
人日  （1月7日）  
日本 正月の若菜摘みや、七草粥で健康を願う風習 
中国 人を占う、昇進を願う行事 
 古代中国の年中行事を記した 『荊楚歳時記』＊ 
（けいそさいじき）に人を占う日として人日とよび、 
七種菜の羹（あつもの）を食し、無病を願う行事とされる。 
＊中国、六朝時代の荊楚（現在の湖北・ 湖南省）地方の年中行事 

や風俗を記録。梁(りょう)の宗懍(そうりん)の撰。６世紀半ば成立。 
  

上巳  （3月3日）  
3月はじめの巳の日、重三、桃の節句、雛の節供と 
も呼ばれ、その起源は、身のけがれや不浄をはらう 
行事である。  
日本 古代からの「禊祓」思想 
    水辺で人形にケガレを移して流す 厄をはらう風習 
    蛤を飾る、春磯遊びの風習 
中国 水辺で体を清め、宴会、災厄を祓う行事 

「曲水の宴」は、この風習から派生、流水に酒盃を浮かべて歌を詠む朝廷 
節会  雛を川に流す、いわゆる流し雛の姿が雛祭りの原型。 
 
 
 

端午  （5月5日）  
月のはじめ（端）の午の日の意味で重五、菖蒲の節句、男の子の節句とも
よばれる。 

日本 田植への備え、豊穣を祈願。 季節の変り目、疲れ・変調防止 
中国 古俗では5月は物忌みの月とされ、 「悪月」として忌まれ禁も多く、
採薬行事、蘭湯、五綵（五色の意）の糸をひじにかけて魔よけとし疫病を払
い、頭に挿したり、菖蒲や蓬を飾り邪気をはらうなど災厄をはらう行事 
 奈良時代にわが国に入り、陰暦五月が田植えに伴う禁欲期と物忌み月
であった習俗に加わって、朝廷において農耕予祝儀礼の端午の節会とし
て採用された。 
 

七夕  （7月7日）  
日本 古来の棚機津女（水辺で機を織り神の降臨を待つ） 
         の信仰と習合し、水辺で神を迎え人々のけがれを託し 
         て持ち去ってもらうもの。 
中国 牽牛星と織女星の星合の伝説と、技芸の巧みさを 
    乞い願う、乞巧奠（きこうでん）の行事が輸入された。 
  

重陽  （9月9日） 

中国では、陽数の九が重なる最大数のめでたい日。この日は陽が極まっ
て陰を生ずる不吉な日とされ忌み嫌う厄除けの行事が行われた。中国の
古俗では、野外に出て飲食をし、登高といって山や丘に登るなどの風習が
ある。また災厄を避ける伝説には、赤い袋に茱萸を詰めひじにかけて山に
のぼり、菊酒を飲めば災いを免れた。菊酒には、菊のしずくを飲んで700歳
の老翁でありながら児童の姿（菊慈童）を保つという伝説で、その芳香と気
品が邪気をはらい寿命を延べる、不老不死の薬と考えられていた。 
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  「節供」は、日本、京都の歴史において、どの様に成立し、変化・継承したか？ その過程から、どの様な文化的特性を見いだせるのか？ そこから日本文化の源流  との 関係 を探りました。 
「節供」行事成立に見出された、中国文化との 「和合」と「創造」 そして「現世利益」の思想  節供は、主に日本の風習と中国の行事との融合「和合」、そして実生活での成就を願った。 
 以下、農林水産省 「行事と食文化」 他より 引用・編集 要点をまとめた。  そこでは、これら、中国行事の 伝来は 奈良から平安時代とされる。 
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平安時代には七草粥は公式行事に入らないが、室町時代から江戸時代にかけて、七種類の若菜を粥に入れて食べ
る七草粥の風習が形を整え五節句の一つに加えられた。 

平安時代当時は羹（あつもの）、室町時代から粥になる。七草とは、芹・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すず
な・すずしろの七種のことで、新年にあたり野草を食べるとその強い生命力にあやかり長生きができるとされた。 

宮中では水無瀬神宮より七種の菜を献ずるしきたりがあり、民間では「唐土の鳥が日本へ渡らぬさきに七種なずな」と
いう七草囃子をうたいながら七草をきざむ習いがあった。これは年頭にあたり農作物の敵である鳥を追う祈りでもある。
七日正月に七草粥を食することは、元旦から続く正月行事が終わる直会の日であり、餅に疲れたお腹を休めるための
理にかなった行事である。 
 

室町時代 人形遊びやお供えのよもぎ餅、菱餅で祝い、雛祭りの原型となる。桃は魔をはらう神聖な木とされ、よもぎ 
       もその香りが邪気をはらうという、いずれも強い生命力を象徴するものとされた。 蛤や行器（食べ物を運 
       ぶ足つきの曲物の道具）を飾るのは、春磯遊びの風習が雛祭りに結びつき、雛道具の一つとして飾るよう 
       になったもので、3月3日に海や山へ重箱を持参して遊びに行き神に供物をささげ共飲共食をする儀礼が変 
       化したもののあらわれでもある。  安土桃山時代には、貴族から武家へ、 
江戸時代 室町時代発祥の可愛らしい人形道具で遊ぶ「ひひな遊び」とも結合し女性の成長を祈る女の子の節供とし 
       て雛人形を飾る。人形も将軍家へ献上するため一対「夫婦和合」となり、美しい雛がつくられ調度品も増え    
       元禄時代より段飾りがつくられ、雛道具技術の最盛期を迎えた。民間の行事として、より盛んになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

端午の節供には、菖蒲葺、菖蒲酒、薬玉、競馬、騎射（のちに流鏑馬）等々のさまざまの行事がみられる。菖蒲や薬玉
には強い香があり、この香の力に疫病を駆除する呪力があり、菖蒲には害虫や伝染病からの解毒作用も期待された。 
平安時代、宮中で行われた騎射行事は現在の流鏑馬やぶさめ となり、民間では菖蒲に「尚武」の精神を通わせ 
       男の節句、行事となる。 
江戸時代 武家から町屋まで五色の幡をたて人形を飾り、座敷のぼりや鯉幟もたて、悪いものを除去し強い男の子に 
       なることの願いをこめられたものとして現在の飾りとなる。 

端午の節供の食べ物には、粽、柏餅がある。粽は中国の古事によるもので邪気をはらうものとされ、柏餅は、新芽が
出るまで親の葉が枯れ落ちないことから代々継承を約束するご馳走として用いられた。  
 

平安時代に習合された七夕の行事には、民間からとりいれた神の依代としての笹竹を宮中で飾り、願いごとを書いた
短冊がかけられた。また梶の葉に和歌を書き、筆跡の上達を願ってその葉でそうめんを包み屋根の上へなげたり、茄
子やキュウリなどの供物をささげ神の来臨を待ち川に流す水辺の行事も行われた。七夕の食べ物には小麦粉を練っ
て紐状とし、これを油で揚げた索餅という唐菓子があり、これを食べると疫病を免れるとされ、素麺の原型といわれて
いる。 室町時代には七遊（歌、鞠、碁、花、貝覆、楊弓、香）など娯楽的要素が多くなり、江戸時代に民間行事をとりい
れ、手習いの普及や農作物の平穏無事を祈る悪霊や穢れの駆逐のための行事へと変化していった。 
 

わが国では、平安期に宮廷行事として採用され、紫宸殿にて宴を賜り、茱萸袋を掛け、菊瓶を置いて悪気をはらう重
陽節として盛んに行われた。菊にはきせ綿をし、菊の露が寿命を延ばし若返る象徴としてきせ綿を、一夜、夜露を含ま
せ、その菊の露のついた綿で身をぬぐい不老長寿を願うのである。民間では栗飯を食べるので栗節句とも呼ばれる。 
 
明治時代になると祝祭日からもはずされ忘れられていくが、「おくにち（お九日）」などとよばれ、氏神の秋祭りとして 
この日、収穫祭が行われるようになる。  
 
ここでは、日本の風習との習合や、また行事の定着がみられない。 稲作で重要な、収穫への時期であるからか？ 

参考『三国志魏書』倭人伝  「其死、有棺無槨、封土作家。始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌

舞飲酒。已葬、舉家詣水中澡浴、以如練沐。」 
 死ねば、棺（かんおけ）はあるが槨（かく＝墓室）はなく、土で密封して塚を作る。死去から十余日で喪は終わるが、服喪の時
は肉を食べず、喪主は哭泣し、他の人々は歌舞や飲酒をする。葬儀が終われば、家人は皆が水中で水浴び （禊 だと思うが、
原文の入浴に従った）をする。練沐（練り絹を着ての沐浴）のようである。 



  日本文化の特性として、渡来文化との融合があり、そこから独自の発展開発を成してきた。 そのことは、今日も、「モノづくり日本」という言葉に表現されている。  
その源流はいつか？どこか？  いわゆる平安時代の国風文化で開化する以前に、その源流はあった。 ご専門諸先生の研究を元に、神話、古文書、考古資料、 
古代神社を、大局精査し、新たに確証した考えをお伝えします。  このことは、我が国、民族の本質発生の起源を知ることになり、これからの日本のあり方、 
我々日本人の生き方を考えることにも繋がると考えます。 
 

    また、その「文化源流」から誕生し、平安時代以降の歴史大河に輝く、「伝説的な山岳寺院」を いくつかご紹介します。 そこには、１２００年以上の歴史と、 
   貴重な観音菩薩像などの文化財が、今日まで伝えられており、これからの京都の歴史にとっても、大切な財産です。 （ 本件は別途ご紹介 ） 
 

 
  「和合」と「創造」、これは、その後の日本文化の特性として、渡来の仏教、工芸、絵画、技術、産業などの分野で継承されていく。 その流れは、「神話」に語られる  
時代に起源した。その証となる「神々習合」「氏族和合」を経て、「神仏習合」がある、と考えます。 また、山からの「水」、そして「太陽」を崇めた「自然と豊穣への信仰」、  
「循環と現利思想」は、こののち仏教でも  「山川草木悉皆成仏」「浄土信仰」「観音信仰」へと受け継がれる。 時代背景、古文書、考古資料、古代神社の祭神、所在地 
などや、記紀を検証し、その根拠を明らかにします。 和辻、家永、林屋、森、村井諸先生情報に追論 
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 【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崇拝勢力 光と太陽信仰の表現  
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 

         銅鏡崇拝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。 
・・ （大国主の姫を娶った）物部氏祖が天孫へ服従。 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 ・・・ 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。 
  寿命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。  

   名神大社体系  出雲系豪族姫の皇統嫁ぎ より 
 

 信仰の発祥、氏族の関係を元に、「名神大社」を時系列に体系した。 
「名神大社」は、７１２年古事記、７２０年日本書紀撰上の後、７３０年渤海の貢物奉納が初見。 
律令下、神々の中で、特に古来より霊験が著しいとされる神を祀る社。 体系してみると、天津神 神
武系に比し、国津神、氏神が圧倒していることが判る。 （征服者の代表である神武天皇を祀る主神
社「橿原神宮」は明治の創建）。 なぜでしょうか？   
そのことは 物語より真実を伝えている と考えます。 息長帯姫命（神功皇后）と応神天皇に代表さ
れる様に、国譲りした側の「出雲系」息長・吉備・丹波・葛城氏たちの姫が皇統に嫁ぎ、その母系が、
代を重ねて復権、和合した結果です。 神話では、「天照御大神」母系が主役でしたが、史実は逆の
形、つまり「出雲系の姫たちの皇統への嫁ぎ」で統合された。 そして、藤原氏は、その和合の歴史
に学び、母系政策を進めた。そのために必要な家柄として、 自らの祖神を創造、古来からの神と関
連し記紀に登場させて、祀ったのです。 当時の祖神、家系への価値観の高さが伺われます。 
 

  その後、名神大社の多くは「一の宮」となり、延長5年（927年） 「延喜式神名帳」成立後、国司が
就任儀礼として参拝、そのことは「富士山本宮浅間大社」や「氣比神宮」が初見である。 
格式は今もこの日本で継承されている。 
（  「名神大社」の体系表、 「出雲系」豪族姫の皇統嫁ぎ」は、 別途紹介） 

    神話分別 より 
 

    国史編纂の原点は、応神期の「国史」設置で得られた、地方史の収集である。 
推古天皇、聖徳太子時代には、「天皇記」他により、その時代までの勢力を語る大筋の物語が集約さ
れたが、蘇我馬子の子、蝦夷の家と共に焼失したとされる。 しかし、記紀成立の７００年代から５００
年前の紛争や家系が、全く白紙から描けるであろうか。  事前調査のために６９１年、氏族の祖を申
告させているが、風土記編纂命は、古事記撰上以降であり、壮大な歴史を辿れる手がかりが中臣氏
らにより残存されたと考える。 その手掛かりを探すと、『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。 中大兄皇子から中臣鎌足、不比等に渡った可能性が
覗える。 記紀編纂当時、大伴氏、息長氏、物部氏も、存続しており、特に「日本書記」は信憑性を問
われた。 そのため、過去からの歴史を伝える「国記」を元に、当時の勢力、作者の意図が加えられ
た、と考えます。 
  「神武東征」と重複する「国譲り」は藤原氏祖の武御雷、「天孫降臨」は当時の「女帝と孫皇太子」
や中臣氏祖「天児屋命」を演出。 本来の歴史を基礎に、中臣・藤原氏の祖神、生い立ちを構築する
必要があったのです。 この見解は、近年の専門家の主論となりつつあります。 さらに論を進め 
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。 これは単なる神話の美談であろうか？ その疑問は次に、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。 
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「 古事記 原文 」  変体漢文  岩波古典文学大系本（訂正 古訓古事記）  近代デジタルライブラリー  国宝「真福寺本」照合済 
「伊邪那岐命  と伊邪那美命」 
（前略）既生國竟、更生神。故、生神名、大事忍男神。次生石土毘古神、訓石云伊波、亦毘古二字以音。下效此也。次生石巢比賣神、次生大戸日別神、次生天之吹上男神、次生大屋毘古神、次生風木津別之忍男
神、訓風云加邪、訓木以音。次生海神、名大綿津見神、次生水戸神、名速秋津日子神、次妹速秋津比賣神。自大事忍男神至秋津比賣神、幷十神。  
此速秋津日子、速秋津比賣二神、因河海持別而、生神名、沫那藝神、那藝二字以音。下效此。次沫那美神、那美二字以音。下效此。次頰那藝神、次頰那美神、次天之水分神、訓分云久麻理。下效此。次國之水分
神、次天之久比奢母智神、自久以下五字以音。下效此。次國之久比奢母智神。自沫那藝神至國之久比奢母智神、幷八神。  
次生風神、名志那都比古神、此神名以音。次生木神、名久久能智神、此神名以音。次生山神、名大山上津見神、次生野神、名鹿屋野比賣神。亦名謂野椎神。自志那都比古神至野椎、幷四神。 
（中略） 
於是詔之、上瀬者瀬速、下瀬者瀬弱而、初於中瀬墮迦豆伎而滌時、所成坐神名、八十禍津日神。訓禍云摩賀。下效此。次大禍津日神。此二神者、所到其穢繁國之時、因汚垢而所成神之者也。次爲直其禍而所成
神名、神直毘神。毘字以音。下效此。次大直毘神。次伊豆能賣神幷三神也。伊以下四字以音。次於水底滌時、所成神名、底津綿上津見神。次底筒之男命。於中滌時、所成神名、中津綿上津見神。次中筒之男命。
於水上滌時、所成神名、上津綿上津見神。訓上云宇閇。次上筒之男命。此三柱綿津見神者、阿曇連等之祖神以伊都久神也。伊以下三字以音。下效此。故、阿曇連等者、其綿津見神之子、宇都志日金拆命之子孫
也。宇都志三字以音。其底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命三柱神者、墨江之三前大神也。於是洗左御目時、所成神名、天照大御神。次洗右御目時、所成神名、月讀命。次洗御鼻時、所成神名、建速須佐之男
命。須佐二字以音。 
（中略）故、伊邪那岐大御神、詔速須佐之男命、何由以、汝不治所事依之國而、哭伊佐知流。爾答白、僕者欲罷妣國根之堅洲國。故哭。爾伊邪那岐大御神大忿怒詔、然者汝不可住此國、乃神夜良比爾夜良比賜也。
自夜以下七字以音。故、其伊邪那岐大神者、坐淡海之多賀也。 
 

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

（中略）故、其櫛名田比賣以、久美度邇起而、所生神名、謂八嶋士奴美神。自士下三字以音。下效此。又娶大山津見神之女、名神大市比賣、生子、大年神。次 宇迦之御魂神。 
（中略）天之冬衣神。此神、娶刺國大上神之女、名刺國若比賣、生子、大國主神。亦名謂大穴牟遲神、牟遲二字以音。亦名謂葦原色許男神、色許二字以音。亦名謂八千矛神、亦名謂宇都志國玉神、宇都志三字以
音。幷有五名。 
 

「崇神天皇」 
卽以意富多多泥古命、爲神主而、於御諸山拜祭意富美和之大神前、又仰伊迦賀色許男命、作天之八十毘羅訶、此三字以音也。 
 

「景行天皇」 
大帶日子淤斯呂和氣天皇、坐纒向之日代宮、治天下也。此天皇、娶吉備臣等之祖、若建吉備津日子之女、名針間之伊那毘能大郎女、生御子、櫛角別王。次大碓命。次小碓命。亦名倭男具那命。 

               
 古事記には、その当時の日本人の「自然」への価値観が描かれている。 それは、奈良から平安、そして安土桃山から江戸時代へと、表現を多様し継承される。 
『日本書紀』、『風土記』、『万葉集』 などの韻文「上代歌謡」、「和歌」の世界で、季節、植物、風景は、歌の舞台や比喩となった。  
飛鳥・奈良時代の衣装から始まる「彩」と呼ばれる「色彩」では、空の移ろいを表現した。 平安時代の「大和絵」では、「平等院鳳凰堂壁扉画」、東寺伝来「山水 
屏風」、「鳥獣人物戯画」など、樹木や動物など 自然への憧憬が描かれた。 「源氏物語」で語られた四季花鳥は、「絵巻」で再現され、「雅」な色彩となり、やがて 
安土桃山時代の襖絵で、金、墨と和合し、「絢」として絢爛する。 作庭やその鑑賞は、平安王朝の別業や浄土寺院、桃山では武家・茶室前庭、江戸初期には 
貴族や大名の大規模庭園にまで発展。 現代でも、社寺、遊興施設、住宅と一体となり、その価値を高めている。 
 

 その古事記の中で、「自然」は、どの様に尊厳され、その信仰は、いつ発生した と語られているだろうか？ その時代特定と併せて、以下に検証したい。 
古事記が完成したのは、奈良時代、和銅5年７１２年 元明天皇の時代である。 その時から遡り、時代特定の手掛かりはどこに語られているだろうか？ たとえば、長い物語でも最初の部分となる、
「伊邪那岐命と伊邪那美命」の物語で登場する地名、神社所在地。それは、現代に伝わる「墨江」（大阪の住吉大社の地）、「淡海之多賀」（滋賀の多賀大社の地）である。 しかしながら、物語はまだ
「天照大御神、月讀命、須佐之男命」が誕生したばかりで、神話の最中である。信仰起源としては、大変興味深い記述であるが、神社創建のことではないため、時代特定には利用できない。 その後、
「天の岩屋戸」「天孫降臨」として 神々の誕生期が終わり、「神武東征」を経て、ようやく「垂仁天皇」、「景行天皇」時代の纒向之日代宮が登場する。これは、考古学上「纒向遺跡」と照合できる、 物語
で（実在の是非が問われる天皇陵以外）初めて登場する手掛かりである。 調査結果で、弥生時代から古墳時代への転換期、２００年から３５０年に時代推定、そこからは、古事記にも登場する古代
祭祀の供物 桃の実や、大集落遺跡・建築物・西日本から関東の外来土器が発掘され、また日本史上初の前方後円墳を含むことから、この推定が学会の主論とされる。 つまり、古事記に戻ると、
「景行天皇」前後数代の時期が、弥生時代末期から初期古墳時代と結論できる。 ２５０年頃と推定されている「箸墓古墳」倭迹迹日百襲姫命（宮内庁治定）は、立地、時代とも近隣である。 
 

 以上、念の為、古代史と古事記を同期させた。したがって、古事記に登場する神々は、その「纏向遺跡」以前、縄文から弥生時代にかけ誕生したことになる。すなわち人々が狩猟、稲作で生活して
いた時代である。その神々の内、具体的に役割・由来が記載されているのは、以下掲載の「古事記原文」下線部分である。そこでは、海神、水戸（河口）神、風神、木神、山神、野神が誕生する、この
あと誕生する神々も考慮すると、特に 海（水）、山の関係の神々が多い。 つまり、アマテラスやスサノオ、オオクニヌシが誕生する前に、彼らより重要な神々として誕生させたことに高い価値観、信仰
が伺える。 さらに、彼らやその子孫は 海神・山神の姫たちを妻とする。 天孫降臨する邇邇藝命の妻は、山神大山上津見神の娘「木花之佐久夜毘売（コノハナノサクヤビメ）」、また、神武天皇の母も
海神大綿津見神の娘「玉依毘売命（タマヨリビメ）」である。 通観すると、自然神から人神への神概念、信仰の遷移が浮き彫りとなる。 そして、またここでも母系による「和合」があることに注目したい。 
 

 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」の対象である。そこに魂を感じ、木、草、山、川、岩、嵐、雷などを対象
に「自然信仰」が発生した。 その価値観が 古事記で神々の有り様に描かれているのである。  「神山」、「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。 
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自然共生 

循環思想 現利思想  和合思想 

合理・現実主義的  受容 
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マナイズム  見えない チカラ   
植物・動物   花鳥風月 

生命源泉 
自然 恩恵・災害 
天候・天災 
 

現世利益思想 

アニミズム 
（精霊崇拝） 

柱文化 鳥居 

山岳信仰 土偶埋葬 
 環状石木柱列  

            

大陸寺院 
様式の伝来 

伽藍配置  塔主体  から  金堂へ（礼拝重視）    講堂の大型化（修業重視）  
          飛鳥寺     法隆寺 四天王寺     のちの東寺 

神明造   伊勢神宮 

伽藍配置 山岳寺院の地勢適応 
    延暦寺 神護寺 金剛峰寺 

日吉大社   山王鳥居 
密教仏の世界 両部曼荼羅 

東大寺  の 手向山八幡宮 

興福寺  と  春日大社  

神宮寺  
宇佐八幡宮 気比神社  
伊勢神宮 

神仏習合 建築 

権現造 北野天満宮 八幡造 石清水八幡宮 

流造       賀茂社 

寝殿造 浄土庭園 阿弥陀堂建築 

和様    密教本堂 
蔀戸（しとみど）など寝殿造 
が原型  内陣外陣 併設 
大報恩寺本堂 １２２７年 

大仏様 
東大寺 大仏殿 南大門  再建 

禅様寺院 
廣福禅寺 （ 現 善福院 ） 

折衷様     和・大仏・禅宗様の混交  観心寺金堂 

武家造  上段の間 と  四つ間取り（座敷） 

書院造 武家造を原型に書院の間を配する 
 引戸の進化 格子戸・遣戸 襖・障子 草庵  茶室 天守閣の成立 安土城  

塔の様式 
 数奇屋造  茶室を伴う、書院との融合 

商店 瓦葺・土蔵造 

大名屋敷 様式習合の多様拡大 

神々習合 

搭  重視 
 

東寺 西寺 
醍醐寺 
法勝寺 
・・・ 
相国寺 

 

禅宗  庭園 

様式習合 寺院建築 

武家・書院・茶室  
文化人習合建築 

大社造   出雲大社 

  節理（せつり、英: joint ）とは、岩体に発達した規則性のある割れ目の
うち、両側にずれの見られないものをいう。 
  マグマ等が冷却固結する際や、地殻変動の際に生じる。  
なお、割れ目の両側にずれが見られる場合は断層になる。 

  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、源流を辿ることは、日本国家や我々自身の自
己認識と、「何が重要か」を知る 手掛かり となるはずである。 
 

  あらためて日本の思想文化史を通観すると、文化の循環
に基本法則があることに気づく。 また、その繰返作用により、
進化 と 主体の拡大 を遂げてきたと考えます。 
  その法則とは？ 縄文から弥生時代 の 自然を背景とした
文化的特性、つまり「和合」と「創造」 そして「現世利益」を 軸 
とし、「混乱、文化の渡来、そして和合と創造」の並びとなる 循
環 が繰り返れてきたと考えます。   
  基本法則 と そこから発生した 特徴的事例 を纏めた。 
根拠となる 日本文化・思想史の分析、体系と、循環の検証 は
別途作成済で、その内、今回は「建築」をサンプル提示する。 
 
 

  ではなぜ、この様な文化的特性と循環が発祥したか？  
この国の地理的環境にその理由があると考えます。 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
あることと考えます。 世界の大半の国々とは違う環境である。 
 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
性格、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形成され、そこに暮らす人々の歴史
文化として顕在化するものと考えます。 
  なぜこのような仮説提起が必要か？ 近年のネットワーク
社会、東アジア和平において、その環境は変化している。 日
本の現状、将来を考える場合にも、さらに検証しておく事柄と
考えます。   

宋  

大仏様 
禅宗様 
の渡来 

神社  寺院的構造   本殿拝殿の連結 

禅宗様 三門 
東福寺 １４２５年 
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町家 土間 かまど 火の神  
      台所 神棚    氏神 
      座敷 床の間 仏壇  先祖 
      数奇 小座敷 露地  自然 


