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神話時代の史実 （文献などより ）
前１５０年頃 稲作文化 九州より畿内に伝来
前１００年頃 銅鐸の鋳造開始

「楽浪海中に倭人有り、分かれて百余国をなす
・・・出典「漢書」地理志

１００年頃 大和を中心に小国家出現
１００年後半 倭国大乱、
１００年代末 邪馬台国卑弥呼の共立

・・・出典「魏志倭人伝」
２５０年前後 内乱と収束

「国中不服」 「壱与～國中遂定」
・・・出典「魏志倭人伝」

皇統との血縁 息長氏・吉備氏・丹波氏・葛城氏

３５０年前後 蝦夷・熊襲を平定 統一と県の制定

古墳文化の伝播 丹波 吉備 越 東海
３９１年 新羅と交戦 ・・・ 出典 高句麗 「好太王碑」

（広開土王碑）

４００年代 応神天皇即位 （南山代葛城・息長王系）
履中天皇 国史（ふみひと）の設置

河内 楯状大型古墳の誕生
横穴式石室へ （死の意識 黄泉国の発想）
葛城氏の滅亡、平群氏の衰退・・・皇統系
大伴氏、（新興）物部氏・・・軍事部民 蘇我氏の台頭
秦氏の渡来、雄略紀に秦酒公統率、蘇我氏との関係

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」

６４５年 乙巳の変 中大兄皇子・中臣鎌足 蘇我氏を討つ
６６３年 白村江の大敗
６７２年 壬申の乱 大海人皇子 大友皇子を討つ

貢献者 大伴馬来田・吹負、三輪氏、鴨蝦夷、尾張氏
天武朝は、近江方だった物部麻呂も重用、石上氏左大臣に
息長氏に真人姓を与える。 中臣金連刑死

６７３年 天武天皇即位
（天皇を称号、日本を国号 日本書紀、古事記の編纂勅命）
６９１年 １８氏祖を申告させた。大三輪、雀部、石上、藤原、石川、巨勢、
膳部、春日、上毛野、大伴、紀、平群、羽田、阿倍、佐伯、采女、穂積、阿曇

７０１年 文武天皇妃の不比等の娘が皇子出産、のち聖武天皇

７１２年 元明天皇期 太安万侶 「古事記」撰上
７１３年 諸国に「風土記」編纂を命ずる
７２０年 元正天皇期 「日本書紀」撰上 藤原不比等没
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倭建命
日本武尊

景行皇后

纏向遺跡
１８０～３５０年

「はやりうた」について
その「はやる」ことの背景、条件について、事例的 に検討する。
また、はやるため、「古字の存在」、「民衆の識字」が あったのでは？
（参考）今、「流行歌」がないといわれるが、何か手がかりはあるか？
具体的で統一的媒体、新しい媒体 (文字) と はやりの関係

媒体： 動作、画像、音楽、言葉、文字 （ 識字層・識字率 ）
インフラ ： 道、手紙、模写、舞台、出版、記録媒体

通信・放送、インターネット
社会背景 ： 採取・農耕、信仰・芸能、出仕・朝貢、争乱・訴訟、交易、旅

「歌がはやる」ことには「時間的な伝承」と「広域な流通」とがあると考える。
「時間的な伝承」について、「歌」がはやり、記録された意味を検討したい。

① 「時間的な伝承」 古事記の古代歌謡
「歌」が古くに始まり、永く伝えられ記録された背景、意味を確認する。

１、『古事記』は、応神天皇紀に『論語』『千字文』伝来を記す。
そのため、一般的に文字使用がそれ以降に限定されることから、「古代
歌謡は口承」 と されるが、はたして、可能であろうか？

『古事記』序文で、天武天皇は稗田阿礼に「帝紀・旧辞」を誦み習うこと
「爲人聰明、度目誦口、拂耳勒心」と詔し 、まず「見る」ことを記す。
その「帝紀・旧辞」の成立時期について、叙述が物語的から記録的へ変
化する前の継体・欽明天皇紀とする津田左右吉説や上田正昭の追認が
ある。つまりそれ以前までに存在した「歌」とともに神話が伝えられた。

『日本書紀』 欽明天皇紀に「帝王本紀 古字多くあり」、また、天武天皇
紀には「境部連石積等に命じて、新字一部四十四巻を作らしむ」とあり、
何らかの「古い文字」があった事を示している。

２、『古事記』の中で、「歌」が登場する時期、人々は限定されている。
神はほとんど歌わず、例えば崇神・垂仁天皇も歌わない。その意味は？

① 出雲への配慮
『日本書紀』と比較すると、冒頭「須佐之男命」の歌で共通し、さらに
『古事記』のみ「大国主神」の歌が多い。 国譲までのそれら意図的な
掲載には、日本神話としての両義性が表現されている。

② 継体天皇・天武天皇に連なる 皇統の 寿歌（ほきうた）
倭建命、応神・允恭・雄略・清寧から継体天皇へと「歌」が、はやる。
その４世代あとが天武天皇となる。 このことは、皇統証明の意味である
とともに、上記「出雲」の「歌」がより対象的な意味を持つ。

* 古代歌謡は、上代歌謡と中古歌謡の総称。（上代歌謡）『古事記』『日本
書紀』『続日本紀』『風土記』『万葉集』の中の歌謡のこと。
記紀の物語には作中人物の歌約百七十首があるが、物語作者が独立の歌
謡を取り入れたり物語化したものが古代歌謡を主とし、民謡 （国見・歌垣）と
宮廷歌謡 （儀礼歌謡・雑歌・神語歌）とがある。
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古事記の歌謡

初代 神武天皇 前660年

2代 綏靖天皇 前581年

3代 安寧天皇 前549年

4代 懿徳天皇 前510年

5代 孝昭天皇 前475年

6代 孝安天皇 前392年

7代 孝霊天皇 前290年

8代 孝元天皇 前214年

9代 開化天皇 前158年

10代 崇神天皇 前97年

11代 垂仁天皇 前29年

12代 景行天皇 71年

13代 成務天皇 131年

14代 仲哀天皇 192年

15代 応神天皇 270年

16代 仁徳天皇 313年

17代 履中天皇 400年

18代 反正天皇 406年

19代 允恭天皇 412年

20代 安康天皇 453年

21代 雄略天皇 456年

22代 清寧天皇 480年

23代 顯宗天皇 485年

24代 仁賢天皇 488年

25代 武烈天皇 498年

26代 継体天皇 507年

27代 安閑天皇 531年

28代 宣化天皇 535年

29代 欽明天皇 539年

30代 敏達天皇 572年

31代 用明天皇 585年

32代 崇峻天皇 587年

33代 推古天皇 592年

1 NO.001 スサノヲ、新妻と新居を得て詠んだ、日本初の和歌 [アマテラスとスサノヲ ]

2 NO.002 オオクニヌシ、越の国の美女ヌナカワを口説くための歌 [オオクニヌシ]

3 NO.003 ヌナカワ、オオクニヌシの求愛を少し焦らし、いなした歌 [オオクニヌシ]

3 NO.004 ヌナカワ、一転、オオクニヌシの求愛を受け入れた歌 [オオクニヌシ]

4 NO.005 オオクニヌシ、正妻スセリの嫉妬を抑え込もうとした歌 [オオクニヌシ]

5 NO.006 スセリ、夫オオクニヌシの女遊びに釘を刺した歌 [オオクニヌシ]

6 NO.007 シタテル、夫の葬式をめちゃくちゃにして飛び去った兄を思う歌 [葦原中国平定 ]

7 NO.008 トヨタマ、正体見破られたが、やっぱり山幸彦が愛おしい歌 [山幸彦]

8 NO.009 山幸彦、正体見て逃走も、トヨタマへの変わらぬ愛を伝える歌 [山幸彦]

9 NO.010 神武軍兵士、東遷でのある戦いの勝利に高揚して歌った歌 [神武天皇]

10 NO.011 久米人、神武東遷である敵の騙し討ちの合図となった歌 [神武天皇]

11 NO.012 久米人、神武東遷でのある戦いで気勢を上げる歌 [神武天皇]

12 NO.013 久米人、神武東遷における日本版「臥薪嘗胆」の歌 [神武天皇]

13 NO.014 久米人、神武東遷で伊勢の神風をめぐる気勢を上げる歌 [神武天皇]

14 NO.015 久米人、神武東遷である戦いで兵士が腹が減った時の歌 [神武天皇]

15 NO.016 大久米命、神武天皇の再度の嫁取りで、天皇に呼びかける歌 [神武天皇]

16 NO.017 神武天皇、大久米命の呼びかけに答え、嫁を選ぶ歌 [神武天皇]

17 NO.018 イスケヨリ、大久米命の目の入墨を不思議に思って聞いた歌 [神武天皇]

18 NO.019 大久米命、目の入墨に関するイスケヨリの問いかけに答えた歌 [神武天皇]

19 NO.020 神武天皇、イスケヨリとの情事を思い出して懐かしむ歌 [神武天皇]

20 NO.021 イスケヨリ、息子たちにピンチが迫っている時に歌った歌 [神武天皇]

21 NO.022 イスケヨリ、息子たちのピンチに、その危機を知らせるための歌 [神武天皇]

22 NO.023 謎の少女、崇神天皇に謀反の企みがあることを知らせる歌 [崇神天皇]

23 NO.024 ヤマトタケル、出雲健を討伐した時に自分の企みを称賛した歌 [ヤマトタケル]

24 NO.025 オトタチバナ、ヤマトタケルへの愛に殉じ犠牲になる辞世の歌 [ヤマトタケル]

25 NO.026 ヤマトタケル、東国遠征で妻を失った後につぶやいた歌 [ヤマトタケル]

26 NO.027 老人、ヤマトタケルのつぶやいた歌に応えた歌 [ヤマトタケル]

27 NO.028 ヤマトタケル、新妻ミヤズとの初夜で「あの日だね」と歌った歌 [ヤマトタケル]

28 NO.029 ミヤズ、ヤマトタケルとの初夜で「あの日だけど、何か？」の歌 [ヤマトタケル]

29 NO.030 ヤマトタケル、伊吹山からの敗走時に尾津岬の一本松の歌 [ヤマトタケル]

30 NO.031 ヤマトタケル、伊吹山からの敗走時ににおける国思歌 [ヤマトタケル]

31 NO.032 ヤマトタケル、伊吹山からの敗走時に、無事だった人への歌 [ヤマトタケル]

32 NO.033 ヤマトタケル、死の直前、故郷の方を見上げ感慨にふけった歌 [ヤマトタケル]

33 NO.034 ヤマトタケル、死の直前、草薙の剣とミヤズを思って歌った歌 [ヤマトタケル]

34 NO.035 ヤマトタケルの遺族、英雄の死を嘆き悲しんだ歌 [ヤマトタケル]

35 NO.036 ヤマトタケルの遺族、英雄が死んで白鳥になった時の歌 [ヤマトタケル]

36 NO.037 ヤマトタケルの遺族、白鳥を追い駆け、海辺に達した時の歌 [ヤマトタケル]

37 NO.038 ヤマトタケルの遺族、白鳥が磯伝いに飛んで行った時の歌 [ヤマトタケル]

38 NO.039 忍熊王、神功皇后・太子への反逆が失敗して琵琶湖入水前に詠んだ歌 [応神天皇]

39 NO.040 神功皇后、太子（応神天皇）が凱旋した時に詠んだ酒の歌 [応神天皇]

40 NO.041 建内宿禰、太子（応神天皇）に代わって神功皇后に応えた歌 [応神天皇]

41 NO.042 応神天皇、宇治に行幸した時に国が栄えていることを喜んだ歌 [応神天皇]

42 NO.043 応神天皇、妻ヤカワエを得た酒宴で喜んで歌った歌 [応神天皇]

43 NO.044 応神天皇、仁徳天皇に美女を譲り渡した時に歌った歌 [応神天皇]

44 NO.045 応神天皇、仁徳天皇に美女を譲り渡したことを少し後悔した歌 [応神天皇]

45 NO.046 仁徳天皇、応神天皇から美女を譲り受けた時に喜んで歌った歌 [応神天皇]

46 NO.047 仁徳天皇、新しく得た妃カミナガが従順であることを喜んだ歌 [応神天皇]

47 NO.048 吉野の有力者たち、太子（仁徳天皇）の佩いている剣がかっこえー [仁徳天皇]

48 NO.049 吉野の有力者たち、即位前の太子（仁徳天皇）に新酒を贈呈する際の歌 [仁徳天皇]

49 NO.050 太子（応神天皇）、渡来の名酒をしたたか飲んで酔っ払った時に詠んだ歌 [仁徳天皇]

50 NO.051 大山守命、反逆に失敗して川に流された時に助けてくれと歌った歌 [仁徳天皇]

51 NO.052 和紀郎子、自身で討伐した反逆者・大山守命の死に際して歌った歌 [仁徳天皇]

52 NO.053 仁徳天皇、皇后を恐れて故郷に帰った妃クロヒメを慕った歌 [仁徳天皇]

53 NO.054 仁徳天皇、故郷に帰った妃クロヒメを追い駆けていた時に歌った歌 [仁徳天皇]

54 NO.055 仁徳天皇、妃クロヒメと再会してイチャイチャした時に詠んだ歌 [仁徳天皇]

55 NO.056 クロヒメ、仁徳天皇が都に帰る際に別れを惜しんで詠んだ歌 [仁徳天皇]

56 NO.057 クロヒメ、仁徳天皇が都に帰る際、少し駄々をこねてみせた歌 [仁徳天皇]

57 NO.058 イワノ、仁徳天皇が浮気したことに激怒して山城へ家出を決意した時の歌 [仁徳天皇]

58 NO.059 イワノ、仁徳天皇の浮気が原因で家出していた時の歌 [仁徳天皇]

59 NO.060 仁徳天皇、家出した皇后イワノを追いかける使者を出した時の歌 [仁徳天皇]

60 NO.061 仁徳天皇、家出した皇后イワノを心配して歌った歌 [仁徳天皇]

61 NO.062 仁徳天皇、家出した皇后イワノに、許して～、と歌った歌 [仁徳天皇]

62 NO.063 口日売、皇后イワノに仁徳天皇の使者に会ってくれと歌った歌 [仁徳天皇]

63 NO.064 仁徳天皇、家出した皇后イワノを迎えに行った時に歌った歌 [仁徳天皇]

64 NO.065 仁徳天皇、皇后イワノの家出の原因、愛人ヤタノへの愛の歌 [仁徳天皇]

65 NO.066 ヤタノ、仁徳天皇からの愛の歌への返歌「貞操、守ります」 [仁徳天皇]

66 NO.067 仁徳天皇、求愛していた異母妹メドリに迫ろうとする歌 [仁徳天皇]

67 NO.068 メドリ、求愛してくる仁徳天皇をすげなく振るために詠んだ歌 [仁徳天皇]

68 NO.069 メドリ、旦那ハヤブサに「仁徳天皇殺っちゃって」とお願いした歌 [仁徳天皇]

69 NO.070 ハヤブサ、仁徳天皇への反逆、愛妻メドリとの逃避行で歌った歌 [仁徳天皇]

70 NO.071 ハヤブサ、仁徳天皇への反逆、愛妻メドリとの最期の前に歌った歌 [仁徳天皇]

71 NO.072 仁徳天皇、雁が卵を産んだことについて、建内宿禰に問うた歌 [仁徳天皇]

72 NO.073 建内宿禰、仁徳天皇からの雁の卵に関する問いかけに答えた歌 [仁徳天皇]

73 NO.074 建内宿禰、雁の卵に関しての仁徳天皇への寿ぎの歌 [仁徳天皇]

74 NO.075 人々、仁徳天皇の頃に遭ったフシギな木、船、琴に関して歌った歌 [仁徳天皇]

75 NO.076 履中天皇、弟に反逆され焼け殺されそうになった時に歌った歌 [履中天皇]

76 NO.077 履中天皇、弟の反逆からようやく逃れてきた時に歌った歌 [履中天皇]

77 NO.078 履中天皇、弟の反逆からの敗走時に乙女に道を問うた時の歌 [履中天皇]

78 NO.079 カルミコ、同母妹カルノとの禁断の情事に至る覚悟をした歌 [允恭天皇] 以下崩御後

79 NO.080 カルミコ、同母妹カルノとの禁断の情事、喜び爆発の歌 [允恭天皇]以下崩御後

80 NO.081 穴穂命、タブーを犯したカルミコを討伐する時に歌った歌 [允恭天皇]

81 NO.082 大前小前、カルミコ討伐を進める穴穂御子に返した歌 [允恭天皇]

82 NO.083 カルミコ、討伐された後に同母妹カルノに向けての空気読めない的な歌 [允恭天皇]

83 NO.084 カルミコ、討伐された後に愛しの同母妹カルノを思って読んだ歌 [允恭天皇]

84 NO.085 カルミコ、伊予に流された時愛しの同母妹カルノに向けて詠んだ歌 [允恭天皇]

85 NO.086 カルミコ、伊予流刑決定、愛しの同母妹カルノの浮気を心配した歌 [允恭天皇]

86 NO.087 カルノ、カルミコが伊予に流された時カルミコの女遊びを心配した歌 [允恭天皇]

87 NO.088 カルノ、我慢できずに実兄カルミコを伊予まで追い駆けた時の歌 [允恭天皇]

88 NO.089 カルミコ、愛しの同母妹カルノが伊予に来てくれた時に詠んだ歌 [允恭天皇]

89 NO.090 カルミコ、愛しの同母妹カルノと心中する前に詠んだ愛の歌 [允恭天皇]

90 NO.091 雄略天皇、皇后ワカクサカとの結婚に際して露骨にシモな歌 [雄略天皇]

91 NO.092 雄略天皇、70年も待ちぼうけをくらわしたアカイコに送った歌 [雄略天皇]

92 NO.093 雄略天皇、老婆のアカイコに「若い頃抱けばよかった」の歌 [雄略天皇]

93 NO.094 アカイコ、70年も待ちぼうけさせられた雄略天皇に送った歌 [雄略天皇]

94 NO.095 アカイコ、雄略天皇に待ちぼうけで皇后ワカクサカを嫉んだ歌 [雄略天皇]

95 NO.096 雄略天皇、アカイコに懲りたか吉野で見初めたオンナに送った歌 [雄略天皇]

96 NO.097 雄略天皇、吉野への行幸の時に歌った、蜻蛉島に関する歌 [雄略天皇]

97 NO.098 雄略天皇、おっことぬしに襲われた時に木の上に逃げた際の歌 [雄略天皇]

98 NO.099 雄略天皇、新しい妃ヲドヒメを得ようと「露わにしたい」と歌った歌 [雄略天皇]

99 NO.100 三重の采女、雄略天皇への粗相で殺されそうになった時に歌った歌 [雄略天皇]

100 NO.101 ワカクサカ、三重の采女に雄略天皇への酒杯の仕切り直しを進める歌 [雄略天皇]

101 NO.102 雄略天皇、酒宴の仕切り直し、オレ様のもとで楽しもうぜ！の歌 [雄略天皇]

102 NO.103 雄略天皇、新しい妃ヲドヒメに「ナニを握れ」と直接的に求愛した歌 [雄略天皇]

103 NO.104 ヲドヒメ、雄略天皇からの手コキ求愛で「受け入れます」と応えた歌 [雄略天皇]

NO.105 顕宗天皇、親父が殺され逃げていた播磨から戻るきっかけとなった歌 [清寧天皇]

104 NO.106 志毘臣、歌垣で顕宗天皇が見初めたオンナにちょっかい出した歌 [清寧天皇]

105 NO.107 顕宗天皇、歌垣で志毘臣の嫌がらせに対して返した歌 [清寧天皇]

106 NO.108 志毘臣、歌垣で顕宗天皇にもっと露骨に叛意を示した歌 [清寧天皇]

107 NO.109 顕宗天皇、歌垣で志毘臣の無礼を鋭く突いた歌 [清寧天皇]

108 NO.110 志毘臣、歌垣で顕宗天皇をもっと強烈に批判した歌 [清寧天皇]

109 NO.111 顕宗天皇、歌垣で志毘臣の無礼を言葉遊び含めていなした歌 [清寧天皇]

110 NO.112 顕宗天皇、大恩ある媼を毎日召していた時に歌った歌 [顕宗天皇]

111 NO.113 顕宗天皇、大恩ある媼が故郷に帰る時に別れを惜しんで手向けた歌 [顕宗天皇]

『古事記』の歌謡一覧
番号 は角川文庫 『新版 古事記』 の該当番号(１１１番) 一般的には、112 もしくは 113 と数えられる。
番号の赤 は 日本書紀 （ １２８歌 ）と 同一のもの もしくは 類似のもの

記紀歌謡で、神武天皇、応神・仁徳天皇の歌が多く重複し、神話・国史における重要性が分かる

歌謡 内容 は参考程度

征

征

死

歌垣
恋

征

皇太子
不義

恋

死

皇后の嫉妬

恋

允恭・雄略天皇
即位の経緯

仁徳天皇即位の経緯

恋

日本武尊（地方統一）の苦労

神武天皇即位の経緯

継体天皇即位の経緯

清寧・顕宗天皇の不安定

仁徳天皇即位の経緯

皇統寿歌

吉備
紀伊
山城
葛城
関係強化

皇統寿歌

応神天皇即位の経緯
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歌謡が記された神・天皇
スサノオ
オオクニヌシ
アジシキタカヒコネノカミ
ホオリノミコト（山幸彦）



今様の歌謡
② 「広域な流通」 今様の中古歌謡 「はやりうた」をもたらした 手がかり について

「はやりうた」形成には「創作、記憶、流通、集約、再流通」 が必要である。
はたして「口承」だけで可能か？ 「はやり」の条件として文字の「記録」はなかったのか？

当時の識字率について考えたい。一般的には「識字層は、古代（平安時代まで）は、貴族・
博士・僧侶・官人など、中世には武家に、中世後期（江戸時代）には町民におよぶ」とする。

『日本語のなりたち』 佛教大助教授（現在 教授） 田中みどり著 ２００３年

東寺百合文書には、貞治元年（１３６２）『丹波国大山庄上使弥五郎起請文』、寛正年間の
『たまかき書状』の「ひらかな漢字交じり文」がある。 ではそれまでの状況証拠はどうか？

平安時代末の地方行政・荘園・物流と関係が深い、散所など 芸能者たち の識字を仮説。

媒体 ・ 社会背景 ・・・ 識字 ・ 書くこと の拡大 環境整備 と 確証

１、和紙の生産・普及 平安時代初期
紙漉きの行われている国として約20国がわかっている。各国府には，国衙（こくが）（政庁）
の指導のもとに製紙場が設けられ，地方で使用する紙をまかない，さらに上等の紙を中央
に納めたものと思われ，紙漉きの技術はいちはやく全国に伝播したものとみられる。
地方からの中男作物（17～20歳の男子が郷土の産物を作って納める）には，紙が数多く取
り上げられている。中央の役所や大寺院に供給する紙を漉き，地方の技術指導にも役を果
たしていたのが，図書寮紙屋院に代表される官営の工房であった。紙漉きの忙しくなる冬
季（10～3月）には，この紙屋に紙戸と呼ばれる近郊の貧しい農民が大勢手伝いに出た。
平安時代の《延喜式》（延長五年（９２７）成立） によると，中男作物で紙を納める国は42
国に増え，日本のすみずみまで紙漉きの製法が伝わったことを示す。

２、かなの字体の手習い
・ 天地の詞 あめつちのことば 平安時代初期
互いに音の異なるすべての仮名を、重出させずに網羅した誦文のうち、最も古いもの。
『宇津保物語』（平安中期（10世紀末）の作り物語。作者は古来の源順（みなもとのしたご
う）説が有力）国譲の巻には、この誦文が手習いの手本として書かれたという記事がある。
源為憲撰の『口遊（くちずさみ）』（天禄元年970）には、「あめつち」を 田舎おんなの俗な口
ずさみ「里女之訛説也」としりぞけ、「たゐに（大為尒）の歌」を「此ノ誦ヲ為レ勝レリト」とした。
・ いろは歌 平安時代後期
文献初見は、承暦三年（１０７９）抄本『金光明最勝王経音義』で、その巻初の部分に「先可
知所付借字」として、万葉仮名を用いて、七字ずつに区切って示されている。

３、仮名暦 平安時代末期
日本の暦書で仮名書きにしたものをいう。普通は平仮名で書かれるが、片仮名書きのもの
もある。漢字ばかりで書かれた具注暦（ぐちゅうれき）に対して 平仮名書きのものを草（そ
う）暦ともいう。 平安時代末期ごろから手書きの仮名暦が発生し、仮名の普及に伴って一
般庶民の間に広まった。 ・・・ 『日本大百科全書』

現存する最古の仮名暦は1226年（嘉禄2）の暦である。初めは具注暦をそのままかな交り
にしたような形式で，しだいに独自に発展。需要の増大とともに各地方に暦を版行する
暦師が発生した。

４、農民の仮名 鎌倉時代初期 「阿弖河庄上村百姓文書」 訴状 カタカナ漢字交じり
「高野山文書」又続宝簡集（ゆうぞくほうかんしゅう） 建治元年（１２７５）５月、上村百姓が
地頭の非法一三ヵ条の片仮名書の言上状で訴え認められた。その背後には地頭の収奪
に対し、逃亡をもって戦う農民の抵抗が存在し、同時に本家・領家側の訴訟指導があった。

５、和歌社会からの 展開
『下官集』 鎌倉時代初期 鎌倉時代の歌学書。一巻。藤原定家の撰と考えられる。
父俊成の没した元久元年（１２０４）以後、定家の没した仁治二年（１２４１）以前の間。歌人
の立場から、仮名で歌や草子を書く法式を五項目に分けて記したもの。特に「嫌文字事」の
項は、仮名遣いに関する最初の記述で、しかも定家が実際に書き残したものとも一致し注
目される。
『仮名文字遣』 南北朝時代 行阿（源知行）は、『仮名文字遣』（貞治二年（１３６３）
以後成立） 『仮名文字遣』は、『下官集』の内容のうち、仮名の使い分けに関わる部分を大
幅に増補した形式をとっている。仮名による正書法を設定しようという方向が打ち出されて
いる。それは当時の社会的要請ないし趨勢を反映したものであろう。

（ 参考 ） 物語文学における 「口承」 伝達 を 問う
今昔物語集 平安時代後期 (１２世紀前半の成立と推測) 本書のような大規模な説
話集は人から聞いた話を書きあつめたのみでは作ることはできず、多くの書籍すなわち
『過去現在因果経』『三宝感応要略録』『冥報記』『日本霊異記』『日本往生極楽記』『本朝法
華験記』『地蔵菩薩霊験記』などによっている。しかし出典・類話を指摘しうるのは多く仏教
説話であり、世俗説話には見出しがたく、口承によるものも多いと考えられる。

宇治拾遺物語 鎌倉時代初期 編者不詳。承元四年（１２１０）―承久三年（１２２１）。
『今昔物語集』と同文的な話が八十余あるのをはじめ、約百二十話において、諸書と同文
的な伝承関係にある。昔話、仏供養、世間話、僧や仮名暦の話のような滑稽話など、口誦
を直接に採録したとみられる生彩のある説話、仏教説話や事件的物語的興味から発想さ
れたものが多い。編者は貴族階級と考えられ、文体も王朝和文脈であるが、本書の何より
の特色は地方的、庶民的な発想 につながる説話 が多く、古来広く愛読された。

平家物語 鎌倉時代初期 作者未詳。十三世紀前半頃の成立。 各地戦場での琵琶法
師たちの鎮魂の「いくさ語り」や記録を収集した「読み本」をもとに「語り本」台本が制作され、
その後も双方影響し改変したと考える ・・・ 『日本語の考古学』 今野真二著 ２０１４年

流行歌とは、ある時代に、一定の地域で、多くの人にこのんで歌われた歌である。古くは
平安時代中期―１２世紀ごろの「今様」という歌は、現代の流行歌という意味で、今、は
やっているから「今様」である。平安時代後期、流行した歌謡。語義は「当世風」で前代か
らの神楽歌・催馬楽・風俗などに対して、「今めかしさ（華美の意を含む）」を具えた新興の
歌謡の意。はじめ「今様歌」の名で『紫式部日記』『枕草子』などにみえる。白河・堀河・鳥
羽・崇徳の各朝に盛行し、宮廷御遊の折に、公卿が、漢詩を歌う「朗詠」とともに主要な声
楽としてこれを歌い興じたことが、『中右記』『台記』などにみえる。 藤原敦家が今様の名
手で、その曾孫、重季・定能らの時、郢曲（今様・朗詠の総称）の家として楊梅・二条の二
流に分立したと『郢曲相承次第』に伝える。この藤原流に対して源雅信を遠祖とする源家
流（のち、綾小路家）があり名手に資賢・資時を出した。

一方、後白河院は、青年時代から愛好し、後年『梁麈秘抄』を撰んだ。嘉応元年（１１６９）
口伝集巻九までが成り、同巻十は治承三年（１１７９）に成立。その間、承安四年（１１７４）
九月、院の御所法住寺殿での十五夜にわたる今様合は流行の頂点を示した。院は源資
賢・藤原季兼・ （青墓宿の）遊女乙前らを師とし、逆に源資時・藤原師長ら十数名の廷臣
に伝授した。 特に今様が遊女・傀儡子（くぐつ）らの専門技芸として普及し、院以下貴族と
の交流のあったことが注目される。 伴奏楽器は鼓を主とし、笛・笙なども用いられた。
鎌倉時代に入り、漸次、今様 は衰退、室町時代末期にはほとんど廃亡した。
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参考 祭りと芸能 「 散所 」 の 位置づけ

循環思想 現利思想和合思想

自然 の 法則 ・ 力

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

日本文化の特性 基本原理 の 体系

系図根拠 『歌舞伎以前』 林屋辰三郎

山の神 田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

放生会

天武
期

平安
時代

中期

末期

鎌倉
時代

鎮魂 供養

仏の役割

神泉苑
御霊会

神の役割
怨霊祭祀

疫神

自然共生・原生思想

穀物神 大年神 年神

伎楽

散楽

面・所作 仏教と関係へ

信仰の基礎

田遊び

タマ・モノ
穢れ 禊ぎ・祓え
招魂・鎮魂・魂振

伝来

修正会
（しゅしょうえ）

田植しぐさ

雅楽

猿楽

奇術・曲芸 娯楽性

舞楽

藤原明衡（あきひら）～1066年
「新猿楽記」「雲州消息」に情景記録
散楽本来の物真似や軽業・曲芸、奇術、
幻術、人形まわし、踊りなどに加え、
猥雑な演劇など 庶民娯楽性 が高まる。

天平勝宝4年（752年）
東大寺大仏開眼供養法会奉納

889年、賀茂社
（霜月祭り）「大鏡」、
石清水八幡宮などか
ら「宮中御神楽」発祥
1005年内侍所にて

松前健「春記」970年
祇園社
御霊会

修法

仏教的 現利 祈願

護国
息災・増益・
敬愛・調伏

「金光明経」加持祈禱

雅楽/散楽
田楽/読経

五穀豊穣
呪師・ 鬼走り

田楽

修正会と
関係

巫女 呪術

階級 から 自由平等
律令国家・宮廷芸能から、社寺・民間芸能へ

「散所」 律令系賤民の 荘園帰属
祇園社の神人（じんにん） 寄人・雑人

結座性の 発生
「座」結成
「宮座」 頭人：神主帰属、神祭への物的手配
「商工業座」 「芸能座」へ

今の認識 地方文化・信仰の都 回帰参集
歌謡の今様
古代地方神社の勧請 今熊野・今日吉神社

民間芸能が 貴族世界 へ
宮廷和歌歌合せ流行
「巡事」の文化 茶・連歌・香

「一味同心」 郷土愛 郷村制
土地所有～生産性向上・余剰～蓄積蓄財

大嘗祭
鎮魂祭

室町 大和猿楽四座 能へ
（現：金春、金剛、観世、宝生）

神楽

今様

当世民衆の心情歌謡
法文歌、神歌、童歌、艶歌
白拍子・くぐつ・遊女を詠む

貴族 「巡事に各、芸能を施す」
今様、朗詠、読経など
平信範 「兵範記」に記録
後白河法皇「梁塵秘抄」歌集

琵琶法師

「平家物語」など
無常世相を語る

白拍子

男装遊女や子供が
今様や朗詠を歌い舞う

巫女舞起源？

傀儡子

白河法皇の田楽好き

1096年永長の大田楽
京都祇園会で田楽流行
田楽法師の登場
田楽踊り

神遊び

上記、田楽風景
「摂津名所図会」住吉御田祭式 「田楽法師舞踏曲」
第一本殿前の田楽法師。手前、大傘を持つ住吉踊り舞手

踊念仏

空也

太鼓・鉦（かね）な
どを打ち踊り、念
仏・和讃を唱えた。

（びわほっし） 職人尽歌合（七十一番職人歌合）より
室町時代初期、平曲琵琶法師の組織 当道（とうどう）成立

良忍 五会念仏
融通念仏 声明
（歌詠性 大衆化）

法然 六時礼讃

踊り手と歌い手が別

室町時代
一遍 踊念仏

円仁
五会念仏 招来
５種の音声からなる
音楽的な称名念仏

神道的 循環 祀り

農耕と結びついた
霊魂の再生信仰

神への慰撫
奉納の歌舞

念仏踊り

歌舞の習合

原生的 躍動 歌舞

雨乞祭
貴船神社

平曲
弾き語り

「住吉大神社 田楽」
摂津名所図会

上代歌謡

神楽歌

催馬楽（大衆～貴族）
伴奏 琵琶・笏拍子

賀茂祭

今様で
集約

演奏

神前で行う招魂・鎮魂・魂振、その時の歌舞が「神
遊び」。 稲作作業を模擬的に演じてその年の豊作
を祈願する予祝行事が「田遊び」である。
推古20（612）年に「伎楽」、そのあとの「舞楽」とそ

の演奏部分「雅楽」、「散楽」と宮廷に渡来。
上代歌謡と結び「神楽」を生む。 それらを時代背
景に「田遊び」から「田楽」が、「田楽」と「散楽」から
「猿楽」が誕生する。 また、中国由来の追儺儀式
は、宮廷以外にも仏教の修法、修正会に鬼走り（悪
神払い）として合流した。 念仏から節を強調した声
明・五会念仏、空也の口称念仏から、この時代の
歌舞化の影響を受け 踊念仏へと大衆化する。

その平安中期900年代は、承平天慶の乱（じょう
へいてんぎょうのらん）将門・純友の乱）後、摂関政
治安定への時代であり、日記・物語文学も全盛した。

芸能大衆化の要因には、国家に帰属した芸者や
隷民の律令崩壊後の社寺・荘園への拡散があり、
やがて「座」としてまとまり、芸能を主導していく。

伝来
追儺式

節分へ

伝来
追儺式

宮廷行事へ

声明

我が国の祭り、芸能は、自然・季節・魂の循環信仰を基礎とする。
その信仰思想から発生した山の神、田の神、穀物神は、生活を支える稲
作に必要な天候・水を願う 現実的な信仰、現利思想である。
その願いは、渡来した仏教においても 五穀豊穣を法会で祈願した。
また魂の循環信仰からは、鎮魂供養やお盆の行事を定着させた。
ごく自然に身に付いた原生的な日常・農耕動作は、渡来芸能の影響を受
けて、習合・和合し、定型化するが、定着し創造発展していくものは、やは
り大衆に受容される日常・楽天的なものであった。

「祭りと芸能」は、以上の様に、文化特性である循環・現利・和合を共通
の基本構造とする。 その信仰原理の違いから「神道的な祀り」 と 「仏教
的な祈願」に大別され、双方と相互に関係・影響し、しだいにその二つの
信仰から独立し、芸能化していくものが、原生的な躍動・歌舞である。

田楽も
広義猿楽へ

収穫・利益への願い

４ページ

律令体制崩壊
延歴元（782）年 散楽戸など廃止

猿楽法師として社寺・荘園領主へ拡散

「散所」での活動（ 荘園帰属 )
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田の神舞 霧島神社 ３月 念仏狂言雨乞祭 貴船神社 ３月

田遊び (墾り・耕作始め)
春の田打ちから刈り上げまで物真似
伊勢神宮 鍬山祭 ２月
奈良 飛鳥坐神社 おんだ祭り

2月第1日曜日（元は旧暦1月11日）
大神神社 おんだ祭り ２月６日

田楽
御田植式 田楽が重要無形民俗文化財指定
京都南丹田原の御田 ５月３日
住吉大社 田舞 ６月

修二会 （観音悔過 ）
東大寺（お水取り） ３月
法隆寺 ２月

猿楽
興福寺・春日大社 「薪御能」 ５月

民間神楽
巫女神楽
春日大社社伝神楽
神楽始式１月 旬祭（毎月各１日）

民間神楽
伏見稲荷大社
御神楽 11月８日
古の鎮魂祭にもとづく神事

大嘗祭 （だいじょうさい）天皇即位儀礼 １１月

盆踊り

念仏踊り

盂蘭盆会が起源
壬生六斎念仏踊り 8月 ＊
引接寺千本閻魔堂六齋念佛 8/14

信仰的背景
旧暦７月１３～16日
明治～新暦8月15日（月遅れ盆）
精霊迎え・供養・送り
「精霊送り」「万灯籠」
「燈籠流し」「精霊流し」
＊江戸時代より （五山の）送り火

修正会（しゅしょうえ）

種下ろし祭りなど
賀茂雷神社「土解祭り」 ４月３日
稲種の卜占

住吉大社 「松苗神事」 ４月３日
熊野舞・白拍子舞

御田植式
松尾大社 ６月１日 稲種 卜占
多賀大社 お田植祭 ６月第一日曜
住吉大社 「御田植神事」 ６月１４日
神楽女８名による八乙女の田舞など

祈年祭 ２月 天武天皇創始
明治改暦前は旧暦2月4日 改暦後は2月17日

新嘗祭（にいなめさい）皇極～天武天皇創始
収穫感謝から、勤労感謝の日となる。11月23日
天皇が五穀の新穀を天神地祇（てんじんちぎ）
に進め、自らもこれを食して、収穫に感謝する

鎮魂祭 天武天皇創始 招魂
石上神宮、彌彦神社、物部神社でも祭祀

夏越の大祓（なごしのおおはらえ） ６月３０日

年越の祓
（としこしのはらえ）
１２月３１日

鎮花祭（御霊会） 厄病祓い
今宮神社 （やすらい祭） 4月2日曜
出雲大神宮 4月18日

宮中神楽 １２月中旬
宮中賢所神楽舎にて

御神楽

田楽

猿楽

田遊び

＊平安時代より
祇園祭（御霊会）
厄病祓い
八坂神社 ７月

＊江戸時代より
火伏せ 松上げ神事 愛宕信仰 火祭り ８月

愛宕神社 火伏せの護符と愛宕の神花である
「樒」（しきみ）を持ち帰って火災からまぬがれる
ことを祈願した。
「鞍馬の火祭」 １０月２２日
「御火焚」 １１月
八坂神社、今宮神社、広隆寺 知恩院など

祭りと芸能 季節 と 古代神事・仏教法会 祭り・芸能との関係

春

夏

秋

冬

仏教的 現利 祈願原生的 躍動 歌舞神道的 循環 祀り

融通大念仏 勧請が起源
涅槃会や鎮火祭、桜見物と
からめ、春行事が起源
壬生寺 4/29～5/5 10月
ゑんま堂狂言 5/1～4
引接寺千本閻魔堂

六斎念仏

＊ 六斎日とは1ヶ月のうち悪鬼が出てとても縁起
の悪い日で念仏を唱えて精進潔斎しなければなら
ない日で、8日・14日・15日・23日・29日・30日の6日

民間神楽

民間神楽

伎楽

練供養
當麻寺 中将姫ご縁日 5月14日
泉涌寺塔頭 即成院 10月第三日曜
二十五菩薩お練り供養法会
獅子舞にも名残り

雅楽舞楽

江戸時代に復興
南都楽所（奈良）
興福寺など全国行事公演
天王寺楽所（大阪）
四天王寺 「篝の舞楽」 8月4日
京都方楽所（宮中）

農耕と魂の循環思想が神への信仰、祀りである。
神道的行事の祀り(祭り）は、農耕の季節性を根底
にしている。 季節の循環「年」は稲の古字原字「禾」
と豊かを表す「千」を合成した文字であり、古事記の
大年神、皇室祭祀の祈年祭はその意味に由来する。
その稲魂への信仰から、皇祖霊の招魂・鎮魂、継
承のための「殯」（もがり）に見れる魂振の儀式が発
祥した。
神宮では春先の祈年祭（きねんさい）から秋の神嘗
祭（かんなめさい）まで、稲作に関わる神事（かみご
と）が多く行われる。

古事記では、出雲の須佐之男命が「大山津見神之
女、名神大市比賣、生子、大年神、次 宇迦之御魂
神」とされる。 宇迦之御魂神は食物の魂の神格で
ある。他の食物神の大気都比売（おほげつひめ）・保
食神（うけもち）などと同様に、伊勢神宮外宮に祀ら
れている豊受大御神も宇迦之御魂神と同一視される。
古事記で豊宇気毘売神と記され、伊弉冉尊（いざな
み）の尿から生まれた稚産霊（わくむすび）の子であ
る。天孫降臨の後、外宮の度相（わたらい）に鎮座し
たと記されている。
祈年祭では畿内の神々に農具である鍬（すき）など
を奉幣。 祝詞では、神祇官の八神殿の神々、伊勢
神宮に続き、大和の御県（直轄地）・山の口の神・水
分の神に称辞をあげている。
夏越の大祓、年越の祓も同様である。 稲が毛と言
われる様に食物をケとし、ケが枯れた状態がケガレ、
その回復のため清浄な空間をつくりあげ稲魂や心身
を清める行為が祓いである。 したがって枯れや病
害の夏、稲種年越しの冬に行われる。
神事中心だが、御田植式や神楽では民間とも関わる

田遊びの原生的歌舞は仏教行事と習合多様 した。
者（モノ）マネと歌舞を主に、田遊びから田楽、散楽
から猿楽、猿楽から狂言・能へ 仏教では修正会と
田遊び・猿楽・能、融通念仏と狂言、盂蘭盆会とお
盆・灯籠・送り火へ。
やがて季節と関係無い浄瑠璃・歌舞伎が誕生する。

仏教的現利祈願悔過から仏教的循環信仰お盆へ
悔過（けか）とは仏教において、三宝に対して自ら

犯した罪や過ちを悔い改めること。更に悔過を行うと
同時に利益を得ることを目的として行う儀式。
正月法会が修正会、二月が修二会。
夏の精霊迎から供養・送りが行事・祭りに
奈良、平安時代に毎年7月15日公事となった盂蘭盆
会が起源

神嘗祭
元来は9月17日（旧暦）に奉納。明治以降は新
暦9月17日に実施したが、稲穂の生育が不十分
な時期であるため、1879年（明治12年）以降は
10月17日に改定

能

薪御能（たきぎおのう）の名称由来
興福寺の法要は全て春日大社の神々
擁護を仰ぐ。西金堂修二会で、仏にさ
さげる神聖な薪を春日の花山から迎え
る儀式を猿楽に真似させ神事芸能に。

東寺 １月

（吉祥
薬師悔過）

収穫祭 亥（旧暦10月）の子・十日夜の祭り
元来、刈り上げの稲魂を祀り、山に帰す行事
田楽・猿楽・神楽・雨乞踊り・風流踊りなど一般芸能

6



田の神舞 霧島神社 ３月 念仏狂言雨乞祭 貴船神社 ３月

田遊び (墾り・耕作始め)
春の田打ちから刈り上げまで物真似
伊勢神宮 鍬山祭 ２月
奈良 飛鳥坐神社 おんだ祭り

2月第1日曜日（元は旧暦1月11日）
大神神社 おんだ祭り ２月６日

田楽
御田植式 田楽が重要無形民俗文化財指定
京都南丹田原の御田 ５月３日
住吉大社 田舞 ６月

修二会 （観音悔過 ）
東大寺（お水取り） ３月
法隆寺 ２月

猿楽
興福寺・春日大社 「薪御能」 ５月

民間神楽
巫女神楽
春日大社社伝神楽
神楽始式１月 旬祭（毎月各１日）

民間神楽
伏見稲荷大社
御神楽 11月８日
古の鎮魂祭にもとづく神事

大嘗祭 （だいじょうさい）天皇即位儀礼 １１月

盆踊り

念仏踊り

盂蘭盆会が起源
壬生六斎念仏踊り 8月 ＊
引接寺千本閻魔堂六齋念佛 8/14

信仰的背景
旧暦７月１３～16日
明治～新暦8月15日（月遅れ盆）
精霊迎え・供養・送り
「精霊送り」「万灯籠」
「燈籠流し」「精霊流し」
＊江戸時代より （五山の）送り火

修正会（しゅしょうえ）

種下ろし祭りなど
賀茂別雷神社「土解祭り」 ４月３日
稲種の卜占

住吉大社 「松苗神事」 ４月３日
熊野舞・白拍子舞

御田植式
松尾大社 ６月１日 稲種 卜占
多賀大社 お田植祭 ６月第一日曜
住吉大社 「御田植神事」 ６月１４日
神楽女８名による八乙女の田舞など

祈年祭 ２月 天武天皇創始
明治改暦前は旧暦2月4日 改暦後は2月17日

新嘗祭（にいなめさい）皇極～天武天皇創始
収穫感謝から、勤労感謝の日となる。11月23日
天皇が五穀の新穀を天神地祇（てんじんちぎ）
に進め、自らもこれを食して、収穫に感謝する

鎮魂祭 天武天皇創始 招魂
石上神宮、彌彦神社、物部神社でも祭祀

夏越の大祓（なごしのおおはらえ） ６月３０日

年越の祓
（としこしのはらえ）
１２月３１日

鎮花祭（御霊会） 厄病祓い
今宮神社 （やすらい祭） 4月2日曜
出雲大神宮 4月18日

宮中神楽 １２月中旬
宮中賢所神楽舎にて

御神楽

田楽

猿楽

田遊び

＊平安時代より
祇園祭（御霊会）
厄病祓い
八坂神社 ７月

＊江戸時代より
火伏せ 松上げ神事 愛宕信仰 火祭り ８月

愛宕神社 火伏せの護符と愛宕の神花である
「樒」（しきみ）を持ち帰って火災からまぬがれる
ことを祈願した。
「鞍馬の火祭」 １０月２２日
「御火焚」 １１月
八坂神社、今宮神社、広隆寺 知恩院など

祭りと芸能 季節 と 古代神事・仏教法会 祭り・芸能との関係 < 京都 >

春

夏

秋

冬

仏教的 現利 祈願原生的 躍動 歌舞神道的 循環 祀り

融通大念仏 勧請が起源
涅槃会や鎮火祭、桜見物と
からめ、春行事が起源
壬生寺 4/29～5/5 10月
ゑんま堂狂言 5/1～4
引接寺千本閻魔堂

六斎念仏

＊ 六斎日とは1ヶ月のうち悪鬼が出てとても縁起
の悪い日で念仏を唱えて精進潔斎しなければなら
ない日で、8日・14日・15日・23日・29日・30日の6日

民間神楽

民間神楽

伎楽

練供養
當麻寺 中将姫ご縁日 5月14日
泉涌寺塔頭 即成院 10月第三日曜
二十五菩薩お練り供養法会
獅子舞にも名残り

雅楽舞楽

江戸時代に復興
南都楽所（奈良）
興福寺など全国行事公演
天王寺楽所（大阪）
四天王寺 「篝の舞楽」 8月4日
京都方楽所（宮中）

農耕と魂の循環思想が神への信仰、祀りである。
神道的行事の祀り(祭り）は、農耕の季節性を根底
にしている。 季節の循環「年」は稲の古字原字「禾」
と豊かを表す「千」を合成した文字であり、古事記の
大年神、皇室祭祀の祈年祭はその意味に由来する。
その稲魂への信仰から、皇祖霊の招魂・鎮魂、継
承のための「殯」（もがり）に見れる魂振の儀式が発
祥した。
神宮では春先の祈年祭（きねんさい）から秋の神嘗
祭（かんなめさい）まで、稲作に関わる神事（かみご
と）が多く行われる。

古事記では、出雲の須佐之男命が「大山津見神之
女、名神大市比賣、生子、大年神、次 宇迦之御魂
神」とされる。 宇迦之御魂神は食物の魂の神格で
ある。他の食物神の大気都比売（おほげつひめ）・保
食神（うけもち）などと同様に、伊勢神宮外宮に祀ら
れている豊受大御神も宇迦之御魂神と同一視される。
古事記で豊宇気毘売神と記され、伊弉冉尊（いざな
み）の尿から生まれた稚産霊（わくむすび）の子であ
る。天孫降臨の後、外宮の度相（わたらい）に鎮座し
たと記されている。
祈年祭では畿内の神々に農具である鍬（すき）など
を奉幣。 祝詞では、神祇官の八神殿の神々、伊勢
神宮に続き、大和の御県（直轄地）・山の口の神・水
分の神に称辞をあげている。
夏越の大祓、年越の祓も同様である。 稲が毛と言
われる様に食物をケとし、ケが枯れた状態がケガレ、
その回復のため清浄な空間をつくりあげ稲魂や心身
を清める行為が祓いである。 したがって枯れや病
害の夏、稲種年越しの冬に行われる。
神事中心だが、御田植式や神楽では民間とも関わる

田遊びの原生的歌舞は仏教行事と習合多様 した。
者（モノ）マネと歌舞を主に、田遊びから田楽、散楽
から猿楽、猿楽から狂言・能へ 仏教では修正会と
田遊び・猿楽・能、融通念仏と狂言、盂蘭盆会とお
盆・灯籠・送り火へ。
やがて季節と関係無い浄瑠璃・歌舞伎が誕生する。

仏教的現利祈願悔過から仏教的循環信仰お盆へ
悔過（けか）とは仏教において、三宝に対して自ら

犯した罪や過ちを悔い改めること。更に悔過を行うと
同時に利益を得ることを目的として行う儀式。
正月法会が修正会、二月が修二会。
夏の精霊迎から供養・送りが行事・祭りに
奈良、平安時代に毎年7月15日公事となった盂蘭盆
会が起源

神嘗祭
元来は9月17日（旧暦）に奉納。明治以降は新
暦9月17日に実施したが、稲穂の生育が不十分
な時期であるため、1879年（明治12年）以降は
10月17日に改定

能

薪御能（たきぎおのう）の名称由来
興福寺の法要は全て春日大社の神々
擁護を仰ぐ。西金堂修二会で、仏にさ
さげる神聖な薪を春日の花山から迎え
る儀式を猿楽に真似させ神事芸能に。

東寺 １月

（吉祥
薬師悔過）

収穫祭 亥（旧暦10月）の子・十日夜の祭り
元来、刈り上げの稲魂を祀り、山に帰す行事
田楽・猿楽・神楽・雨乞踊り・風流踊りなど一般芸能
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祭りと芸能 「 散所 」 の 位置づけ

循環思想 現利思想和合思想

自然 の 法則 ・ 力

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

日本文化の特性 基本原理 の 体系

系図根拠 『歌舞伎以前』 林屋辰三郎

山の神 田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

放生会

天武
期

平安
時代

中期

末期

鎌倉
時代

鎮魂 供養

仏の役割

神泉苑
御霊会

神の役割
怨霊祭祀

疫神

自然共生・原生思想

穀物神 大年神 年神

伎楽

散楽

面・所作 仏教と関係へ

信仰の基礎

田遊び

タマ・モノ
穢れ 禊ぎ・祓え
招魂・鎮魂・魂振

伝来

修正会
（しゅしょうえ）

田植しぐさ

雅楽

猿楽

奇術・曲芸 娯楽性

舞楽

藤原明衡（あきひら）～1066年
「新猿楽記」「雲州消息」に情景記録
散楽本来の物真似や軽業・曲芸、奇術、
幻術、人形まわし、踊りなどに加え、
猥雑な演劇など 庶民娯楽性 が高まる。

天平勝宝4年（752年）
東大寺大仏開眼供養法会奉納

889年、賀茂社
（霜月祭り）「大鏡」、
石清水八幡宮などか
ら「宮中御神楽」発祥
1005年内侍所にて

松前健「春記」970年
祇園社
御霊会

修法

仏教的 現利 祈願

護国
息災・増益・
敬愛・調伏

「金光明経」加持祈禱

雅楽/散楽
田楽/読経

五穀豊穣
呪師・ 鬼走り

田楽

修正会と
関係

巫女 呪術

階級 から 自由平等
律令国家・宮廷芸能から、社寺・民間芸能へ

「散所」 律令系賤民の 荘園帰属
祇園社の神人（じんにん） 寄人・雑人

結座性の 発生
「座」結成
「宮座」 頭人：神主帰属、神祭への物的手配
「商工業座」 「芸能座」へ

今の認識 地方文化・信仰の都 回帰参集
歌謡の今様
古代地方神社の勧請 今熊野・今日吉神社

民間芸能が 貴族世界 へ
宮廷和歌歌合せ流行
「巡事」の文化 茶・連歌・香

「一味同心」 郷土愛 郷村制
土地所有～生産性向上・余剰～蓄積蓄財

大嘗祭
鎮魂祭

室町 大和猿楽四座 能へ
（現：金春、金剛、観世、宝生）

神楽

今様

当世民衆の心情歌謡
法文歌、神歌、童歌、艶歌
白拍子・くぐつ・遊女を詠む

貴族 「巡事に各、芸能を施す」
今様、朗詠、読経など
平信範 「兵範記」に記録
後白河法皇「梁塵秘抄」歌集

琵琶法師

「平家物語」など
無常世相を語る

白拍子

男装遊女や子供が
今様や朗詠を歌い舞う

巫女舞起源？

傀儡子

白河法皇の田楽好き

1096年永長の大田楽
京都祇園会で田楽流行
田楽法師の登場
田楽踊り

神遊び

上記、田楽風景
「摂津名所図会」住吉御田祭式 「田楽法師舞踏曲」
第一本殿前の田楽法師。手前、大傘を持つ住吉踊り舞手

踊念仏

空也

太鼓・鉦（かね）な
どを打ち踊り、念
仏・和讃を唱えた。

（びわほっし） 職人尽歌合（七十一番職人歌合）より
室町時代初期、平曲琵琶法師の組織 当道（とうどう）成立

良忍 五会念仏
融通念仏 声明
（歌詠性 大衆化）

法然 六時礼讃

踊り手と歌い手が別

室町時代
一遍 踊念仏

円仁
五会念仏 招来
５種の音声からなる
音楽的な称名念仏

神道的 循環 祀り

農耕と結びついた
霊魂の再生信仰

神への慰撫
奉納の歌舞

念仏踊り

歌舞の習合

原生的 躍動 歌舞

雨乞祭
貴船神社

平曲
弾き語り

「住吉大神社 田楽」
摂津名所図会

上代歌謡

神楽歌

催馬楽（大衆～貴族）
伴奏 琵琶・笏拍子

賀茂祭

今様で
集約

演奏

神前で行う招魂・鎮魂・魂振、その時の歌舞が「神
遊び」。 稲作作業を模擬的に演じてその年の豊作
を祈願する予祝行事が「田遊び」である。
推古20（612）年に「伎楽」、そのあとの「舞楽」とそ

の演奏部分「雅楽」、「散楽」と宮廷に渡来。
上代歌謡と結び「神楽」を生む。 それらを時代背
景に「田遊び」から「田楽」が、「田楽」と「散楽」から
「猿楽」が誕生する。 また、中国由来の追儺儀式
は、宮廷以外にも仏教の修法、修正会に鬼走り（悪
神払い）として合流した。 念仏から節を強調した声
明・五会念仏、空也の口称念仏から、この時代の
歌舞化の影響を受け 踊念仏へと大衆化する。

その平安中期900年代は、承平天慶の乱（じょう
へいてんぎょうのらん）将門・純友の乱）後、摂関政
治安定への時代であり、日記・物語文学も全盛した。

芸能大衆化の要因には、国家に帰属した芸者や
隷民の律令崩壊後の社寺・荘園への拡散があり、
やがて「座」としてまとまり、芸能を主導していく。

伝来
追儺式

節分へ

伝来
追儺式

宮廷行事へ

声明

我が国の祭り、芸能は、自然・季節・魂の循環信仰を基礎とする。
その信仰思想から発生した山の神、田の神、穀物神は、生活を支える稲
作に必要な天候・水を願う 現実的な信仰、現利思想である。
その願いは、渡来した仏教においても 五穀豊穣を法会で祈願した。
また魂の循環信仰からは、鎮魂供養やお盆の行事を定着させた。
ごく自然に身に付いた原生的な日常・農耕動作は、渡来芸能の影響を受
けて、習合・和合し、定型化するが、定着し創造発展していくものは、やは
り大衆に受容される日常・楽天的なものであった。

「祭りと芸能」は、以上の様に、文化特性である循環・現利・和合を共通
の基本構造とする。 その信仰原理の違いから「神道的な祀り」 と 「仏教
的な祈願」に大別され、双方と相互に関係・影響し、しだいにその二つの
信仰から独立し、芸能化していくものが、原生的な躍動・歌舞である。

田楽も
広義猿楽へ

収穫・利益への願い

律令体制崩壊
延歴元（782）年 散楽戸など廃止

猿楽法師として社寺・荘園領主へ拡散

「散所」での活動（ 荘園帰属 )

8



9祭りと芸能 座芸 から 大衆芸能へ

循環思想 現利思想

自然 の 法則 ・ 力 日本文化の特性 基本原理の体系より

自然共生・原生思想

信仰の基礎

猿楽 田楽

猿楽能猿楽狂言

傀儡子

人形浄瑠璃
（文楽）

寺社由来や神仏と人々の関わり方
の寸劇が能・狂言に 大和四座
外山（とび）座、坂戸座、円満井（え
んまんい）座、結崎（ゆうざき）座
近江猿楽六座など

鎌倉
時代

南北朝

室町
時代

応仁の乱
1467年～

1477年

安土桃山
時代

江戸時代

京都・上方

能 と 狂言 の合流

江戸

唄浄瑠璃

名主と庶民
人間関係の風刺

田楽能

演劇的要素

＊結崎座の創立者、観阿弥
猿楽に、曲舞（くせまい）と語りの音曲の舞を導入、新しい

芸能を創造。 観阿弥の子・世阿弥は能の大成者。
1374年、京都「新熊野神社」での公演を機会に、足利義満や

二条良基ら権力者のバックアップ、芸を取り入れ幽玄の美学
による「複式夢幻能」の様式を確立、「井筒」50曲以上の作
品創作。 ほぼ当時のままの詞章で上演されている。

世阿弥の没後も、甥・音阿弥、娘婿・金春禅竹が発展、応
仁の乱で衰退するも戦国武将、特に豊臣秀吉は能に興じ、
金春大夫を重用して能を深く学び、自らも舞った。

田遊び 芸能化
鎌倉後期～室町
修正会・能・狂言
の影響

観阿弥・世阿弥
貴人本意・秘伝性

物まね 舞い

手猿楽

町衆による素人芸
自由な演技

女猿楽

神楽能（神能）

出雲佐太神社
中国・四国・北九州に

田遊び
(墾り・耕作始め)
伊勢神宮
鍬山祭 ２月

奈良飛鳥坐神社
おんだ祭り ２月

田楽
京都南丹田原
の御田 ５月
住吉大社
田舞 ６月

修二会
東大寺
お水取り ３月
法隆寺
修二会 ２月

猿楽
興福寺・春日大社
「薪御能」 ５月

宮中神楽
宮内庁 式部職楽部
御神楽 賢所 12月

民間神楽
・巫女神楽 春日大社社伝神楽
神楽始式１月 旬祭（毎月各１日）
・太（だい）神楽 伊勢・熱田神人
・出雲流 石見 ・山伏 東北

民間神楽
伏見稲荷大社
御神楽 11月
古の鎮魂祭にもとづく神事

京都・奈良・
大阪流行

三条西実隆ら創作

盆踊り

仏教的 現利 祈願

貴族社会、
都で流行

六斎念仏

念仏踊り

盂蘭盆会の浸透

六波羅密寺
空也踊躍念仏
12月13日〜 除夜

信仰的背景
精霊迎え・
供養・送り

歌舞の習合

踊り念仏

歌舞伎

念仏狂言

融通念仏

空也 一遍
踊念仏

京都三寺で成立
涅槃会・春行事へ

踊り念仏

猿楽など
勧進

芸能化

原生的 躍動 歌舞神道的 循環 祀り

神楽

民間（里）神楽普及

太（だい）神楽
伊勢神人

東北の山伏神楽
出雲流神楽
巫女神楽

琵琶法師

弾き語り

浄瑠璃

琵琶・三味線による 語り物へ
義太夫節

唄物的傾向の強い流派
河東節・常磐津節、新内節、清元節

踊り演劇

出雲阿国 遊女歌舞伎
歌舞、演劇 舞台客席の一体

舞台の発祥

盂蘭盆会 （送葬）
との習合 定着

踊念仏

神楽「岩戸開き」安芸高田
石見神楽 原田神楽団

和合思想

鎮魂 供養
（循環的要素との習合）

「座」を中心とした専門・地方芸能は、武家・貴族からも注目
され「猿楽」の観阿弥・世阿弥は足利家に命運される。
「神楽」も宮廷から、巫女、神主、山伏によって伝承し民間に
普及した。 「踊念仏」は、念仏と踊りの演者が別れて踊りを
主に芸能化していく。また融通念仏からは六斎念仏、念仏狂
言が誕生した。
融通念仏は平安末期に良忍が創始。 元来は勧進行脚で、
宗派組織を持たず集団運動から発展したものである。
壬生寺や清凉寺、千本閻魔堂、神泉苑には融通念仏の中興
者、円覚上人による大念仏狂言が伝えられている。

この背景には、元寇以来 自力に目覚めた大衆活力がある。
1400年当初まで「逃散」に留まっていた反抗は、1426年、近
江の大社下級神主である犬神人と結んだ馬借暴動、1428年
以降畿内中心に勃発した「一揆」が全国に江戸時代まで続く。

応仁の乱までに成立した様々な芸能は、戦国混乱期を
経て安土桃山に一層、大衆化する。

芸能や商工業の専門的な「座」から、「集団」の形成
・・・ 「 争乱 」 と 「 娯楽 」 均衡原理 ・・・

京都の「町衆」、堺や石山、堅田、加賀など自治的な自由都
市が次の文化、芸能の集団的主体となり大衆芸能を誕生さ
せる。 室町時代～戦国に成長した惣村や郷村の「寄合」、
信仰の「講」でも 茶で集まった。
宮廷での和歌歌合せを前兆に、この時代、武家や民衆で

の茶・連歌・香でみられる「巡事」は、「座」から「集団」に成長
する過程で、開放的平等・和合精神が生み出したと言える。
その精神は同じく集団形成する侍・武家とも共通し浸透した。
北条早雲を弔う「早雲寺」には、その箱根で客死した連歌師
巨匠・宗祇の碑がある。

専門集団 から、京都町衆・地方都市の大衆芸能 に

・・・ 信仰的 祀り・歌舞 から 芸能的祭り・演劇 へ ・・・

「浄瑠璃」「歌舞伎」は、京都から上方全域、そして江戸に拡
大していく大衆化と広域化の典型的な芸能となった。

同様に、絵画でも狩野派・琳派が江戸に波及し、大衆絵画と
して浮世絵が生まれる。

幸若舞

武家
語り舞い

滑稽

収穫・利益への願い

今熊野勧請猿楽
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神庭荒神谷遺跡

出雲型銅剣 製作

主 に銅剣
銅矛・銅鐸
大量埋納

11

縄文晩期
弥生前期
前４００年頃

中期

中期後半
紀元前後

後期
５０年

弥生
終末
２００年～
２５０年頃
古墳時代
初期

３００年頃

４００年代

前期 中期後半 後期 終末
前４００年頃 紀元前後 ５０年～２５０年頃

加茂岩倉遺跡

銅鐸 畿内との流通

銅鐸
大量埋納

四隅突出墓
西谷古墳群

（古墳時代前期）
神原・大成・造山
三角縁神獣鏡

大和
出雲から 丹波、淡海、大和へ弥生中期 （紀元前２００～紀元後５０年） 全盛
（後期にかけ、新勢力の流入を受けて、各地方勢力に分断）

古墳時代前期衰退

出雲・山陰勢力維持

出雲

応神天皇

神功皇后

崇神天皇

神話時代

史実時代

息長氏

吉備氏

丹波氏

葛城氏

【神武系】【出雲系】

倭建命
日本武尊

武内宿禰

その他文献など

前１５０年頃 稲作文化
九州より畿内に伝来

前１００年頃 銅鐸の鋳造開始

皇統との姻戚・血縁
大国主・・・日本書紀
事代主 鴨氏
・・・日本書紀の一書や先代旧事本紀

１００年頃 大和を中心に小国家出現

１００年後半 「倭国乱る」
邪馬台国卑弥呼の共立
・・・出典「魏志倭人伝」

２５０年前後 内乱と収束
「国中不服」 「壱与～國中遂定」

・・・出典「魏志倭人伝」

皇統との姻戚・血縁
息長氏・吉備氏・丹波氏・葛城氏

３５０年前後 蝦夷・熊襲を平定
統一と県の制定

古墳文化の伝播 丹波 吉備 越 東海

３９１年 新羅を征伐
・・・ 出典「広開土王碑」

４００年代 応神天皇即位
（南山代葛城・息長王系）

神武天皇から
孝元天皇まで

大国主

垂仁天皇

景行天皇

弥生末期～古墳時代前期 中国 三国～五胡十六国時代

和合思想

出雲系・神武系
氏族和合

丹波畿内勢力
吉備勢力

唐古・鍵遺跡 弥生時代通期

中期～後期全盛全国から ヒスイ、土器など集積
銅鐸の主要製造地

九州勢力
弥生中期までは 北九州
を主とした 鏡威信

内行花文鏡
後期には仿製鏡分布 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

考古的資料 記紀

下段系図出展
林屋辰三郎氏

神武天皇

神武天皇、崇神天皇、こ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。
考古的内容、記紀、その他文献を並列し、時代別で横に同期させた。
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。なぜなら戦乱を示す人骨出
土は多くない。 以下掲載の各古墳の年代順は詳細には特定されていないが、概略、副葬鏡種の増
加がその証と解釈できる。

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

３Ｃ中～後半
ホケノ山古墳
箸墓古墳

出雲神武系・崇神系
氏族和合

２４８年頃
「卑弥呼」没

三角縁神獣鏡
北九州
石塚山 舶載
３Ｃ中～４Ｃ初
原口古墳（初頭）
赤塚古墳３Ｃ末
南九州
西都原３Ｃ中

弥生後期 平原遺跡
大型内行花文鏡
内行・方格規矩鏡

古墳時代 初頭
内行花文鏡 と 画紋帯神獣鏡
ホケノ山 大和天神山古墳

画紋帯神獣鏡は、大阪湾
周辺地域に、拡大集中

前方後円墳
鉄器

黒塚古墳 画紋・三神
桜井茶臼山 花紋・画紋・方格・三神
椿井大塚山 花紋・画紋・方格・三神

出雲 ４Ｃ中
神原神社古墳
景初三年銘 三神

３５０年以降 三角縁神獣鏡 急減
柳本古墳群も衰亡
崇神天皇御陵とされる古墳群一帯

崇神天皇

垂仁天皇、景行天皇

纒向之日代宮時代

石塚山、赤塚、原口
椿井大塚山は
同笵鏡とされる

＊ホケノ山の内行花文鏡は長宣子孫の銘 現大神神社が保存

記紀と史実 考古 と 記紀集約から仮説 倭での二つの和合

画紋帯神獣鏡

国譲神話



神仏史 古事記神話「倭建命の検証」

西征
父の寵妃を奪った兄大碓命に対する父天皇の命令の解釈の違いから、小碓命は素手で兄をつまみ殺してしまう。そのため小碓命は父

に恐れられ、疎まれて、九州の熊襲建兄弟の討伐を命じられる。わずかな従者しか与えられなかった小碓命は、まず叔母の倭姫命が斎王
を勤めた伊勢へ赴き女性の衣装を授けられる。このとき彼は、いまだ少年の髪形を結う年頃であった。
九州に入った小碓命は、熊襲建の新室の宴に美少女に変装して忍び込み、宴たけなわの頃にまず兄建を斬り、続いて弟建に刃を突き

立てた。誅伐された弟建は死に臨み、その武勇を嘆賞し、自らをヤマトヲグナと名乗る小碓命に譲って倭建（ヤマトタケル）の号を献じた。
その後、倭建命は出雲に入り、出雲建と親交を結ぶが、出雲建の太刀を偽物と交換して太刀あわせを申し込み、殺してしまう。

東征
西方の蛮族の討伐から帰るとすぐに、景行天皇は重ねて東方の蛮族の討伐を命じる。倭建命は再び倭姫命を訪ね、父天皇は自分に死

ねと思っておられるのか、と嘆く。倭姫命は倭建命に伊勢神宮にあった神剣、草那芸剣と袋とを与え、「危急の時にはこれを開けなさい」と
言う。
倭建命はまず尾張国造家に入り、美夜受媛（宮簀媛）と婚約をして東国へ赴く。

相模の国で、国造に荒ぶる神がいると欺かれた倭建命は、野中で火攻めに遭う。そこで叔母から貰った袋を開けると火打石が入っていた
ので、草那芸剣で草を掃い、迎え火を点けて逆に敵を焼き尽くす。それで、そこを焼遣（やきづ＝焼津）という
相模から上総に渡る際、走水の海（横須賀市）の神が波を起こして倭建命の船は進退窮まった。そこで、后の弟橘媛が自ら命に替わって
入水すると、波は自ずから凪いだ。入水の際に媛は火攻めに遭った時の夫倭建命の優しさを回想する歌を詠む。
その後倭建命は、足柄坂（神奈川・静岡県境）の神を蒜（ひる＝野生の葱・韮）で打ち殺し、東国を平定して、四阿嶺に立ち、そこから東

国を望んで弟橘姫を思い出し、「吾妻はや」（わが妻よ……）と三度嘆いた。そこから東国をアヅマ（東・吾妻）と呼ぶようになったと言う。
また甲斐国の酒折宮で連歌の発祥とされる「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」の歌を詠み、それに、「日々並べて（かがなべて） 夜には

九夜 日には十日を」と下句を付けた火焚きの老人を東の国造に任じた。その後、科野（しなの＝長野県）を経て、倭建命は尾張に入る。
尾張に入った倭建命は、かねてより婚約していた美夜受媛と歌を交わし、その際媛が生理中なのを知るが、そのまま結婚する。そして、

伊勢の神剣、草那芸剣を美夜受媛に預けたまま、伊吹山（岐阜・滋賀県境）の神を素手で討ち取ろうと、出立する。

素手で伊吹の神と対決しに行った倭建命の前に、白い大猪が現れる。倭建命はこれを神の使いだと無視をするが、実際は神の化身
で、大氷雨を降らされ、命は失神する。 山を降りた倭建命は、居醒めの清水（山麓の関ケ原町また米原市とも）で正気をやや取り戻す
が、病の身となっていた。 弱った体で大和を目指して、当芸・杖衝坂・尾津・三重村（岐阜南部から三重北部）と進んで行く。地名起源説話
を織り交ぜて、死に際の倭建命の心情が描かれる。そして、能煩野（三重県亀山市〉に到った倭建命は「倭は国のまほろば……」「……剣
の大刀、その大刀はや」の4首の国偲び歌を詠って亡くなる。

倭建命の死の知らせを聞いて、大和から訪れたのは后や御子たちであった。彼らは陵墓を築いて周囲を這い回り、歌を詠った。すると
倭建命は八尋白智鳥となって飛んでゆくので、后たちはなお3首の歌を詠い、その後を追った。これらの歌は「大御葬歌」（天皇の葬儀に歌
われる歌となった。
白鳥は伊勢を出て、河内の国志幾に留まり、そこにも陵を造るが、やがて天に翔り、行ってしまう。

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

尾張

出雲

熊襲

相模

甲斐
伊吹

河内

該当期間
三韓征伐伝承

390年頃
369-404

262
～293

ヤマトタケルの物語は、古事記の中で、最も広域な闘争、策略の記録であり、
多くの比売と結び、最期は神に打ち果てる。
倭姫命が斎王となった伊勢神宮から授かった、のちに神器となる「草那藝劒」が勝

負に強く関わる。
時代 ： 前後「神武東征」と「神功皇后の新羅遠征」の間に語られており、考古学の「箸墓古墳」

と史実の「三韓征伐伝承」の間、約１００年に設定。
意義 ： 大和在来から地方展開した出雲や九州、関東勢力を抑制または結合し、倭統一を図る。

記紀成立時の状況、女帝尊重のため神功皇后や、継体系以降の皇統を崇めるための
虚言・悲終。 また、神器演出で伊勢神宮の神性価値を高めることが主旨と考えます。

人物 ： 小碓命実在、または短期間かつ性格・行動性の変化から、小碓命（西征）と雄略天皇
（東征）の合成との説もあるが大異無し。

重要な視点は、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、倭統一への過程である。
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、応神から仁徳に成る 河内王系、古墳群に繋がる。

箸墓
古墳

250年頃

讃岐綾君・宮道君の祖

阿波君等の祖 鎌倉別の祖

稲依別王（いなよりわけのみこ）犬上君、建部君の祖

稚武王（わかたけのみこ）近江建部君の祖、
宮道君等の祖（『先代旧事本紀』）

天津神記紀系図

尾張

ヤマトタケル（倭建命、景行天皇2年 – 43年）
ヤマトタケルノミコトとも呼ばれ、諱は小碓尊（命）（おうすのみこと）。
第12代景行天皇の皇子・第14代仲哀天皇の父とされる。
『古事記』では倭建命、 『日本書紀』 『先代旧事本紀』では日本武尊、
またの名を日本童男・倭男具那命（やまとをぐな）ともいった。
『尾張国風土記』逸文と『古語拾遺』では日本武命、『常陸国風土記』

では倭武天皇 『阿波国風土記』逸文では倭健天皇（または倭健天皇命

物語 『古事記』と『日本書紀』の説話は、大筋は同じだが、主人公の
性格や説話の捉え方 や全体の雰囲気に大きな差がある。
『古事記』は、浪漫的要素が強く、主人公や父天皇の人間関係から

来る悲劇性が濃い。 概ね、『日本書紀』の方が天皇賛美の傾向が強い。

12和合思想

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://azaleapines.blog.ocn.ne.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/11/24/99bd248b.jpg


13古代史 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

和合思想古代史 外交の往来地 古代 の 河内潟 物部氏と 坂上氏
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古代史 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

15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


神話分別 【 以下、下線部分は、藤原後補の可能性がある 】

高天原と葦原中国、黄泉の国 ・・・ 仏教 極楽浄土・現世・地獄の思想を意識対抗
天地開闢 国生み ・・・ 対馬・隠岐・佐渡・淡路 渡来漂着地の地

神生み ・・・ 土着の自然（山・磐座）信仰と氏族の祖先設定
天照大御神 ・・・ 先住の銅鐸に対する銅鏡威信勢力 光と太陽信仰の表現

国造り ・・・ スサノオ出雲・嫁取り 日本海沿岸での開拓
大国主 葦原中国 出雲から畿内など中央に進出

国譲り ・・・ 大国主時代からの先住（葛城・吉備・息長・尾張など）による

銅鏡祭祀勢力との譲歩的共存 ・・・特に大和地域
天照大御神命で、高天原より、武御雷（タケミカズチ）、日本書記では経津主神
（フツヌシ）が同行、主導。 事代主神（コトシロヌシ）は了解、建御名方（タケミ
ナカタ）は諏訪に追放された ・・・ フツヌシは継体期まで有力な物部氏祭神、
その神と重ねる様に、藤原氏の武神を構想した。中臣傍流（藤原）氏出身地？と
される常総（香取・鹿島）は、ヤマト王権の東国進出の重要拠点。

天孫降臨 ・・・ 女帝「天照大御神」と孫「邇邇芸命」 女帝「元明・元正天皇」に似す
天照大御神から三種の神器（八尺勾璁、鏡、及草那藝劒）を授かり、天忍日命
大伴連、天津久米命久米直、各祖神が先導

・・・ 大和王朝創世からの軍事部民、継体期に勢力
天児屋命（中臣氏始祖）、布刀玉命（忌部氏 中臣補佐）、天宇受売命（猿目氏
祭祀芸能）、伊斯許理度売命（鏡作氏 銅鏡造り）、玉祖命（玉作氏）の五伴緒
（いつとものお）が従う。・・・ 中臣（藤原）氏など祭紀支配者を強調
「神武東征」と、登場氏族が一致、かつ物語も重複的。 後補の可能性を強める。

神武東征 ・・・ 大伴連祖 道臣命（ミチノオミ） 久米直祖 大久米命（オオクメ）が
大和宇陀でエウカシを討つ ・・・（同上、軍事部民 編纂時、大伴氏は壬申の乱の貢献
者だが皇統関係、祭祀に関係せず、史実・神話の活躍と比較し、祀る神社は少ない）
先入していた邇芸速日命（ニギハヤヒ物部氏祖）が参上し、神武天皇に仕える。
・・ （大国主の娘を娶った）物部氏が天孫へ服従。 しかし神武も大物主姫を娶る

日本武尊、倭武尊 ・・・ 古墳時代前期 北陸、東海、西道、丹波四地区への大和勢力・
古墳文化の拡大 四道将軍の活躍とも符号。「倭比賣命、賜草那藝劒」で助かるが、
尾張美夜受比賣に預ける。 伊吹で果て最後に白鳥となり、伊勢から河内の国志幾に
飛び陵を造る。・・・ 応神天皇までの統一抗争と、それ以降の河内王朝創始を表現

神功皇后 三韓征伐伝承 ・・・ 武内宿禰の活躍
北陸・東国を視察して、蝦夷征討を進言。成務天皇3年に大臣となる。
神功皇后の朝鮮出兵を決定づけ、忍熊皇子らの反乱鎮圧にも功。
武内宿禰は、命３００年前後となる記述であり、祖とされる紀・巨勢・平群・葛城・
蘇我氏など皇統関係、中央諸豪族の権威象徴とも考えられる。
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応神天皇

継体天皇

聖徳
太子

天武天皇

天智天皇

聖武天皇

神功皇后

崇神天皇

史実 （文献などより）
前１５０年頃 稲作文化 九州より畿内に伝来
前１００年頃 銅鐸の鋳造開始

「楽浪海中に倭人有り、分かれて百余国をなす
・・・出典「漢書」地理志

１００年頃 大和を中心に小国家出現
１００年後半 倭国大乱、邪馬台国卑弥呼の共立

・・・出典「魏志倭人伝」

２５０年前後 内乱と収束
「国中不服」 「壱与～國中遂定」

・・・出典「魏志倭人伝」

皇統との血縁 息長氏・吉備氏・丹波氏・葛城氏

３５０年前後 蝦夷・熊襲を平定 統一と県の制定

古墳文化の伝播 丹波 吉備 越 東海
３９１年 新羅と交戦 ・・・ 出典 高句麗 「好太王碑」

（広開土王碑）

４００年代 応神天皇即位 （南山代葛城・息長王系）
履中天皇 国史（ふみひと）の設置

河内 楯状大型古墳の誕生
横穴式石室へ （死の意識 黄泉国の発想）
葛城氏の滅亡、平群氏の衰退・・・皇統系
大伴氏、（新興）物部氏・・・軍事部民 蘇我氏の台頭
秦氏の渡来、雄略紀に秦酒公統率、蘇我氏との関係

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」

６４５年 乙巳の変 中大兄皇子・中臣鎌足 蘇我氏を討つ
６６３年 白村江の大敗
６７２年 壬申の乱 大海人皇子 大友皇子を討つ

貢献者 大伴馬来田・吹負、三輪氏、鴨蝦夷、尾張氏
天武朝は、近江方だった物部麻呂も重用、石上氏左大臣に
息長氏に真人姓を与える。 中臣金連刑死

６７３年 天武天皇即位
（天皇を称号、日本を国号 日本書紀、古事記の編纂勅命）
６９１年 １８氏祖を申告させた。大三輪、雀部、石上、藤原、石川、巨勢、
膳部、春日、上毛野、大伴、紀、平群、羽田、阿倍、佐伯、采女、穂積、阿曇

７０１年 文武天皇妃の不比等の娘が皇子出産、のち聖武天皇

７１２年 元明天皇期 太安万侶 「古事記」撰上
７１３年 諸国に「風土記」編纂を命ずる
７２０年 元正天皇期 「日本書紀」撰上 藤原不比等没

神話時代

息長
田別王

出雲系・崇神系
氏族統合完結

息長氏

吉備氏

丹波氏

葛城氏

【崇神系】

【出雲系】

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

記紀神話 の 構想
記紀の内容を分別すると、藤原氏有利に関係の無い「物部氏祖の大国主
の姫娶り」、「神武天皇の大物主の姫娶り」が語られている。
国譲り、出雲と神武の和合この記事は史実か？ 次に、古代神社・遺跡と
総合することで、当時の気運、信仰、氏族の歴史が出現する。

日本文化の源流 古事記解釈 神話分別 神話 が語る 「和合」 母系による氏族の「和合」の史実 和合思想

系図出展
林屋辰三郎氏

藤原氏

藤原氏

古墳時代

飛鳥時代

雄略天皇

允恭天皇

仁徳天皇 史実時代

清寧天皇



18日本文化の 原理 「古事記の思想」「天之御中主神」たちの意味

原理を仮説し、信仰・文化の歴史を辿っている。
その過程で「循環的なもの」と「現利的なもの」との間で「均衡作用」があることに気付いた。

仏教では、阿弥陀如来に対する薬師如来や観音菩薩。 また、天台智顗 の「三諦円融 」空仮中の均
衡は、それを受け入れることで浄土信仰や禅・日蓮誕生の土壌となった。闘争する武家に対して、静寂
なる茶道や禅。 茶道は、武家など日常に対する非日常を均衡させる作用。 絵画では花鳥画に対す
る水墨画で均衡した。 その均衡をもたらした源が自然の法則・力を潜在する日本文化であり、和合的
な現象として現れたと考える。 神仏習合はその代表であり、戦う神 と 鎮魂の仏 である。
古事記、古代から中世まで日本文化の原理を仮説・検証してきたが、改めて逆に「均衡」を意識して
古事記をふりかえると、「天之御中主神」 と 「月読命」 がその作用で共通していることに気がつく。 両
者は同時に誕生した活動的な他の二者の間で、無作為な力・作用である「均衡」を象徴しているのでは
ないか。「天之御中主神」と 「月読命」、そして、火照命（海幸彦）を兄に火遠理命（山幸彦）を弟に持つ
「火須勢理命（ほすせりのみこと）」も同様で、いずれも天津神・国津神ではなく、ただ存在を記される。

冒頭に提起した「天之御中主神 」 の意味、 それは、自然の法則・力 と考えた。
なぜなら、そのあとに誕生した「高御産巣日神」は別名「高木神」、神の依ります神籬（神体木）、天地を
繋ぐもの 出雲大社、伊勢神宮の心御柱に表現される。 そして、「神産巣日神」 は、須佐之男命が殺
した大氣都比賣から穀物の種を生み、また大国主を 蘇らせる 循環再生 を表す。 この神代再生は、
世代・時間の継承を表現している。つまり、その頂天に語られる「天之御中主神」は、「場所」と「時間」
の概念で、それぞれ「高御産巣日神」と「神産巣日神」とに繋がる、「自然の源、原理」であり、「法則・
力」と考えた。 その解釈は誤りではなかったが、その「自然の法則・力」がもたらした具体的な力、すな
わち「均衡作用」とも言える。
とすれば、古事記の「月読命」の意味は何か？ その神も同じ作用をもたらし、国譲りを演出したと考
える。 天照大御神に象徴される「太陽」と建速須佐之男命の「大地」、昼間の太陽は大地を熱っする。
しかし、特に晴れた夜には、放射冷却で大地は逆によく冷える。 太陽と大地の熱循環（交流）作用が
高まっている状態だ。 その晴れた夜には 「月」がよく見える。 太陽と大地の好循環は月の作用と考
えたに違いない。自然に敏感で稲作など農耕が主な生活では、ごく自然な発想、信仰と考える。
「国譲り」の主体は大国主とその代理者や天照大御神に派遣された者たちだが、その前に月読命を
登場させた意味は、「国譲り」の予言、伏線であろう。二者択一ではなく二者均衡の支点と考える。 そ
の存在は、いわゆる二極の「間」と表現したら理解しやすいかもしれない。
自然の法則・力から誕生した和合の神格が、「天之御中主神」であり、「月読命」である。

では、その神話の基本思想は誰のものか？ 記紀編纂を勅命した人、武力で皇位についた天武天皇
は語りずらい。 最終的な編集者、藤原不比等にとっては、祖神の活躍が最重要であった。

その思想の草案者は、やはり「和」の思想家、聖徳太子と考える。古事記の神話部分などは「国記」
を反映しただろう、そして十七条憲法とは、均衡させる作用、和合思想で結びつく。京都の月読神社は、
顕宗３年（487）、阿閉臣事代(あへのおみことしろ)が朝鮮任那渡航の際、壱岐から分霊した元来は海
神である。現在は秦氏松尾大社の摂社で、その境内に 聖徳太子を祀る社がある。月読神社によると、
太子は月読神を崇敬したとされ、ここに祀られていることがその証である。また、その仮定だと、聖徳太
子以前に鏡威信が天照大御神の様な固有名詞で信仰化されていたことになる。
日本書紀は、推古28（620）年 推古天皇、聖徳太子による歴史書、「天皇記」「国記」「臣・連・伴造・
国造百八十部等の本記」が編纂されたと記す。それら書物は、皇極5年（645）乙巳の変の際に、蘇我
蝦夷の家とともに燃やされ、船恵尺（ふなのえさか） により「国記」のみ取り出されて残ったと記録する。
船恵尺の子供が道昭で、入唐し玄奘と同じ房に住して学問し、招来した法相宗は奈良時代に栄えた。
「国記」編纂の約100年後、７１2年 「古事記」が、720年には「日本書紀」が撰上された。

ユング心理学の権威で元文化庁長官の河合隼雄先生『中空構造日本の深層』では、この無為な中
央にのみ注目している。しかし日本文化の理解にとっての重要は、両極の思想軸の発見、認識である。

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

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

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

ケ 日常

実用・効率

作法・型

技術・精緻 写実

極地・究極・わざ

やまとごころ

怨霊・地獄 排他・排斥
村・族

統制排除
一揆

負の反応

諸道 芸事 職人神仏習合 複合様式阿弥陀・浄土信仰

薬師・観音信仰

和合 と 創造

日本文化の原理

修業至悟仏性自覚巨木信仰 平等思想 ・ 慈悲

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

原生・有儘
（ありのまま）

単純・簡素

調和・精美 幽玄・隠棲・さび

折衷・習合

合議・寄合・座 ・講

市中の山居（草庵）

神産巣日神
カミムスヒ

天之御中主神
アメノミナカヌシ

高御産巣日神
タカミムスヒ

建速須佐之男命
スサノオ

月読命
ツクヨミ

天照大御神
アマテラス

時間、再生 場所、繋ぐ、指導

母子関係 父子関係

ハレ 非日常

均衡作用

マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

火照命（海幸彦） 火遠理命（山幸彦）火須勢理命

穢れ



日本文化の 原理 「古事記の思想」 「 自然と人間」「 死と再生」

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

古事記には、自然創生、人間世界、そして異なる文化の習合として三貴神の物語が描かれている。
伊邪那岐（いざなき）神と伊邪那美（いざなみ）神は、古事記の序文で 「二霊為群品之祖神」と記される。
万物の生みの親としてその神名に「霊」の文字が使われ、国生みや神生みを成す。ここで重要なことは、
その二神によって「死」と、「生の穢れ」と「再生」が描かれていることである。死後、黄泉の国に行った
伊邪那美神と、そのから引き返した邪那岐神との間で、「千引き石」を境に人間の生死を宣言している。
伊邪那美神は、神として始めて死ぬが、伊邪那岐神は多賀に坐す（古事記）、もしくは淡路に隠れた
（日本書紀）とされる。 また人間を自然と断絶せず「青人草」「人草」と表現している。
これらの伊邪那岐神と伊邪那美神との物語で、「霊」と関係して記述される一連の内容は、我が国文化
の古層として、「自然と人間との共通概念」を論証するために重要な手がかりである。
柳田國男の研究者で石文化研究所の小畠宏充所長は著書『日本人のお墓』で、伊邪那美を「自然」（も
のの次元）、伊邪那岐を「文化」（たまの次元）と解釈し、 「千引き石」を文化的な墓石の原点とする。

最後、其妹伊邪那美命、身自追來焉。爾千引石引塞其黃泉比良坂、其石置中、各對立而、度事戸之
時、伊邪那美命言「愛我那勢命、爲如此者、汝國之人草、一日絞殺千頭。」爾伊邪那岐命詔「愛我那
邇妹命、汝爲然者、吾一日立千五百產屋。」是以、一日必千人死・一日必千五百人生也。故、號其伊

邪那美神命、謂黃泉津大神。亦云、以其追斯伎斯此三字以音而、號道敷大神。亦所塞其黃泉坂之石
者、號道反大神、亦謂塞坐黃泉戸大神。故、其所謂黃泉比良坂者、今謂出雲國之伊賦夜坂也。

記・紀神話の全体は、天上の神々の世界である高天原（たかまがはら）に淵源する皇室の神聖性と、
皇室による国土と国民の支配の正統性を説明する目的で貫かれ、多様な話にもそれぞれに皇室の王
権神話の一部としての意味と位置付けが与えられ、これが日本神話の一つの大きな特徴となっている。
天地開闢（かいびゃく）の後にまず活躍を語られるのは、伊邪那岐神・命と伊邪那美神・命で、原初には
一面の海だった下界に、最初の陸地の淤能碁呂嶋（おのごろじま）を作ってその上に降り、兄妹で結婚
してまず日本の国土の島々を生み、次に多くの神々を生んだが、しまいに火の神を生んだために伊邪
那美は、火傷を負って死んだ。伊邪那岐は、地下の死者の国の黄泉国まで妻を連れ戻しに行くが、失
敗して地上に帰り禊（みそぎ）をすると、最後に左の目から天照大御神が、右の目から月読命が、鼻か
ら建速須佐之男（すさのお）命が誕生し、天照大御神は高天原を、月読命は夜之食国を、建速須佐之
男は海原を支配せよと、伊邪那岐から命令される。だが素戔嗚尊はこの命令を聞かずに泣き続け、
怒った父に追放されると、天照大御神に会いに高天原に昇って行き、そこで邪心のないことを証明する
ために誓約（うけい）をし、姉神は弟神の十拳剣から三女神を、弟は姉が身に帯びていた珠から天之忍
穗耳（あめのおしほみみ）命ら五男神を出生させる。建速須佐之男はそれから、高天原で乱暴を働き、
天照大御神が怒って天石屋（あまのいわや）に閉じ籠る。太陽が隠れたため、世界が常夜（とこよ）にな
る。天神たちは相談して、皇室の神器となる八咫鏡（やたのかがみ）と八坂瓊（やさかに）の玉を作って
榊に掛け、天宇受賣（あめのうずめ）命が踊りながら乳と陰部を露呈し神々を哄笑させるなど、賑やか
な祭をし、天照大御神を天石窟から招き出した上で、建速須佐之男を下界に追放する。建速須佐之男
は出雲で八岐大蛇（やまたのおろち）を退治し、その尾から出た草那芸剣（くさなぎのつるぎ）を天照大
御神に献上し、生命を助けてやった櫛名田比賣（くしいなだひめ）と結婚する。その子孫の大国主（おお
くにぬし）神が、神産巣日神の手の指の間から漏れ落ちて下界に来た不思議な小人の神の少名毘古
那（すくなびこな）神と兄弟になり、協力して国造りをすると、天照大神が天忍穗耳命をその国に降らせ
支配させようとして、大国主神のもとにつぎつぎに使者を派遣し、命令を伝えさせる。大国主神が最後
に使者に来た建御雷之男（たけみかずち）神らの神威に屈し、ついに国譲りを承知すると、天照大神は
天忍穗耳命の願いを聞き、この神の代りに誕生したばかりのその子どもで自分の孫の邇邇藝命（にに
ぎのみこと）に、三種の神器を授け、五伴緖（いつとものお）命らの天神たちを従わせ地上に降らせる。
この天孫降臨の一行は、出迎えた猨田毘古（さるたひこ）神の案内で、日向の高千穂峯（たかちほのた
け）に降る。それから邇邇藝命と、その子で山幸彦の火遠理命（ほおりのみこと）、さらにその子で神武
天皇の父となった鵜葺草葺不合（うがやふきあえず）命まで、三代の皇祖神は日向に住み、その物語
である日向神話が記紀神話の終幕を構成し、このあと神武天皇の東征となる。

マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

伊邪那岐神
イザナギ

伊邪那美神
イザナミ

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

国生み
神生み（自然神）

死

生

モノ（生み）

タマ（魂）

穢れ⇒ 禊ぎ・祓え

自然創生

人間世界 火の文化火之迦具土神 カグツチノカミ
稲の文化 和久産巣日神（その子豊宇気毘売神）

人工物（剣）
生活環境（津見神）

（霊） （霊）

建速須佐之男命
スサノオ

月読命
ツクヨミ

天照大御神
アマテラス

身につけていたものから成れる神
（人間世界の観念）

身を滌（すす）いで成り坐せた神
（穢れによる「禍」と「直毘」、災厄と修復 ・ 祖神）

伊邪那岐神
イザナギ

特性の形成

史実の象徴

生命力

伊邪那美神
イザナミ

（稲神）宇迦之御魂神（ウカノミタマ）

大国主神 （出雲）

出雲國に塟（葬）られる
死体から（八雷神）

神産巣日神
カミムスヒ

天之御中主神
アメノミナカヌシ

高御産巣日神
タカミムスヒ

時間、再生 場所、繋ぐ、指導

母子関係 父子関係

伊邪那岐神近江多賀に座す

自然 の 法則 ・ 力

（穀物神）大気都比売神（オオゲツヒメ）の 死と生

三貴神の役割

神武天皇

19

人生み

日本文化の原理

「命」名が主になる死ぬ神

伊邪那岐神・命
伊邪那美神・命
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大国主神は、出雲国造（いずものくにのみやつこ）の祖神で、今日、出雲大社の祭神である。
そして、京都、愛宕神社の奥宮に祀られていることも、見逃してはならない。

大国主神は、須佐之男の系統として、神産巣日神の助けによって 生死復活を繰り返し、国造りに至る。
大国主神が誕生する前には、天上界から追われた須佐之男に食事させようとした大気都比売神（オオ
ゲツヒメ）の 死によって、蚕、稲の種、粟、小豆、麦、大豆が生まれた。またその系統には、宇迦之御魂
神があり、この神もまた、今日、伏見稲荷大社（下社）の祭神となっている。つまり片や高御産巣日神と
天照大御神の系統に対し、時間軸の継承、循環的系統として、再生しつつ受け継がれる稲霊・保食神
の系統を形成、国造りする大国主神登場の基盤を成している。 （紀：倉稲魂命イザナギイザナミの子）
遡れば、イザナミの死から誕生した和久産巣日神の子、豊宇気毘売（とようけひめ）神も保食神としてそ
れらと同性質の神であり、もちろん天照大御神を祀る伊勢神宮内宮に対し外宮の豊受気毘売神である。
これらに、我が国国家草創期における二つの文化・思想の習合関係が表現されているわけである。

大国主神は、古事記では、大穴牟遅神（おおなむちのかみ）、葦原色許男神（あしはらのしこおのかみ）、
八千矛神（やちほこのかみ）、宇都志国玉神（うつしくにだまのかみ）などの別名がある。
日本書紀で別名は、大物主神（おおものぬしのかみ）、大己貴命（おおなむちのみこと）、葦原醜男（あ
しはらのしこお）、八千戈神（やちほこのかみ）、大国玉神、顕国玉神（うつしくにたまのかみ）とする。
根（ね）の堅州国（かたすくに）（死者の国）の須勢理毘売（すせりひめ）ほか、八上比売（やがみひめ）、
沼河比売（ぬなかわひめ）など多くの女性を妻とした。
多くの別名は、各地で各段階で発生した諸神格が、日本神話の綜合期にまとめあげられたもので、そ
の中で、神名として出雲大社などに残ることから、大国主神は最も新しい成立と考えられる。歴史の現
実として日本は本来多数の原始国家に分かれ、それぞれに小さい国主がいたが、古代日本の統一が
大きく進んだと思われる。その統一のありようは、縄文から弥生時代の、出雲から紀州熊野、北陸、中
部地域における、土器種別や、磐座祭祀、銅鐸出土の共通性に見出される。

ちなみに、大国主命の別名、大物主神は、大国主命の幸魂（さきみたま）・奇魂（くしみたま）とされてい
る（日本書紀）。 三輪（みわ）氏の祖神で、この神には勢夜陀多良比売（せやだたらひめ）や倭迹迹日
百襲姫命（やまとととひももそひめのみこと）との聖婚を語られている（古事記、日本書紀）。 蛇神、雷
神でもあり、農耕神でもある。 三輪山の「 山の神」で、大神（おおみわ）神社（奈良県）の祭神である。
三輪山は磐座祭祀の地で、その西方の唐古・鍵遺跡などからは銅鐸が出土している。 「かんなび山」
の名称をもつ山は諸国にあるが、三輪山がもっとも著名である。このほか大和（奈良県）など近畿から
出雲（島根県）に多いため、出雲系の神を祀ったものであろうとする説が有力である。

『古事記』の大国主神を主人公とする物語は，（1）オオナムチが種々の苦難，試練を克服して大いなる
国主となる物語，（2）ヤチホコの神の妻問い物語，（3）少名毘古那神（すくなびこなのかみ）（少彦名命）
との協力による国作り物語，（4）葦原中国の主として天津神に国譲りする話の4部分からなる。
（1）において、オオナムチには多くの兄（八十神（やそがみ））がいたが，1日かれらは因幡（いなば）の
八上比売（やかみひめ）のもとへ求婚に出かける。 途中赤裸（あかはだ）の兎と出会い，八十神が兎を
いっそう苦しめたのに対しオオナムチは懇切に療法を教えて救い，よって袋を背負い従者の身なりをし
た末弟のオオナムチがヤカミヒメを得ることとなった。それを怒った八十神はオオナムチを欺いて二度
にわたり殺すが，そのつど母神の刺国若比売が神産巣日神にお願いしたりして、助けられて蘇生する。
そのあと紀の国の大屋大屋毘古神から助けられて、祖神スサノオのいる根（ね）の国へ逃れる。
根の国ではスサノオから課された蛇の室（むろ），むかで・蜂の室，野焼きなどの難題を解決した。
葦原中国との境の黄泉比良坂まで追いかけてきたスサノオから、スサノオの娘須勢理毘売命を妻とな
し，またスサノオから奪った宝器〈生大刀（いくたち）生弓矢（いくゆみや）〉を、正式に授かった。 大国主
神は、それをもって八十神を追い払い初めて国を作った。
つまり、大国主神は、生死復活を繰り返して、その国造りに至るわけである。

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

神産巣日神
カミムスヒ

天之御中主神
アメノミナカヌシ

高御産巣日神
タカミムスヒ

建速須佐之男命
スサノオ

月読命
ツクヨミ

天照大御神
アマテラス

時間、再生 場所、繋ぐ、指導

母子関係 父子関係

均衡作用

マナイズム 見えない チカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

火照命 （海幸彦） 火遠理命 （山幸彦）火須勢理命

タマ（魂）

（稲神）
宇迦之御魂神（ウカノミタマ）

（穀物神）
大気都比売神（オオゲツヒメ） 死と生

神武天皇 （東征）

国譲り大国主神 （出雲）

邇邇藝命 三種の神器
五伴緖（いつとものお）命
天神たちと降臨

鵜葺草葺不合

長髄彦

邇藝速日命・饒速日命（にぎはやひのみこと）

物部氏の祖先

日本文化の原理

稲霊・保食神

日本文化の 原理 「古事記の思想」 大国主神 「 死と再生」と 「 国譲 」

建御雷之男神
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アワノウタ 淡の国

古事記では、イザナギは淡海（近江）の多賀（滋賀県犬上郡多賀町）、または淡道（淡路島、淡路市）
の多賀に篭ったとされる
近江の古代豪族息長氏。 応神天皇を生んだ姫は、息長帯比売命（おきながたらしひめのみこと）

風神は、イザナギとイザナミの間に生まれた神、志那都比古神（しなつひこのかみ） 神名の「シナ」
は「息が長い」という意味

その風は稲作に欠かせぬが、暴風は被害をもたらす。 滋賀の伊吹、比良颪（ひらおろし）比叡颪
淡の国は風のクニ
伊吹の神と対決した倭建命（ヤマトタケル）神の化身、白い大猪の大氷雨で、失神する。

アワノウタは、コトノハで自然を循環している。 イザナギとイザナミ 風のクニ 水のクニ 氷のクニ
コトダマは、自然循環の神々に捧げ尋ねるコトノハ

現代日本語の起源、成立までの歴史には諸説有り確定していない。 しかし、初めに「ことば」があり、次に「絵」や「記号」、「文字」で表したという順は、自然な流れである。
ながらく、ことばのかけら、単語が発声され、口承された時代があったはずだ。
現在から遡ることができる手掛かりは、今の日本語と、古代からの記録（考古、遺物、書物）となる。 日本語の構成文字、漢字・ひらがな・カタカナ。 漢字は音読み、訓読みがあ

り、音読みは中国伝来の漢音などである。 では、この訓読みは何か？

漢字の伝来 古事記 應神天皇期
此之御世、定賜海部、山部、山守部、伊勢部也。亦作劒池。亦新羅人參渡來。是以建內宿禰命引率、爲役之堤池而、作百濟池。亦百濟國主照古王、以牡馬壹疋、牝馬壹疋、付阿知吉師以貢上。
此阿知吉師者、阿直史等之祖。亦貢上横刀及大鏡。又科賜百濟國、若有賢人者貢上。故、受命以貢上人、名和邇吉師。卽論語十卷、千字文一卷、幷十一卷、付是人卽貢進。此和邇吉師者文
首等祖。又貢上手人韓鍛、名卓素、亦吳服西素二人也。又秦造之祖、漢直之祖、及知釀酒人、名仁番、亦名須須許理等參渡來也。故、是須須許理、釀大御酒以獻。於是天皇、宇羅宜是所獻之
大御酒而、宇羅下三字以音。

日本書紀に「帝王本紀 古字多くあり」や「丙午境部連石積等に命じて、新字一部四十四巻を作らしむ」とあり、何らかの「古い文字」があった事を示している。 では、この古字は何か？
日本書紀 天國排開廣庭天皇 欽明天皇期

帝王本紀、多有古字、撰集之人、屢經遷易。後人習讀、以意刊改、傳寫既多、遂致舛雜、前後失次、兄弟參差。今則孝覈古今、歸其眞正、一往難識者、且依一撰而註詳其異
日本書紀 天渟中原瀛眞人天皇 下天武天皇期
丙午、命境部連石積等、更肇俾造新字一部卅四卷

この「訓読みと古字」の手掛かりは、漢字伝来以前の、「ことば」と 「文字」 の存在を語っている。 そしてまた、神代文字と呼ばれるいくつかの文字は発見され、先人による研究がなされている。
① ヲシテ文字 『ホツマツタエ』を記する文字。 膨大な量の「五・七調」の和歌・長歌が収録され、自然観、宇宙観、政治観、祭祀、言霊思想や時事的・記録的な内容もふくまれるとされる。

この文字が古代の大和言葉との説がある。
② 阿比留草文字 平田篤胤が1819年（文政2年）に著した『神字日文伝』では、鶴岡八幡宮のほかに鹿島神宮、大神神社、法隆寺、出雲大社などに伝えられるとし、各地の神社において神璽や

守符に用いられている。この文字の用例として、大御食神社（おおみけじんじゃ長野県駒ヶ根市赤穂）、「美しの杜社伝記」 阿伎留神社の神符版木。 また伊勢神宮にも阿比留
草文字など多数の奉納文がある。

③ 豊国文字 1837年（天保8年）に豊後国（現在の大分県）で発見された 『上記』（うえつふみ）を記する文字、いわゆる古史古伝と呼ばれる文書の一つであり、一般には偽書とされる。
ウガヤフキアエズ王朝を含む古代日本の「歴史」などが豊国文字で書かれている。 また、サンカ文字はこの文字からの創作とされている。

その他、天名地鎮 阿比留文字 阿波文字 出雲文字 カタカムナ文字 琉球古字 北海道異体文字 筑紫文字 対馬文字とよばれ、神社など地方に伝わる文字がある。 また、神代文字を混用し
古代を伝える竹内文書があるとされる。

「ヲシテ文字」構成に存在する、循環思想
この文字は、考古学的に時代特定はなされていない。 そして現在一般的に、その訓読みと解釈できる文献 「ホツマツタエ」は、江戸中期にまでは遡るとされる。
しかし、その膨大で構想された作業に対し、江戸時代など後世創作の受益は薄く、記紀との共通性も存在することから、古代からの精神が反映された可能性もある。
では、この思想とは何か？
その片鱗を探るため、ヲシテ文献の研究家池田満氏の４８音図表をもとに、 『ホツマツタエ』の文中「アワノウタ」を配列すると、気体から固体、そして気体への水 （水蒸
気・大気）の循環が 読み取れた。
「アワ」の言から、「淡海」（近江・滋賀）との関係を許されるとすれば、山岳に囲まれた大湖との地形がもたらす水循環の体験が、その文字と「アワノウタ」に深層している
と考えられる。 そのことを表現しているとも解釈できる「あ」と「わ」の文字は、以下の通り二種使われている。

比較参考
阿比留草文字



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

22日本文化の 原理 原理検証 文字と 文学 【一般的図化】
併用 折衷型 創造文化

文字創作 漢文

漢字の伝来
論語千字文など

漢文 国史編纂

六国史の最後
『日本三代実録』

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

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

物語文学 『源氏物語』
かな・漢字

随筆
『方丈記』無常感
世の有り様と心情表現

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

鎌倉時代初期
『地獄草紙』 『餓鬼草紙』『病草紙』『辟邪絵』
（以上国宝）

和漢混淆文
片仮名と、漢文の書き下しである漢文訓読体が合流

『今昔物語集』 人生 暮し 矛盾 因果応報譚 などの仏教説話

文体習合

漢字かな交じり文 成立

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

和歌

軍記物

『太平記』 のち『応仁記』俳諧

漢字の音借用

最古の軍記物
『将門記』 漢文

最古日記文学
『土佐日記』かな

歌物語 みやび
『伊勢物語』
かな・漢字

国史
『日本書紀』
漢文表記
和化漢文体
歌謡は 音借用
一字一音

漢詩 『懐風藻』

漢文文法 漢字の意味利用

飛鳥時代

奈良

平安時代

９００年頃

１０００年頃

１１００年頃

鎌倉
１２００年頃

１３００年頃
室町

表現習合

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

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

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

『続日本紀』文武天皇即位宣命 掲載

訓読漢字の採用

正倉院文書
一字一音式 書面

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

神 山 海 年 音 花海
父母 国 情（こころ）
天皇（おおきみ）など

「平仮名」 成立

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

学術書は「男手」
真がな使用

情緒的 実用的

「草かな」創造
語順

【 文学の流れ 】 【文字の流れ 】

最古長編物語 絵解・和歌
『宇津保物語』 二十巻

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

遊戯的絵画化したかな

意味的

「片仮名」成立
平安中期までに
経典の省文省字、
ふりがなに起源

菅原道真撰

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

『新古今和歌集』
公的文書で平仮名
藤原定家
万葉集の本歌取り

随筆 『枕草子』
かな・漢字

最古（作り）物語
『竹取物語』
会話体 かな・漢字

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

最古仏教説話
『日本霊異記』
漢字（真がな）

仏教 説話文学
『今昔物語集』
片かな・漢字 真実

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

『和漢朗詠集』
和歌、漢詩、日本漢詩 日記『御堂関白記』

かな・漢字

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

歌謡集
『梁塵秘抄』
片かな・漢字

『落窪物語』 継子いじめ

主人公 在原業平

日記 『蜻蛉日記』
かな・漢字

『大和物語』

『夜の寝覚』内省精神性
『狭衣物語』愛欲世俗・筋立

歴史物語
『栄花物語』

『大鏡』

「万葉仮名」

『更科日記』

文芸批評 『無名草子』

『増鏡』

『三宝絵』

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

『本朝神仙伝』
『江談抄』
漢文

連歌
（れんが）

『古語拾遺』
古伝承記録

新しい書き言葉確立「候文」
語り手 琵琶法師

和漢混淆文
漢字音読と和文

文章語の主流

和化漢文

『和泉式部日記』

『建礼門院
右京大夫集』和歌と詞書

仏教 教説
『歎異抄』

随筆 『徒然草』現実受容

日本語表記の 原点

『明月記』
漢文・定家

和漢混交文 流麗な和文

源信

985年 「往生要集」

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

一方、書体としては、中国から、篆書、隷書、楷書、草書などが渡来していた。
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。

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

日本文化の 原理 日本語の文字 【原理による体系化】 「真」「片」「仮」 予告

飛鳥
時代

奈良

平安
時代

９００
年頃

１１００
年頃

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

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

「訓点」から
「平かな」へ

「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』

文字 としての「かな」

書 としての「かな」

平仮名

漢字・平仮名交じり
和歌
日記
物語
消息

普及

漢字・片仮名交じり
仏教系書物
円仁
良源
・
・

『今昔物語集』

漢字かな交じり文 成立

漢字の柔軟化
日本語全体を纏める

漢字の実用化
省略形

柔和

「草かな」から「平かな」へ

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

日本文化の原理


