立した最初である。万延元年（1860 ）、
日米修好通商条約のため、日章旗を掲げた咸臨丸がアメリカに派遣された。

明治政府も、明治3年（1870 ）に太政官布告の商船規則で「御國旗」を日章旗とし、事
実上、国旗となった。 また同年同布告で「陸軍御國旗」として旭日旗が定められた。



唐古鍵遺跡

纏向遺跡
三輪山

鴨都波神社

秋津遺跡

南西地域

桜井
茶臼山古墳

磯城瑞籬宮

黒塚/大和天神山古墳
箸墓/ホケノ山古墳

35神仏史 記紀神話回想 神武天皇と 崇神天皇 二つの和合過程

弥生時代

後期
５０年

２５０年頃

古墳時代へ

３００年頃

４００年代

神武天皇から孝元天皇の都宮 大和平野南西地域（鴨氏の本拠）から徐々に東へ

崇神天皇都宮 三輪山の西南麓磯城瑞籬宮へ 「師木の水垣宮（みづかきのみや）に坐しまして、天の下治めらしめしき」 『古事記』崇神天皇より

垂仁、景行天皇の卷向宮後 ３５０年以降、三角縁神獣鏡は急減。 古代氏族との姻戚習合との因果関係有りと考える。

神武天皇の記述を水耕稲作文明の大和地方伝来の象徴とし、日本書紀で、神武天皇は始馭天下之天皇（はつくにしらすすめらみこと）、崇神天皇も「御肇國天皇（はつくにしらすすめらみこと）」と記
されることから、神武天皇の実在を否定、崇神天皇の実在を肯定し二人を集約させる説がある。 しかし、この二つの時代には以下の通り、考古学的に二種の新しい動きが認められる。
そして、その御名前の天皇、実在是非とは別に、原初の出雲信仰や文化を残しつつ、先入していた大和の氏族や信仰と習合し、和合していくことに注目したい。
神武天皇（東征） ・・・ 弥生時代後期 大型内行花文鏡（出雲の祭器銅鐸に代わる鏡）、大和南西部での出雲系（鴨氏）との習合、都宮の記載比定地（奈良盆地南西地域）

神武東征が稲作伝播の象徴とする説があるが、水耕稲作は、弥生時代初頭からであり、銅鐸から鏡への変化の時期とは一致しない。伊勢神宮神鏡や記紀より、内行花文鏡の伝播と一致する。
鏡威信の勢力 天照大御神から三種の神器（八尺勾璁、鏡、及草那藝劒）授かり、天降（あまくだ）った天孫 邇邇藝命（ににぎのみこと）。 神武天皇はその子孫とされる。
神武天皇は大物主の娘、媛蹈鞴五十鈴媛命（ひめたたらいすずひめのみこと）を娶った。 その姫は、日本書紀の一書や先代旧事本紀では事代主神の娘とも記される。
神武天皇の皇子で二代天皇の綏靖天皇も、事代主神の娘、五十鈴依媛命（いすずよりひめのみこと）を娶る。 その皇子は三代安寧天皇となる。 先入の出雲系 在来氏族との和合である。

崇神天皇・・・古墳時代初頭 先行鏡との不一致・和合、四道将軍平定過程、画紋帯神獣鏡の大阪湾周辺集中、前方後円墳・三角縁神獣鏡・鉄器の瀬戸内拡大 都宮比定地（三輪山麓 磯城瑞籬宮）
内行花文鏡 と 画紋帯神獣鏡はホケノ山古墳（大神神社所蔵）、大和天神山古墳に伝わる。 内行花文鏡だけは400年代 丹波蛭子山古墳や、丹後「籠神社」（長宣子孫八葉鏡と照明鏡）に伝わる。

崇神天皇6年、疫病を鎮めるべく、従来宮中に祀られていた 天照大神 と 倭大国魂神（大和大国魂神）を 皇居の外に移した。
「天照大神」を豊鍬入姫命に託し、笠縫邑（現在の檜原神社）に祀らせ、その後各地を移動し（元伊勢） 、垂仁天皇25年に現伊勢神宮内宮に御鎮座。 伊勢神宮八咫鏡主説「大型内行花文鏡」
「倭大国魂神」（大国主神、もしくは大己貴神（大国主神）の荒魂）を渟名城入媛命に託し、長岡岬に祀らせたが（現在の大和神社）、媛は身体が痩せ細って祀ることが出来なかった。
崇神天皇7年2月、大物主神が 倭迹迹日百襲姫命に乗り移り託宣する。11月、大田田根子（大物主神の子とも子孫ともいう）を大物主神を祭る神主とし（これは現在の大神神社に相当し、三輪山
を御神体としている）、市磯長尾市（いちしのながおち）を倭大国魂神を祭る神主としたところ、疫病は終息し、五穀豊穣となる。先入する古代からの神（奉祭する氏族）との和合である。

三角縁神獣鏡副葬の主たる前方後円墳 福岡県京都郡の石塚山古墳３Ｃ中～４Ｃ初、西都原古墳群８１号墳３Ｃ中（鏡無し）、京都府木津市の椿井大塚山古墳３Ｃ末、大分県宇佐の川部・高森
古墳群赤塚古墳３Ｃ末、岡山県備前車塚古墳４Ｃ初、奈良三輪山南方、桜井茶臼山古墳４Ｃ初、西都原１３号（４～５初）などで多数の船舶同笵鏡、鉄刀・鉄剣・鉄鉾・鉄鏃など鉄器副葬も多い。
桜井茶臼山古墳の近隣、宗像神社も、北九州との交流を示す（天武天皇期以前からの奉祭）。 石塚山古墳、椿井大塚山古墳、赤塚古墳、原口古墳（時代初頭）は同笵鏡であるとされる。

三角縁神獣鏡出土分布

石塚山古墳

椿井大塚山古墳

備前車塚古墳

桜井
茶臼山古墳

三輪山

以上の神獣鏡出土古墳で、椿井大塚山や桜井茶臼山、備前車塚古墳では、 内行花文鏡も 副葬 されている。なぜか？
これはすでに出雲系と和合していた神武皇統、そこにあとの勢力、崇神皇統が重層し和合していく 象徴 と考える。

伊勢神宮に祀られている神宝「八咫鏡」について、 考古学者（原田大六氏、森浩一氏）は、「皇太神宮儀式帳」の本鏡内容
器の記事などを元に、福岡県糸島市にある平原遺跡出土の大型内行花文鏡（46.5ｃｍ）と、同様の大きさ文様と推定。
それら古墳の被葬者や氏族が、「先入である神武皇統」と「後入である崇神皇統」のそれぞれの鏡威信を受け入れた証である。

倭建命ヤマトタケルの重要な視点は、（第1皇子豊城入彦命の東国派遣、四道将軍の派遣などを前提に）
① 父である景行天皇への絶対服従を強調し、権威を著わした。 派遣先は前方後円墳や三角縁神獣鏡出土とも一致する。
② この時代における、出雲、九州、蝦夷など勢力存在と、英雄的ではない記述、出雲系姫との婚姻など、倭統一への過程。
そこには、武力ではない 和合への苦心も伺える。また、伊勢以外に、息長氏などの古代豪族が勢力した、淡海國の山神の登
場にも注目したい。 終焉の 「河内陵」は、応神から仁徳天皇陵などに比定される 河内古墳群に繋がる。

和合思想

西都原古墳群

赤塚古墳



伊勢神宮 社殿創建
天武天皇14年（685年）
式年遷宮の制を制定。
皇后持統天皇「伊勢巡幸」
以降、禁忌の場所として、
明治まで天皇参拝は無し
勅使派遣のみ

出雲

神話による 起源設定

36神仏史 記紀神話回想 歴史背景と 皇祖誕生 和合の原点 天孫「邇邇藝命」

応神天皇

継体天皇

聖徳
太子

天武天皇

天智天皇

神功皇后

崇神天皇

神話時代

吉備氏

尾張氏

和邇氏
吉備氏
葛城氏

物部氏
蘇我氏

息長氏

蘇我氏

息長氏

倭建命
日本武尊

武内宿禰

日の神（農耕神）

鏡祭祀起源

天照御大神
信仰

伊勢神宮 内宮
天照御大神

垂仁天皇期

伊勢神宮 外宮
豊受大御神

雄略天皇期

豊鍬入姫命

倭姫命

伊勢神宮起源

史実時代

雄略天皇

系図出展
林屋辰三郎 氏

和合思想

【崇神系】

息長
田別王

大阪湾周辺集中
画紋帯神獣鏡

瀬戸内周辺に拡大

前方後円墳
三角縁神獣鏡

鉄器（北九州 多）

九州勢力
弥生中期 北九州鏡文化

内行花文鏡
後期には仿製鏡が
中国、近畿以東に及ぶ

大和盆地 西方
鴨族との習合

大和盆地 東方

神武天皇

纏向遺跡
１８０～３５０年
２００年代前半

大型掘立柱建物
突線鈕式銅鐸 破片

箸墓古墳

崇神天皇

② 「和合思想」を語る 天孫の名前
天孫降臨 邇邇藝命（ににぎのみこと）
天邇岐志 国邇岐志 天津日高 日子番能 邇邇芸命
アメニギシ クニニギシ アマツヒコ ヒコホノニニギノミコト

「天にも地にも親和的である」

出雲系・神武系 の氏族和合を著している。
神武天皇は大物主の娘を娶った。神武天皇の皇
子で二代天皇の綏靖天皇も、事代主の娘、五十
鈴依媛命を娶った。

【神武系】【出雲系】

神武天皇から
孝元天皇まで

大国主 天照大御神

唐古・鍵遺跡
弥生時代通期
中期～後期全盛
銅鐸の主要製造地

大和

山幸彦と海幸彦の交流
（住吉神・安曇神）

住吉神 安曇神
出雲系・神武系

氏族和合

③ 神武皇統への 憧憬 和風諡号「ヤマト」の一致
持統・文武・元明・元正の四天皇には「ヤマト」
神武・懿徳・孝安三天皇にも、「ヤマト」 「オオヤマト」、
孝霊・孝元・開化三天皇は、「オオヤマトネコ」。

40代オホヤマト（倭）ネコ アメノヒロノヒメ（持統）
41代ヤマト（倭）ネコ トヨオホヂ（文武）
42代ヤマト（日本）ネコ アマツミシロトヨクニナリヒメ（元明）
43代ヤマト（日本）ネコ タカミヅキヨタラシヒメ（元正）

天照大御神
遷幸 （元伊勢）

天孫降臨 邇邇藝命
（ににぎのみこと）

天武天皇の構想
過去の伝承信仰、歴史書を元に、新しい歴史書が構
想された。それは、確かに存在した出雲と、二つの鏡
威信勢力の歴史を反映している。
そして、天照大御神を天津神の頂点とする物語として、
「古事記、日本書紀」神話の信仰が創られた。

４００年代 応神天皇 国史（ふみひと）の設置

６２０年 推古天皇、聖徳太子による歴史書編纂「天
皇記」「国記」「臣・連・伴造・国造百八十部等の本記」
『日本書紀』皇極4年6月条に、「蘇我蝦夷等誅されむ
として悉に天皇記・国記・珍宝を焼く、船史恵尺（ふね
のふびとえさか）、即ち疾く、焼かるる国記を取りて、
中大兄皇子に奉献る」とある。 中大兄皇子から宮廷
に、そして中臣鎌足、不比等に渡った可能性が覗える

検討すべき 「 高御産巣日神 」 「 住吉三神 」
天照大御神について考える時、朝鮮半島との間、対馬の高
産魂神社、豆酘（つつ）地名に注目したい。

「 高御産巣日神 」（高木神）
皇祖とされ、天孫降臨や神武東征で、天照大御神の上位とし
て活躍。 神体木に依ります「日の神」 また、大嘗祭で八神
殿に祀られる「田の神」でもある 産土の神。

「住吉三神」は、伊邪那岐神が黄泉の国に行った後、その穢
れを落とす為に、筑紫の日向で禊祓をした際に天照大御神
たちの直前に生まれた。 そして、古事記の仲哀天皇の条で、
神功皇后に神懸かりした神が自ら名乗って「こは天照大神の
御心ぞ、また、底筒男(そこつつのを)、中筒男(なかつつのを)、
表筒男(うはつつのを)の三柱の大神ぞ」と述べている。

本来、海人族から誕生した神奈備 磐座の神山信仰である
「山幸彦」に 負けた「海幸彦」、古代の海人族が復興した。

天武天皇の名前、大海人皇子。天皇の殯に凡海（おおあ
ま）麁鎌（海人族 海部一族、阿曇氏の伴造）が壬生（養育）の
ことを誄したことから、幼少期の養育、影響を確信させる。

① 検討すべき 「 高御産巣日神 」 「 住吉三神 」 左下参照

歴史背景 考古的内容 記紀

④ 天照大神 と 神 武天皇 元明天皇 と 聖武天皇
707年、阿閇皇女（あへのひめみこ）が４６才の時、

文武天皇が崩御。母は元明天皇として即位し、当時まだ
６才の孫、首皇子（おびとのみこ）は、 724年、聖武天皇

となる。その編纂中の願いは、記紀に反映された。

元明天皇（661年～721年）
和風諡号「日本根子天津御代豊国成姫天皇」（やまと
ねこ あまつみよとよくに なりひめの すめらみこと）
聖武天皇（701～756年）天璽国押開豊桜彦天皇（あめ
しるしくに おしはらきとよさくらひこのすめらみこと）
神武天皇
神倭伊波礼琵古命（かむやまといわれひこのみこと）

皇祖誕生への 思層

住吉大社 伊勢神宮遥拝所

出雲神武系・崇神系
氏族和合

弥生時代

弥生
後期
５０年

２００年

古墳時代

３００年

４００年

息長氏

丹波氏

葛城氏

古墳
時代

５００年

６００年

７００年

３５０年頃 衰亡

２４８年頃
「卑弥呼」没

垂仁天皇、景行天皇

纒向之日代宮時代



山階寺跡

聖林寺

叡福寺 當麻寺

唐古鍵遺跡

大神神社

薬師寺
唐招提寺

元興寺

法隆寺

大安寺

興福寺

法華寺

新薬師寺

東大寺西大寺

磐余玉穂宮

大和から西方浄土の地

叡福寺北古墳には、聖徳太子
とその母・穴穂部間人皇女、太
子の妃・膳部菩岐々美郎女が
眠っているとされている

鴨都波神社

高鴨神社

秋津遺跡

飛鳥板蓋宮

奈良仏教 710～794年

南都七大寺＊ （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院 ）

法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊

元興寺（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅
大安寺 （＊＊ 大官大寺）十一面観音（本堂）
薬師寺 （＊＊） 薬師如来像 （金堂） 法相宗
興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏 釈迦如来 （金堂）
法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）釈迦如来 （金堂）

７２０年 藤原不比等没
７４０年（天平12年） 藤原広嗣が挙兵

７４１年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』

法華寺 745年 十一面観音（本堂）光明皇后

759年 阿弥陀浄土院
新薬師寺 747年 薬師如来像（本堂）
東大寺＊ 752年 盧舎那仏 華厳宗
唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）

盧舎那仏（釈迦の本地仏）
西大寺＊ 765年 釈迦如来 （金堂）

纏向遺跡

天武天皇 御陵

大倭神社

神仏史 遷都 と 天智天皇皇統、 藤原氏との関係

平城宮 遷都 と その場所の意味 ・ ・ ・ 壬申の乱で 凋落 した 天智天皇皇統 と 藤原氏末裔 の 復興
平城京遷都は、どのような理由で行われたか？ その場所が選ばれた理由は？

新天地遷都は、壬申の乱で衰微した天智天皇皇統と中臣氏による「復活への活動」と考える。そこでは始めから、新たな神仏が習合し絶大となる。
その前、新益京 あらましきょう（藤原京）は、唐長安に習い、都市としての新京整備を目指した天武天皇の遺志を継ぎ、 694年、持統天皇が完成さ

せた。背景には、671年近江令、689年飛鳥浄御原令という法治制度、統制の表現がある。しかし、早くも１３年後の707年（慶雲4年）２月、文武天皇
の時、遷都審議は始まる。「続日本紀」（詔諸王臣五位已上。議遷都事也）。 新益京の規模は、平安京（23㎢ ）平城京（24㎢）より広大で、5.3km（10
里）四方、25㎢とされ、遷都には、重大で相応な事情が必要である。 和銅元年（708）元明天皇により遷都の詔。和銅3年3月10日（710）遷都、和銅
5年（712）太安万侶 「古事記」撰上。 元正天皇、霊亀元年（715）即位、養老4年（720）「日本書紀」撰上、 そして、藤原不比等が没っする。

669年の鎌足没後、中臣家の主であった中臣金は、壬申の乱で刑死している。その時、藤原鎌足の次男とされる不比等は１３才で生きながらえた。
天武天皇とのちの持統天皇の間に誕生した草壁皇子は、立太子になるも皇位につけず689年、２７才で没っしている。 その時不比等３０才、葛野
王２０才。 草壁皇子と天智天皇の皇女である阿閇皇女（のちの元明天皇）との間に誕生した軽皇子がのちの文武天皇、697年の即位に際し、葛野
王の強い進言があったとする『懐風藻』。 葛野王は、天智天皇の遺児で、壬申の乱で敗れた大友皇子の息子（母は天武天皇の娘、十市皇女）であ
り、天智天皇の孫にあたる。そして文武天皇の死後にその母、元明天皇が即位。 翌年708年、藤原不比等が右大臣となった。先の文武天皇即位
に、若い葛野王の進言に加え、彼の貢献もあったと考える。 そして同年、元明天皇の平城遷都決定の報告が伊勢大神宮になされた。
持統天皇も、元明天皇も、無き天智天皇の娘である。 つまり、壬申の乱で不遇となった中臣家、鎌足の子である藤原不比等や、同じく不遇であっ
た天智天皇の孫の葛野王が、天智天皇の娘たちの脇役の形で、皇位継承や遷都に関わった。 その成果が平城京である。

葛野王の孫、淡海 三船（おうみのみふね）。『釈日本紀』所引「私記」には、三船が神武天皇から元正天皇までの全天皇（弘文天皇と文武天皇を
除く）のこの漢風諡号を一括撰進したことが記されている。つまり「持統天皇の名」は、本人の真意とは別に、天智皇統を維持した諡が贈られた。
と考える。 ちなみに、持統天皇の母は遠智娘、元明天皇の母は姪娘である。 二人とも（一説、夫 中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀で自決した） 蘇我
倉山田石川麻呂の娘である。また、のち不比等に対し、死後につけられた称号は「淡海公」。大津京を都とした天智天皇との父子関係を記する『興
福寺縁起』や、藤原北家、特に道長の栄華を軸にした『大鏡』などがある。作者事情からそのまま史実とならずとも、深い関係を示す傍論となろう。

714年、その都で一番先に金堂が整備された藤原氏氏寺、興福寺の興隆。そして三輪山にかわる神山、三笠山麓の氏神 春日大社創建も、不比
等が新天地遷都に関わる証であり、藤原氏守護神、武甕槌命の由緒は記紀が物語る。「春日古社記」では、猿田彦大神（榎本明神）が先住してい
たと記し、記紀で天孫降臨の先導役として活躍させられる。遷都で造京司になった小野氏は古代豪族の和邇氏末裔で、淡海（滋賀）に地名を残す。
淡海湖西の「白髭神社」は神奈備山の麓、「淡海国最古」の伝承をもち猿田彦大神を祀る。 その地域の豪族三尾氏の、多くの古墳が残る水尾神
社の元来祭神も 猿田彦大神 と伝たわる。（「高島郡誌」） 継体天皇出自とも関係する我が国の象徴、天皇の歴史において、重要な場所である。

そして遷都の場所は、白村江の大敗当時と比べ関係改善した唐との外交に適す大和川上流で、新益京より住吉、墨江に近く、都に南入する奈良
盆地北方を選択。律令、租庸調で増える東西交通も利便。なにより山科の天智天皇御陵と藤原京を結ぶ南北直線上にあり、陵に近づく場所である。
文武天皇から記述される「続日本紀」は、（天武藤原系）古事記、日本書紀に関心が無い。その仕上げは平安京とともに（天智系）桓武天皇が為す。
延暦5（786）年、天智天皇の冥福を祈るため、天智天皇創建の近江の崇福寺のすぐ側に、梵釈寺（現 廃寺）を建立した人は、桓武天皇である。

天智天皇 御陵

葛野王

大友皇子

桓武天皇

奈良仏教 710～794年

南都七大寺 ＊ （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院 ）

法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊

元興寺（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅
大安寺 （＊＊ 大官大寺）十一面観音（本堂）
薬師寺 （＊＊） 薬師如来像 （金堂） 法相宗
興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏 釈迦如来 （金堂）
法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）釈迦如来 （金堂）

７２０年 藤原不比等没
７４０年（天平12年） 藤原広嗣が挙兵

７４１年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』

法華寺 745年 十一面観音（本堂）光明皇后

759年 阿弥陀浄土院
新薬師寺 747年 薬師如来像（本堂）
東大寺＊ 752年 盧舎那仏 華厳宗
唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）

盧舎那仏（釈迦の本地仏）
西大寺＊ 765年 釈迦如来 （金堂）

新益京周辺
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平城宮遷都 の もう一つの根本的理由
それは、「 仏による鎮魂、神の祟り 」 に関係がある。

天智天皇や中臣鎌足の子孫にとって飛鳥、新益京の地は、山背大兄王や蘇
我倉山田石川麻呂一族の自害、乙巳の変以来、鎮魂、封印すべき場所だか
らである。 都の南方面には、壬申の敵、天武天皇が眠り、旧勢力の氏寺が
残る。 そして、東方には、崇神天皇に災いした倭大国魂神 （『大倭神社注
進状』では大己貴神（大国主神）の荒魂、あるいは大国主とされる）が、三輪
山には大物主が祀られている。 記紀に記せない過去の所業が祟るかもし
れない。

蘇我馬子の氏寺、飛鳥寺
蘇我倉山田石川麻呂の氏寺、山田寺
天武天皇による大官大寺 （川原寺）
（母体は、聖徳太子の熊凝精舎、舒明天皇の百済大寺）

伝 聖徳太子による父、用明天皇元別業の橘寺（四天王寺式か 山田寺式）
大官大寺、飛鳥寺は、形式上、平城京に移転したが、それぞれ大安寺、元
興寺と やすらかな名称 となっている。天武天皇建立勅の薬師寺も移転した
が、鵜野讃良（うののさらら）皇后、のちの持統天皇の病気平癒祈願が目的
で最終創建者。同じ名前のままだ。平城京移転の頃、やはり鎮魂のため、法
隆寺が再建された。

平城宮
古事記

日本
書紀

高
野
新
笠



38神仏史 平城京の 神仏構造 神仏習合の 具現化
奈良時代 元明天皇から桓武天皇の遷都までの間、信仰と律令政治が変化し始める。 神と仏の役割分担として神仏習合、土地所有の改変として墾田永年私財法である。

その前、飛鳥時代は、白村江での大敗を経験し、危機意識からも国家としての内制を整える時であり、神仏共存の模索の時であった。 日本書紀は、斉明天皇5（659）年、出雲国造に命じて「神之宮」
を修造させた、と記する。 天武天皇期には、伊勢神宮の斎宮を制度化した（壬申の乱の戦勝祈願の礼（『扶桑略記』）。 上賀茂神社造営も天武天皇7（678）年である。 つまり、神の坐ます場所や祀
る者が整えられた。 また、仏については、「自分で観想する浄土」から、日本特有に「他者の鎮魂」、「自らの氏寺、先祖供養」に拡大、変貌した。 奈良時代のあと、平安京で、「神仏習合」は神像、神
社建築に影響、「墾田永年私財法」は荘園拡大に繋がり、律令制度の崩壊や 貴族と武家の勢力交代 にまで遠因する。 その飛鳥と平安の間、平城は、政治的な根本思想の下、神仏はそれぞれの立
場を確立していく時代である。

前述、新天地への遷都の理由を、壬申の乱で衰微した天智天皇皇統 と 中臣氏による「復活への活動」と考えた。 その都、平城では、新たな信仰政策、神仏が習合し、絶大となる。
仏は、その名のごとく興隆する藤原氏 「興福寺」を頂点に、蘇我氏飛鳥寺を起源とする「元興寺」を従え、飛鳥京での配置を再現した「薬師寺」と、大官大寺を改名した「大安寺」を西から南に配す。そし
て、都の内部で左（大臣）を標榜し、また独立した東方の地域、戦闘上も有利な山麓にかけて、日の出方向に「春日大社」を鎮座させた。それが平城京の原型である。 日本書紀で天武期に初見される
川原寺（弘福寺）は興福寺にすり替えられた。 その興福寺の発祥は山科の山階寺で創建者は「鏡女王」。 896年作の藤原良世 『興福寺縁起』は、元々は天智天皇の妃だったが、後に藤原鎌足の
正妻となり、藤原不比等を生む。と伝える。 『日本書紀』天武天皇が見舞う「鏡姫王」、『延喜式』舒明天皇の押坂陵内に墓がある「鏡女王」と別人かどうかは別にしても、藤原氏の母であり、時の天皇
の近親者の女性が、天照大御神に通ずる「鏡」と名付けられたことに注目したい。

天武天皇の神仏政策。 つまり神は鏡の元祖、神武天皇に、「循環思想」を基礎とする皇祖、天照大御神を見だす皇統 「根本思想」、仏には、持統天皇の病気平癒祈願 「現利思想」。その政策を藤
原氏は取込、強化した。神は、その皇統の支援者、武甕槌命を春日大社に祀り、仏は、その根本、釈迦如来を「興福寺」金堂の本尊とした。「根本思想」を踏襲する。ここでは阿弥陀如来は影を潜める。

「薬師寺」と「興福寺」は共に法相宗。 法相とは、森羅三千の万象である、諸法の性（真如）と相（現象）を分別する意味で、『成唯識論』を所依として万法唯識の本質を識と説く。ここから「唯識宗」と
もいわれる。インド唯識派の祖師、世親の教えを解釈した玄奘の漢訳『成唯識論』は、六経と十一部論を引用、 その六経とは『華厳経』『解深密教』などである。 『法華経』では、一切衆生の悉皆成仏
（どのような人も最終的には仏果（悟り）を得られる）を説く一乗説に立ち、経典の三乗は一乗を導くための方便と解釈したが、対して法相宗では、小乗（声聞乗・縁覚乗）・大乗（菩薩乗）の区別を重んじ、
それぞれ悟りの境地が違うとする三乗説を説く。 つまり教学として、厳密には万民平等な仏教ではない。 律令の官僚制、官位、位階。 また良民と賎民に大別される身分制に通じるかもしれない。
そして、この法相宗も、元来、653年（白雉4年） 道昭が入唐し玄奘に師事、蘇我氏の飛鳥法興寺に伝えたことに始まる。 717年（養老元年） 義淵の弟子玄昉も入唐、興福寺を盛り、僧正位にもなった。
仏教は、鎮護国家の思想の下、国家の管理下で統制、得度を制限する年分度者の制度が施行され、原則として私度僧は認められていなかった。このことは仏僧と国家権力が結びつく原因ともなった。

「根本思想」は、聖武天皇の「東大寺」や、その大仏殿前で、聖武天皇、光明皇太后、孝謙天皇らに菩薩戒を授けた鑑真の「唐招提寺」にも出現する。二寺の本尊は『華厳経』に詳しく説かれる「廬
舎那仏」、釈迦を超えた宇宙仏（法身仏）で、宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏である。 密教では「摩訶毘盧遮那仏」（大毘盧遮那仏）は、大日如来と呼ばれる。巨大なる根本仏である。

聖武天皇は、仏教による災厄（飢餓・疫病）戦乱鎮静の『鎮護国家』の思想に基づき、741年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』。 743年5月 『墾田永年私財法』 10月東大寺『大仏造顕の詔』 私度僧、
優婆塞 行基集団 が貢献。 平城京での「神仏習合」は、同時に各地でも発祥していた。 宇佐八幡宮での法蓮、のちに雑密と呼ばれる密教僧や私度僧が密教、観音菩薩も広めていく。 「東大寺」創
建の前提として、749年、宇佐から八幡神を勧請した。 同年、聖武天皇に菩薩戒を授けた行基は没す。751年、良弁が東大寺初代別当に。 「東大寺」鎮守社として「手向山八幡宮」が残る。
777年、八幡神は神で初めて出家、八幡大菩薩となる。

その時代、758年には住吉大社に、766年までには伊勢神宮にも神宮寺が、奈良時代末までに
大神神社に大御輪寺が創建される。 京都では延鎮（法相宗）による「山科、法厳寺」、慶俊（法相、
華厳、真言宗）による「愛宕、五寺」開山で、山代から山背にかけた山岳の信仰拠点が整う。

唐招提寺 759年

盧舎那仏（金堂）

東大寺 752年

盧舎那仏 華厳宗

新薬師寺 747年
薬師如来（本堂）

法華寺 745年
759年 阿弥陀浄土院

興福寺 715年
釈迦如来 （金堂）

薬師寺 718年
薬師如来（金堂）

法相宗

大安寺 730年頃
十一面観音（本堂）

元興寺 745年
弥勒菩薩 （金堂）
極楽房智光曼荼羅

西大寺 765年
釈迦如来 （金堂）

春日大社
鎮座 710年頃

創建768年

循環思想 現利思想和合思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

マナイズム 見えない チカラ
植物・動物 花鳥風月

日本文化の特性 基本原理 の 体系より

自然神 （山・海・水）

祖霊信仰 （先祖が自然神）
首長霊信仰 （特定の先祖神）

精霊信仰

田の神 航海の神
（自然への感謝・畏怖・恩恵）

海神 （ 宗像神・住吉神 ）

山神 （ 大山咋神 など ）

平安

鎮魂

薬師如来
観音菩薩

廬舎那仏

鎮魂

皇祖神

仏の役割
鎮護・現利

飛鳥

古墳

奈良

神仏習合 役割分担

弥生

縄文時代藤原不比等 邸

藤原仲麻呂 邸

根本思想

政治思想

八幡神

釈迦如来

神の役割
皇祖・戦神

鎮護

天照大御神
神武天皇

皇祖

戦神

現利

鎮魂

神宮寺

武甕槌命

政治的 根本思想を基本に
神仏習合し、役割分担

海神
住吉神

主に藤原氏領域

根本思想和合思想

自然共生・原生思想



645年(大化元) この頃、鎌足が釈迦三尊像を造立
669年(天智8) 鎌足の妻、鏡大王が夫の病気平癒を願い山階寺造営 鎌足の釈迦三尊像を安置
672年(天武元) 壬申の乱、飛鳥浄御原宮に遷る

この頃、山階寺を大和国高市郡厩坂に移し、厩坂寺と称す
685年(天武14) 山田寺講堂の薬師三尊像造立―銅造仏頭
710年(和銅3) 平城遷都。藤原不比等、厩坂寺を平城京左京3条7坊に移し、興福寺と号す
714年(和銅7) 3月 金堂(こんどう)供養
720年(養老4) 不比等没 10月17日 「造興福寺仏殿司」を初めて置く
721年(養老5) 北円堂建立 不比等一周忌、元明上皇、元正天皇が長屋王に命じ創建

本尊木造 弥勒仏坐像、木造無著菩薩・世親菩薩立像
8月3日 橘 三千代、金堂に弥勒(みろく)浄土像を造る

726年(神亀3) 7月 聖武天皇、東金堂(とうこんどう)を建立 聖武天皇が伯母、元正天皇の
病気平癒を祈願し、本尊薬師三尊で創建

727年(神亀4) 12月 興福寺観禅院梵鐘(ぼんしょう)鋳造
730年(天平2) 光明皇后、五重塔建立
734年(天平6) 正月11日 西金堂(さいこんどう)建立。 光明皇后が母・橘三千代の一周忌に際し、

釈迦三尊を安置する堂として創建。 十大弟子・八部衆像等も造立
737年（天平9） 藤原四兄弟没
738年(天平10) 3月28日 山階寺(興福寺)に食封千戸を施入
746年(天平18) 正月 講堂本尊不空羂索観音像造立 （のち南円堂移祀）
749年(天平勝宝元) 5月20日 寺田百町施入される
757年(天平宝字元) 12月8日 山階寺(興福寺)施薬院に越前国の水田百町を施入
761年(天平宝字5) 2月 東院西堂建立 764年(天平宝字8) 9月 東院東堂建立
771年(宝亀2) 2月22日 東院地蔵堂建立
791年(延暦10) 3月10日 講堂に阿弥陀三尊像を造立 4月 北円堂四天王像造立
813年(弘仁4) 藤原冬嗣(ふゆつぐ)、南円堂を建立 藤原北家冬嗣が父・内麻呂追善

講堂本尊不空羂索観音像を移祀

39神仏史 平城京の 神仏構造 興福寺と 東大寺

神亀5年（728年） 金鐘山寺 聖武天皇と光明皇后の間に生まれた唯一の皇太子で夭逝した基王の菩提を弔う
ため建立。 良弁（のちの東大寺初代別当）を筆頭に智行僧九人を住持させた。 その宇堂の一つ「羂索堂」
は現在の法華堂「三月堂」天平12（740）年～748年頃建立。 乾漆立像として、本尊不空羂索観音、梵天・帝釈
天、金剛力士 2躯、四天王。塑造立像は執金剛神、日光・月光菩薩（全国宝） 創建時伽藍で唯一現存。
福寿寺 光明皇后が創建に関わる。福寿寺写一切経所（正倉院）より天平13（741）年までに創建。

天平13年（741） 国分寺・国分尼寺（金光明寺・法華寺）建立の詔
国家の災害・国難などを消除することを説く『金光明最勝王経』の具現が国分寺の建立
金鍾山寺が昇格して大和金光明寺となり、これが東大寺の前身寺院とされる。福寿院との統合や、瓦より金堂
所在地が現法華堂（三月堂、羂索堂）地とする説あり。

天平12年（740）2月、河内国知識寺に詣でた聖武天皇は、『華厳経』の教えを所依とし、民間のちからで盧舎那
仏が造立され信仰されている姿を見て、盧舎那大仏造立を強く願われた。
造立する前に『華厳経（大方広仏華厳経）』の教理の研究。華厳経講説、盧舎那仏の意味は、金鍾山寺（羂索
堂）で、大安寺審祥大徳を講師として、良弁主催で天平14年（742）に終了。世界に存在するあらゆるものは、そ
れぞれの密接な相関関係の上に成り立ち、平和で秩序ある世界を形成するとの教理実現を目指す。東大寺の
正式名称は、「金光明四天王護国之寺（きんこうみょうしてんのうごこくのてら）」
天平15年（743）「大仏造顕の詔」当初、紫香楽宮において造仏工事が開始されるが、山火事・地震の続発で、
平城京に還ることを決意、天平十七年（745）8月、大仏造顕の工事は金鍾山寺の寺地で天平19年（747年）再開。
「造東大寺司」初見は天平20年（748年）
天平勝宝四年（752）4月に「大仏開眼供養会」、竣工天平宝字2年（758年）。その後も講堂・東西両塔・三面僧房
などの諸堂造営は、延暦八年（789）3月の造東大寺司の廃止まで続行された。

「二月堂」 本尊十一面観音 創建 天平勝宝4年（752年）主説、修二会（しゅにえ）が良弁の弟子 実忠が創始。
罪障懺悔し、功徳により興隆仏法、天下泰安、万民豊楽、五穀豊穣などを祈る法要行事
「戒壇院」 出家者の受戒（正規の僧の戒律授受）施設として、天平勝宝7（755）年に鑑真和上が創建
塑造四天王立像（国宝）。 天平年間に千手（観音）堂が建てられ、今はない講堂にも千手観音像が安置された。

東金堂
薬師三尊

西金堂
釈迦三尊
十大弟子・
八部衆像等

講堂

本尊不空羂索観音像
791年 阿弥陀三尊像に

南円堂
不空羂索観音像

北円堂
弥勒仏坐像

中金堂
釈迦如来坐像

興福寺

興福寺は、藤原氏、天智天皇の姫たちによる、その仏教権威象徴 と 一族鎮魂の寺である。 中央の主たる金堂に仏の根本、釈迦如来を祀り、不比等のための北円堂には、氏族繁栄を願ってか将
来に期待する弥勒菩薩坐像。 東の金堂には、現世利益の薬師三尊を加える。 そして734年、橘三千代のための西の金堂に、光明皇后は釈迦三尊を祀る。ちょうど藤原四兄弟が全盛の時であり、
もし737年兄弟没後であれば、西には違う仏をまつったかもしれない。 しかし興福寺はあくまで力強い。 746年、講堂に玄昉が招来した強力な現世利益仏 不空羂索観音像が鎮座。のちに藤原北家
貢献者、冬嗣が父追善供養で創建する南円堂に還座される。しかし、その興福寺でも資材帳 天平宝字４（760)年光明皇太后法事で、阿弥陀仏に追福祈願し、「称讃浄土経」が二千枚近く写経された。
そして、都が平城より去ったあと、791年、講堂に阿弥陀三尊が祀られる。 ようやく鎮魂、安らぎを求める寺院にもなった。

東大寺は、鎮魂、救済のための秩序を願う寺院である。 前身寺院は、同地に建立された金鐘山寺。 聖武天皇と光明皇后の皇子、基王が神亀5（728）年に夭折、供養鎮魂のため建立された。
そして、現二月堂付近に阿弥陀堂を持つ福寿寺も前身とする説がある。 共に都の東方山岳に所在した。 皇子に続き、光明皇后の母、県犬養三千代が 天平5（733）年に没しており、その鎮魂の寺院
と考える。 いずれにせよ鎮魂の寺院を前身に、国分寺としてまず再創建される。 そして、平城京に戻った聖武天皇が、行基や知識寺の影響を受け、広く万民のための公共寺院として東大寺が誕生
した。 その時代は、藤原氏衰退から平安期再興までのわずかな狭間であった。 737年、聖武天皇期、藤原四兄弟が没し、橘諸兄、玄坊、吉備真備が藤原氏に対抗、藤原広嗣も乱で処刑、不比等の
諸領土は全て朝廷に返上された。 橘諸兄は県犬養宿三千代と美努王の子で、彼にとって不比等は母を奪われた宿敵である。 一時は藤原仲麻呂が勢力するが、764年吉備真備が大宰府より帰還
し「造東大寺長官」に任命、孝謙上皇勅命により高齢７０歳で藤原仲麻呂も追討した。 興福寺と東大寺は、仏の世界でも主導したい藤原一族と、その姻戚にありつつ対抗する聖武天皇や橘氏、真備
の象徴である。 東大寺に宇佐八幡を勧請し守護とした理由はここにもあると気づかされる。 また双方共に祀る不空羂索観音も、それぞれの違う目的のためと考える。

東大寺

元金鐘山寺「羂索堂」
法華堂（三月堂）

元福寿寺付近
二月堂

手向山八幡宮
宇佐八幡宮より勧請

興福寺 715年
釈迦如来 （金堂）

春日大社
鎮座 710年頃

創建768年

東大寺 752年

盧舎那仏 華厳宗



40神仏史 奈良時代の 神々 平城京 そして 住吉大社と伊勢神宮
奈良時代を理解するには、平城京だけでは狭小である。 古代の信仰が史実を元にした神話によって復活し、大型建築として各地に出現した時代である。 まさに現利思想が神々を具体化した。

改めて総括すると、今日、我々が目にしている主たる神社、出雲大社、住吉大社、宗像大社、伊勢神宮、賀茂社などは、弥生時代、遅くとも古墳時代初期の信仰の証、名残である。

① 縄文からの海人族、その人々と関係する弥生の出雲勢力、銅鐸祭器する彼らは畿内まで流入する。 ② 九州から第一次鏡威信勢力、神武天皇の名に代表され習合していく。 ③ そのあとの
古墳時代、第二次鏡威信勢力が崇神天皇で、前方後円墳、画紋帯・三角縁神獣鏡などの遺跡に残る。 彼らもまた習合、和合していき、その終着が神功皇后、応神天皇の名で残り、朝鮮半島や北九
州に足跡を残す。 ５００年代、継体天皇の頃になるともうすぐ飛鳥時代、人々の記憶、伝承を文字で残す作業が進められた。 その残欠を編集し、完成したものが 記紀・風土記となり、現代に伝わる。

それまでに信仰の依代、社があったにせよ、天武天皇から奈良時代にそれら大社、神宮が社殿として整備されていく。 伊勢神宮以外は①の時代から信仰の歴史を持つ。 しかしその② 日の神も
大和の西方から徐々に東方に侵入し、丹後海部氏の彦火明命、天照國照彦天火明櫛玉邇速日命（尊）の名にある様に、物部尾張の祖でもある出雲勢力 ①が国譲りし習合した。 『古事記』で邇藝速
日命（ニギハヤヒ）とされる人は、神武天皇より先行していた出雲一族、物部氏たちの祖とされる。 和合の証として、倭（日本）大国魂神と天照大御神とは共に大殿に祀られていたが、③が到来した時、
天照大御神は、丹後に還却した。それは、崇神天皇の時、大和で祟ったとされる天照大神の事件として記される。 元伊勢、丹後「籠神社」や ３００年代後半の蛭子山(えびすやま)古墳に②の内行花
文鏡が伝わる。 ４００年前後から所謂、丹後王国として神明山古墳など２００ｍ級の大型古墳が誕生した。 天照大御神は、垂仁天皇期に伊勢鎮座。 雄略天皇期には、丹後の豊受大御神を迎える。
このことは①と②の和合の足跡で、東方への進出かもしれない。 ③崇神天皇の勢力は前方後円墳、画紋帯・三角縁神獣鏡で信仰改革に取り組むが祟り、倭建命も遠征死す。結局、古代氏族母系と
習合する。応神天皇期から継体天皇、皇統のゆらぎ、外来仏教の扱い、白村江の大敗と危機、壬申の乱と混乱した。 古代の信仰、氏族を尊重し、統率力をもたらす国家的信仰、思想が必要となった。

そして、天武天皇の復古政策、より高い皇祖を古代①②に求めるため記紀が著され、その時代の神々の社殿が奈良時代に創建、完成する。 それぞれの大社は、生い立ちを尊重し「造り」が違う。
「出雲大社」は古代にふさわしい田の字の住居、宮殿。 「住吉大社」は海神として、遣唐船団のごとく 社殿が直線に並び。 天皇が即位の礼の後、初めて行う一世一度の新嘗祭が大嘗祭（だいじょう
さい）だが、その建物に似ることは航海への覚悟に似る。 「宗像大社」は、沖のかなたと繋がる三社。 市杵島姫神を祀る辺津宮の本殿は流造、賀茂社と同じ出雲の系統。 その奥、中津宮、沖津宮
は唯一神明造りで「伊勢神宮」「籠神社」と同じ神明造り、日の神がもたらす穀物を守り、ささげる高床式倉庫を原型とする。それら建築様式の習合は、①②の和合の証でもある。藤原氏の「春日大社」
春日造は、出雲大社の大社造と同じく、切妻造・妻入だが、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇（向拝）を付したもの。 庇と大屋根は一体となっている。屋根の反り、彩色など、寺院建築の
影響を受け、古代の建築様式を取り込んだとも言える。 なかでも「住吉大社」の神は、天照大御神、神功皇后と関係が深い。 三神の社殿は真西からわずかに北を向いて連なる。 その先は、はるか
朝鮮半島から遣唐使が目指す大陸の港の方向を向く。そして、三神の社殿の後方、真東からわずかに南方向を向けた先は、奈良の「唐子・鍵遺跡」を通り、奥社のごとく伊勢神宮、斎宮の方向になる。
底筒男命を祀る第一本宮の北側面に伊勢神宮への遥拝所がある。 また水平西は、ちょうど住吉大社ご祭神、筒男三神の里である対馬を通り、遣唐使がたどりついた長安、今の西安の方向となる。
海人族の航海安全の神に、戦勝祈願の神として 第四本宮 神功皇后 が寄り添う。

「住吉大社」は、北九州対馬の海人族の山幸海幸信仰を祖型に、神功皇后の朝鮮渡海の帰路、天照大御神の神教により、航海安全のため、
筒男三神を、今の地に祀ったことに始まる。 ①と② 海人族の神と新たな日の神との和合、協力関係ができた。
対馬には、八社の「住吉神社」があり、主に山幸海幸神話の神を祀っている。 海のかなたから日の神を招く水平祭祀。

日本書紀 『 皇后之船、直指難波。于時、皇后之船𢌞於海中、以不能進、更還務古水門而卜之、於是天照大神誨之曰「我之荒魂、不可近
皇居。當居御心廣田國。」卽以山背根子之女葉山媛、令祭。亦稚日女尊誨之曰「吾欲居活田長峽國。」因以海上五十狹茅、令祭。亦事代主
尊誨之曰「祠吾于御心長田國。」則以葉山媛之弟長媛、令祭。亦表筒男・中筒男・底筒男三神誨之曰「吾和魂、宜居大津渟中倉之長峽。便
因看往來船。」於是、隨神教以鎭坐焉。則平得度海。』

「住吉三神」誕生は、伊邪那岐神が黄泉の国に行った後、その穢れを落とす為に、筑紫の日向で禊祓をした際に天照大御神たちの直前
に生まれた。 そして、古事記の仲哀天皇の条で、神功皇后に神懸かりした神が自ら名乗って「こは天照大神の御心ぞ、また、底筒男(そこつ
つのを)、中筒男(なかつつのを)、表筒男(うはつつのを)の三柱の大神ぞ」 と述べている。
・ 山幸海幸 「玉の井」
本来、海人族から誕生した神奈備 磐座の神山信仰である「山幸彦」が 「海幸彦」に勝つ。山幸彦と海神（大綿津見神の娘・豊玉姫との息子
が鵜草葺不合命（うがやふきあえずのみこと）、また海神大綿津見神の娘、玉依姫と結婚し、神武天皇が誕生する。その古代海人族を復興
させた天武天皇の名前は、大海人皇子。 天皇の殯に凡海（おおあま）麁鎌（海人族 海部一族、阿曇氏の伴造）が壬生（養育）のことを誄し
たことから、幼少期の養育、影響を確信させる。 住吉大社にある「玉の井」は、山幸彦と豊玉姫の出会いの場とされる。
・ 船を造る楠 「楠珺社」なんくんしゃ
虫害や腐敗に強く巨材が得られるという長所、枝分かれが多く直線の材料が得難いという欠点はあるが、古来から船の材料として重宝され
ていた。 古代西日本では丸木舟の材料として、また、大阪湾沿岸からは、クスノキの大木を数本分連結し、舷側板を取り付けた古墳時代の
舟が何艘も出土している。その様は、古事記「仁徳記」に登場するクスノキ製の快速船「枯野」の逸話からもうかがえる。家具や飛鳥時代の
仏像にも使われた。 室町から江戸時代にかけて、軍船の材料にもなった。
・ 天鳥船神 と 猿田彦神 「船玉神社」
国譲り 建御雷の派遣 ： 天之尾羽張（あめのおはばり）は「建御雷神を遣わすべき」と答えたので、建御雷神に天鳥船神（あめのとりふね）を
副えて葦原中国に遣わした。 日本書紀では、経津主神（ふつぬしのかみ）が同行と記される。
天孫降臨 ： 天孫の邇邇藝命（ににぎのみこと）が、葦原の中つ国を治めるために天降（あまくだ）る。 天照大御神から授かった三種の神器
（八尺勾璁、鏡、及草那藝劒）をたずさえ、天児屋命（あまのこやねのみこと）などの神々を連れ、高天原から地上へ向かい、猿田毘古神（さ
るたひこのかみ）が先導した。
・ 海人族 宗像氏との交流 「浅沢神社」
宗像辺津宮の祭神、市杵島姫神を祀る。 万葉集にも『住吉の浅沢小野の杜若（かきつばた）衣に摺りつけ着む日知らずも』と詠まれている。
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