
６００年代

国防の「長」 ・・・ 長門城 地理的要因
我が国の国防、城の歴史創成期、 長門国 「 長門城 」 天智天皇４年（６６５年）築

「白村江の戦い」（663年）で大敗。 天智天皇は、百済復興、唐・新羅連合軍からの領土防衛のため築城。

１２００年前後

悟りの「 長 」・・・ 無明長夜
我が国、 多信徒の宗派に至る 浄土信仰 開宗

承安5年（1175年）～元仁元年（1224年）
承安5年（1175年）法然 43歳の時、善導の『観無量寿経疏』（『観経疏』）によって回心を体験し、専

修念仏を奉ずる立場に進んで浄土宗を開き、比叡山を下りて東山吉水に住んで、念仏の教えを広め
た。 この年が浄土宗の立教開宗の年とされる。

法然のもとには延暦寺の官僧であった証空、隆寛、親鸞らが入門するなど次第に勢力拡大。

元仁元年（1224年）4月15日 親鸞が『教行信証』を制作、草稿本が完成 立教開宗。
この4月15日が 「真宗立教開宗記念日」 「教行信証」を判りやすく歌にしたものが「親鸞和讃」

１８００年代

革新 の「 長 」・・・ 長州 歴史的要因
我が国、近代国家創成に向け長州藩反攻へ流転 薩長同盟 1866年（慶応2年）

主戦派の長州藩重臣である福永喜助宅において土佐藩の坂本龍馬を仲介として議論された末、京都薩摩
藩邸（京都市上京区）で薩摩藩との政治的・軍事的な同盟である薩長同盟を結んだ。

慶應3年（ 1867年）11月、薩摩藩主島津茂久が多数の兵士を引き連れて上洛する際に長州藩世子毛
利広封と会見し、出兵協定

薩長による討幕運動の推進によって、15代将軍徳川慶喜が大政奉還を行い、江戸幕府は崩壊、王政
復古.。 慶応4年/明治元年 - 明治2年（1868年 – 1869年） 戊辰戦争
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法度

国神の時代
出雲大社・伊勢神宮・宇佐八幡宮

神々の行方
神話から国神、人神へ

氏神の時代
高鴨神社～賀茂社・石上神社

記紀・風土記成立

仏の行方
国仏から多様化・民仏へ

国仏の時代
四天王寺 593年

東大寺 ～ 大覚寺、法性寺
741年～752年

民仏の時代
本願寺 ～ 知恩院

仏の多様時代に
建仁寺 ～ 南禅寺
天龍寺 ～ 相国寺

妙蓮寺 ～ 本法寺

人神（鎮魂）の参加
北野天満宮・晴明神社

人神（英魂）の時代

護王神社 和気清麻呂を祀る

松陰神社 吉田松陰、長州 幕末維新の志神

乃木神社 宇多 佐々木出雲源氏長州藩士

靖国神社 明治維新、第二次世界大戦など没者

軍神、国家意思による、集団的で犠牲的な面がある。

皇神の時代へ

民神の時代七福神信仰 民間の神仏習合
インドのヒンドゥー教（大黒・毘沙門・弁才）、中国の仏教（布袋）、道教（福
禄寿・寿老人）、日本の土着信仰（恵比寿・大国主）が入りまじって形成、
神仏習合からなる、日本的な信仰。室町時代末期頃から信仰
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国号「日本」飛鳥浄御原令～大宝律令

テーマ 「長・永」 2013年9月22日 中村正司

日本の歴史が、大きく流転した時、「 長 」は重要な意味を持った。
今回、その時を再確認するとともに、神仏信仰との関わりを整理、分析。
今、問われている「国防」。 その起源と当時発祥の神々の行方に注目。

「 親鸞和讃 」 五十
無碍光如来の 名号とかの光明智相とは

無明長夜の 闇を破し衆生の志願を 満て給ふ
「高僧和讃」

阿弥陀如来の御名と光明は、この世の無明長夜の闇を破り、
人々の救われたいという願いを満たすものです。（阿弥陀如
来により煩悩具足のままで救って頂いた喜びで、御名を誉め
頌え、常にみ仏の尊い光明を想い続けていれば、知らず知ら
ずの内に罪障は滅消し、必ず幸福になることが出来ます）

『人はその長ずる所に死せざるは寡（すくな）し』

―  人者寡普死其所長 ― <墨子>
人間は、その長所が禍して、かえって死を早める

ことが多いのだ。これもまた一面の真理である。

勇気や、能力のある者はそれゆえに、かえって
身を滅ぼしてしまうのだという。「有能な人物が、そ
の地位を守りとおすことは難しい」と嘆く。

豊国大明神（豊臣秀吉）
東照大権現（徳川家康）

浄土信仰へ
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Japanese_Crest_Maruni_Juuji.png


主たる資料引用 「 公益財団法人九州国立博物館振興財団 」

長門国 は、王権のある近畿への大動脈・瀬戸内海への入口でもある。長門国と筑紫国に挟まれた関門

海峡は、動脈へいたる“長き門”である。長門国は、北部九州にあった外交の拠点守備のネットワークにも、
瀬戸内海から近畿にいたる防御のネットワークにも属する、極めて戦略的なポイントであることは間違いな
いだろう。
長門地名由来 ： あなと（穴門）。海峡。古くは「穴門」、好字化して「長門」となった。関門海峡の空隙地形。

穴の如く細長い水路。

どこに築かれたのか定かではないが、山と地域を分別すると、およそ次の３つに分けられる。

①説の補足 「大唐櫃」名について
長州藩士で明治時代に３００巻を超える「山口県風土誌」を完成した近藤清石氏は「かろうと」とは韓人、

つまり朝鮮式山城を築城した百済遺民を意味するという説を表し、一時は定説として確定的となる。
この二山は大規模な宅地開発がなされる。 その時に石組みの遺構が出てきたが調査不足。

長府方面では、四王司・勝山も長府に近いという立地から、候補地に名前が挙げられる場合もある。

地名由来
「関門」 「長き門」 の門番という意味で、７世紀に築城された長門城と目的は変わらない。
「火の山」 古代に狼煙台があったことからという説もある。
「壇ノ浦」 もともと団ノ浦と書いたが、団とは奈良時代に設置された、防人（さきもり）豊浦団宿営地が由来。

戦国時代には大内、毛利の出城があったとも。さらに幕末には長州藩が壇ノ浦砲台を設置、
海峡を航行する外国船を攻撃する攘夷戦を行った。

朝鮮式山城
自然の山を利用していることや多くの石を積んで石垣を築造しているなどその形態や構成が朝

鮮半島で見られる山城に似ていることから，百済から亡命してきた高官たちの指揮によって築か
れたものとされています。 石垣を築造して守りを固める方法は，古代の山城独特のものでした。
（戦国時代になって，安土城のような石垣を築く城が姿を見せます。）

山城は，城として外敵からの攻撃に備えるための構造をしていますが，城域内では掘立柱建物
跡や水門跡も見られ，食料を蓄えておいて，いざというときに役人や兵士たちが城にたてこもって
戦うことができるようにもなっていました。

長門城 の 歴史背景
７世紀、東アジアに激震が起こった。大陸を統一した唐帝国が、朝鮮半島の新羅と結び三国鼎

立の半島の勢力図を塗り替えようと軍を興したためだ。 新羅よりも強国で飛鳥（奈良）の政権と友
好的だった百済が660年に滅ぼされる。 百済救済と朝鮮半島での権威向上のため進軍するが、
「白村江の戦い」（663年）で大敗。

亡国の遺民は時の天智天皇に百済復興を呼びかけると、天智帝はそれに応え、百済から亡
命した多くの人たちを登用し、唐・新羅連合軍からの領土防衛のためにも、各地に城を築かせた。

現在日本に残っている山城は３０もあり，そのうち２３カ所は確認することができています。

しかし、滋賀県の三尾城（みおのき）などのように，文献に見られても，所在が確定できないものも
あります。

九州では、沿岸部にあった宮宅などの行政・外交施設を内陸に移し、水城・大野城・基肄城が建
設された。後に遠朝廷（とおのみかど）と呼ばれる大宰府政庁の礎ともなる大工事。 ほぼ同じくし
て、九州の隣国長門（現山口県）にも長門城（ながとのき）が築かれた。

（ 日本書紀 に、６６４年 水城、６６５年 長門城 大野城 基肄（きい）城、 ６６７年 高安城 屋
島城 金田城などの山城が築かれたと記載 ）

長門は，今日も 韓国への定期航路があるほど、朝鮮半島とは身近で、奈良の王権も
北九州と併せ、重要な場所として早い時期に国府を置いていた。
むしろ、大和への海路、さらに陸路 を考えると、北九州よりはるかに重要な国防の砦であった。
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「長門城 の 歴史背景 」と その推定位置について 日本人の心に刻まれた国防の象徴 戦艦「長門」

① 下関市長府
大唐櫃（おおかろうと）山（141.1m）・茶臼山説（96.0m）

長門国府に も近い、というのが説の根拠。
長府とは長門国府が縮まった地名。

両山は城下町長府の背後に隆起して、周防灘を見下
ろし、国府の機能を移して篭城するにも有利な立地。

② 関門海峡を望む 火の山説
③ 響灘を望む 鬼ケ城山・竜王山説

より広い戦略性で価値がある。

火の山は、関門両岸に築かれた通称下関要塞群の
一つとしてコンクリートで固められ、 １８９０（明23）年

砲台が築かれた。 第二次世界大戦が終了するまで
は民間人の立ち入りが禁止されていた軍事要塞。

戦艦「長門 」
広島呉海軍工廠、1920年（大正9年）11月25日竣工

旧長門国を由来に持つ大日本帝国海軍の旗艦。
第二次世界大戦まで日本海軍、大艦巨砲主義の象徴。

主砲： 大口径16.1インチ（実口径41cm）、26.5ノット高速戦艦。
世界ビック７として軍事史や軍艦史にも大きな影響

太平洋戦争開戦、連合艦隊旗艦、司令長官 山本五十六大将 座乗、
1941年12月5日山口県岩国湾で「ニイタカヤマノボレ1208」の暗号無電を打電。1942年2月に旗艦「大和」へ。

終戦まで稼動可能な状態で生き残った唯一の日本戦艦。敗戦後は米軍に接収され、原爆実験に供され、

二度の被爆に耐えつつも 沈没。 ビキニ環礁の海に永眠。 逆さ状態の沈没のため、艦橋は折れるが船体残



「 縄文から弥生時代にかけて継承された、神山、神奈備、磐座の信仰は、
それまでの歴史伝承と、編纂の事情により、風土記 や 記紀 で 集約された。
物語の中で、名づけられ体系化された神々は、地域、氏家の系統を表現し、そ

の先祖意識を高める作用と相乗した。 国家統一の過程で、生み出された戦闘神
の誕生も語られた。その神々は鎮魂のため仏とも共存し、やがて権威正当の証に
進化した。」 ～ 奈良時代までの経緯
神道の起源 日本の風土や日本人の生活習慣に基づいて神観念は自然と生じた。
『古事記』や『日本書紀』『風土記』などから神道のあり方や神々の概要が
覗えるが、 その成立ちや体系を認識し参拝されているのでしょうか？

神社の基礎 建築物の神社ではなく、その起源となる神域は、縄文、弥生
時代から古墳時代に築かれたと考えられています。また仏教伝来後、奈良
時代から近世（安土桃山時代・江戸時代）の間に、長い時間をかけ神への
信仰と融和する神仏習合の時代となる。

平安時代から中世には、朝廷が国家の大事を神社に祈願しましたが、伊勢神宮・
賀茂神社・春日大社・松尾神社など２２社に及ぶ。この時代には６８の国があり、
その国の第一位の神社を国司が参拝した。これが一宮と呼ばれた。明治時代、
神仏分離令、廃仏毀釈。太平洋戦争後は、日本国家と神道との繋がりが禁止され今日に
至る。しかしながら神仏霊験、風習は継承されており、一定の理解が必要と考えます。 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

梅宮大社（橘氏氏神）城南宮 平野神社

伊勢神宮

日吉大社

春日大社 松尾大社

大神神社

伏見稲荷大社

熊野大社
高鴨神社

貴船神社
賀茂神社

住吉大社 創建起源 ４００年頃 古事記神話冒頭で登場する神を、さらに記紀の中で祀られるまで記述

国生みの際、やけどで死んだ妻イザナミを救うため、イザナギは黄泉の国にいった。

その穢れを洗い禊だ 時に生れた海神 ツツノヲノ三神が住吉大神。
( 同時に生れたワタツミノ三神は、阿曇連（あづみのむらじ）が、祖とし志賀海神社（しかうみじんじゃ）に祀る 福岡志賀島)

日本書紀によれば、神託を得た神功皇后は、熊襲、隼人など大和朝廷に反抗する部族と、その背後の三韓を征討に向
か った。 このとき、住吉大神の和魂が神功皇后の身辺を守り、荒魂は突風となり、神功皇后の船団を後押し、三韓の軍

を苦しめた。 高句麗 「高太王の碑」からも３９０年頃に史実。
神功皇后は凱旋の折、住吉大神の神託を得て、大神の荒魂を穴門（山口県）に奉斎、また、和魂を大津の

渟中名倉の長峡に鎮めて祀り、本霊である住吉三神 を 摂津の国 大坂 の地に、住吉大社 総本社 を 創建。
遣隋使・遣唐使の航海無事祈願 源氏物語で光源氏が明石からの帰還に住吉詣でする。関屋「澪標」図屏風 宗達

石清水八幡宮 創建 貞観２年 （ ８６０年 ） 宇佐八幡宮から勧請
祭神 中御前：誉田別命 （ほんだわけのみこと） 第15代応神天皇の本名。 西御前：比咩大神 （ひめおおかみ）宗像三女神のこと
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。

南都大安寺の僧行教（空海の弟子）が宇佐神宮にて受けた「われ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との神託により、

翌貞観2年（860年）清和天皇が社殿を建立。 「石清水」の名は、男山に既に鎮座していた石清水山寺（現 摂社・石清水社）による。
皇室・朝廷に、京都の南西の裏鬼門を守護する王城守護の神、王権・水運の神として篤く崇敬され、天皇・上皇・法皇などの行幸啓

は250余を数える。 中世以降は勧請元の宇佐神宮に代わって、伊勢神宮と並び二所宗廟の一つに。
源氏に篤く崇敬され、足利氏・徳川氏・今川氏・武田氏など氏神ため武神・弓矢の神・必勝の神とされた。

源頼義による壺井八幡宮や、頼義・頼朝による鶴岡八幡宮など、当社から勧請された八幡宮が各地に建立された。
創建より、境内の護国寺と一体になる宮寺形式をとった。

石上神宮

該当期間

氏神

護国

①海神

②戦神

③武神

住吉大社

石清水八幡宮

人神様

豊饒

磐座籠神社

出雲大社

三韓征伐

390年頃
369-404

「八幡神」 誕生 から 信仰 拡大

氏家

国家

人

地域

神論

白村江の大敗

663年 記紀・風土記

宇佐八幡宮 社伝 欽明天皇32年（571年?） 社殿創建 和銅年間 (708-715) ～ 現地へ 神亀２年（７２５年）
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、対新羅として祀られた宗像三女神が主説。

・神功皇后 三韓征伐に由来 ・八幡大神 応神天皇に由来
７１３年大隅国設置のときに隼人が反乱。 ７２０年の隼人の乱は 大で、国守を殺した。これに対し大和朝廷は征伐軍

を送り込み、敵対するものを倒す神力を授かれるとして宇佐八幡（宇佐神宮）の神輿が同行。 続日本紀では、文武天皇
養老５年（７２１年）の戦いに同行した宇佐市山本の虚空蔵寺の法蓮が、隼人鎮魂のため放生、法蓮一族に「宇佐君」 を授かる。

日本初の神宮寺、神仏習合創世期として、７３８年 弥勒寺創建となる。
６１０年頃、京都に 小野妹子が三宅八幡宮を勧請創建。 天平勝宝元年（７４９年) 東大寺大仏開眼に向け、託宣し八幡大

神が入京 「続日本紀」。 神護景雲３年（７６９年） 宇佐八幡宮神託事件。

出雲大神宮

愛宕山白雲寺

白村江の大敗

663年

国家意識の芽生え 和風の芽生え

白村江の大敗

663年

三韓征伐

390年頃
369-404

鶴岡八幡宮壺井八幡宮宇佐八幡宮

隼人の乱

720年

「長門 の 時代 」と「 神々の発祥と体系 」・・・ 八幡宮の発祥・系譜を主に

長門城
天智天皇４年

665年 築



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?）

社殿創建 ７２５年
(神亀２年)

記紀成立
神武
東征

倭建命

高鴨神社

石上神宮

伊勢神宮

春日大社

出雲大社

籠神社

出雲大神宮
（ 現 亀岡市 ）

愛宕山白雲寺
天応元年（781）年

愛宕権現
本尊 勝軍地蔵

権現 イザナミ
本地仏 地蔵菩薩

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）

大神神社
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
（ 現 亀岡市 ）

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

白村江の大敗

663年

長門城
天智天皇４年

665年 築

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

鉄生産

600年

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

五斗長垣内遺跡
（ ごっさ かいと いせき ）

下鴨神社に祀られる国津神

伝承の中の人々の祖は、記紀では 神々、皇統として描かれた。
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。

天照大御神と降臨したその孫ニギハヤヒは、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、素朴な神々だけ
が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 相似関係。

明治、勝軍地蔵は棄釈無, 天台宗金蔵寺に移管

出雲系

渤海 698年 – 926年

コラム 「 長 」 長門城までの 長い記紀・風土記の世界 ・・・「 神々の長い旅路 と別れ」

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。

弥生期 大・ 期の鉄生産 淡路

出雲系氏神

国神（海神～武神）

三韓征伐
390年頃

箸墓古墳

250年頃

262
～293

賀茂神社
国津神から天津神へ
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