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記・紀の似ている話と兄弟 

 

ヤマトトトヒモモソヒメに大物主の夜這いとセヤダタラ姫に大物主

の塗り矢。 

イクタマヨリビメと三輪の神の夜這い。 

国譲り説話と出雲の神宝召し上げ。 

スセリ姫のヒレと邇芸速日の神宝。   

天若日子と邇芸速日のプロフィール。 
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大国主の妻問いと秋山之下氷壮夫兄弟の嫁取り。 

浦島子の竜宮城と山幸彦のワダツミの神殿。 

案内人としての椎根津彦と猿田彦。 

長門からツヌガアラヒト（ソナカシチ）の来航と天日槍来航。  

童女神来日、難波に祀られアラヒト追ってくる。 

天日槍も船で播磨へ来て近江～若狭～難波に入れず但馬へ。  

賤女が赤玉を産む、妻が来日難波に祀られ、追ってきた。 

 神武天皇の東征と応神天皇の大和入り。 

倭健の遠征と景行天皇の親征。 

邇邇芸命と垂仁 嫁姉妹の一人を返す。 

須佐之男と本牟智和気 八束髭伸びても泣いている。 

阿遅志貴高日子根（風土記）と本牟智和気共に喋れない。 

品陀和気（応神）と気比大神の名前交換と、オオサザキと木菟宿祢の

名前交換（紀）。 

 

ざっと見ても以上のように、記・紀には類似のエピソードが多く、一

つの伝説・説話から二つの物語が創作されているとも言えようか。 

全部ではないが、善と悪あるいは敵味方に分かれる兄弟。 

アマテラス  スサノヲ 

エウカシ   オトウカシ 

ナガスネヒコ ニギハヤヒ（義理）  

イズモフルネ イイイリネ 

イチフカヤ  イチカヤ 

 

善悪ではないが、明と暗に別れる兄弟。 

ヤマサチヒコ ウミサチヒコ 

アソツヒコ アソツヒメ 

エシキ オトカシキ 

カムヤマトイワレビコ イツセノミコト 

カムヤイミミ タケヌナカワミミ  

オオウスノミコト オウスノミコト 

アキヤマノシタヒオトコ ハルヤマノカスミオトコ 
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その他  

サホビコ サホビメ クマソタケルエ クマソタケルオト  

エヒナモリ オトヒナモリ 

また女性は多くの場合、兄媛弟媛という形で語られる。 

 

記にはこのように多くの兄弟がセットの如く登場する。その兄弟の多

くは敵味方となり、或いは明と暗に別れる物語構成になっているのが特

徴的である。そして兄は悪役か気の弱い人物として描かれ、弟が功績を

作り成功していくパターンである。 

記の編纂にあたっては、死と再生の美学があったように見える。 

生れた蛭子は葦舟に乗せて流され、大国主は何度も死ぬがそのたびに

生き返っている。伊邪那美も死んで黄泉の大神として甦っており、大気

都比売は死んでその体から穀物を出す。 

アマテラスも 天の石屋戸で一度は死んだかの如くに表現されている。 

神武東征にあたっては五瀬命の死が劇的に描かれ、倭健の項では弟橘

比売が身をささげ、倭健自身の陵からは白鳥が飛び立っている。 

 

アマテラスは海
あま

照らす神 

 

アマテラスなる伝説の女性は実在したかもしれないが、紀にアマテラ

スの墓の記載はなく、いつの間にかその名前はフェイドアウトするよう

に史書から消え失せている。アマテラスにはこれといった功績がなかっ

た。大事な時に予言を当てたとか、飢饉から人々を救ったとか、そうし

た伝承がなかったから史書に書きたくてもかけなかった。 

伝えられているアマテラスの行動は、機屋において機織り女と一緒に

神衣を織っていた、須佐之男と誓約をした、岩屋にこもった事くらいで

ある。 

アマテラスは文字通り日神を祀る巫女であった。太陽は農耕生活を営

む弥生人にとって、なくてはならない自然神だった。また海によって生

活を立てていた海部族にとっても、太陽は欠く事のできない大自然であ

った。 

記紀の成立から、数十年後に完成したと言われる万葉集にも大日女尊

の説話らしきものが記されている。柿本人麿の作という次の歌である。 
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「天地の初めの時ひさかたの天の河原に、八百万千万神の神集い集い

坐して、神分ち分かちし時に天照す日女の命、天をば知らしめすと葦原

の瑞穂の国を天地の寄り合い―中略―神の命と天雲の八重かき別けて神

下し―中略－天の原、石門を開き神あがり―後略」 

人麿は宮廷人であったし、この歌の土台・下敷きには記紀があったと

思われるが、アマテラスを「日女の命」と書いており、史書とは少し違

ったニュアンスの伝承が窺われる。他にも神々を地上に下し、それぞれ

の土地を治めたとしている点は注意する必要があろう。 

天
あま

照
てら

す神として先に祀られていたのは 邇芸速日であったと推考できる。

紀では神武より先に邇芸速日が天下ったとあり、邇芸速日の信仰が先だ

った事が窺われる。 

上田正昭氏は、伊勢大神が皇祖神化したのは天武・持統朝からであっ

た、と述べている。 

海部氏の祖とされる邇芸速日は「天照国照彦」の名を冠せられている。

原初の弥生人は太陽を拝み、その依り代としての鏡を崇拝するようにな

ったのではあるまいか。今でも道祖神の隣などに、「地神」と刻印されて

祀られている卵型の石を見かける事がある。 

 

天神の依り代を鏡に、地神の依り代を石に見たてたのであろうか。 

後世に女帝が次々と誕生するようになってから、女性を重視する必要

が生じ日神を祀る聖なる巫女が、アマテラスと見做され信仰の対象に変

貌したと考えられる。 

朝廷の権威向上の為に、具体的な人格神の創造が必要とされたかもし

れない。その為に、神秘的な巫女にアマテラスのイメージが投影された

のではなかろうか。後世の日神信仰から比喩的に日神になぞらえたのだ

ろう。 

神武の系統が主流となり、邇芸速日系は傍流となり新たな始祖神・ア

マテラスが造りだされたのだろう。 

記・紀にはイザナギとイザナミの墓は記されているが、アマテラスの

墓については記載がない。この点は宮内庁発行の陵墓要覧も同様である。

新しい世代となったその子供・アマテラスの墓はどこにあるのか不明と

いう次第である。 
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記・紀の編纂にあたって、皇祖として位置付けられたアマテラスの墓

を記録に残しておきたかったに違いないが、それが出来なかった。伊邪

那岐、須佐之男、大国主などの、伝承が記されている「風土記」にもア

マテラスの名前や伝承は載っていない。この事は何処を調査してもそれ

らしい伝承や記録がなかった。もっともらしい説話の作成も出来なかっ

たという結論に至る。したがってアマテラスなる女性は皇祖神でもない。 

 

アマテラスは崇神によって初めて祀られた。紀には神武が、「わが皇祖

の霊が・・・助けて下さった・・・天神を祀って太孝を申し上げたい」

として鳥見山に高御産巣日を祀った事が記されている。 

ここにはアマテラスの名前がなく、縁遠い関係であった様子が窺われ

る。 

このアマテラスが宮中から出された時に一緒に出されたのが倭大国玉

神である。この神は一般に大国主と見られているが、異説もありまだ定

説化していないようだ。 

しかし、その聖なる名前や周囲の状況から大国主以外の神は見当たら

ない。紀の垂仁条にも次のような文章があり傍証の一つとなる。 

「最初はじまりの時に約束して『天照大神はすべての天原を治めよう。

代々の天皇は葦原中国の諸神を治め、私には自ずから地主の神を治める

ように』という事であった」 

これは天照大神を渡会に移した時に、倭大国玉神が人に乗り移って述

べた言葉である。「地主の神」とは大和の元々の住民や豪族を指している

ようだ。この託宣は国譲りの時の約束を守ってくれという事であろう。 

（伊勢）神宮の創建も、天武天皇が遥拝したとされる時期をそう遡ら

ないであろう。伊勢神宮を参拝した天皇は極端に少なく、推古天皇以前

に参拝した天皇はいないようだ。記においてもアマテラスの祭祀につい

ての記事を見出す事は出来ない。皇祖神がいるとしたら高御産巣日とい

う事になろう。 

 

紀では国譲りや天下りで命令を下しているのは、アマテラスではなく

全て高御産巣日である。したがって大和朝廷では、高天原の主権者は高

御産巣日であったと断定し、その構成の基で紀を述作している。この為、

紀では高御産巣日を邇邇芸の外祖父として系譜をつなぎ、皇祖とも記し



74  

ている。 

記では高御産巣日は独神として現れ消えていく。しかし天の安河の段

で再び登場し、思金の父と記される。記でいうところを見ると、同神は

天之御中主と同時期に現れたとしておりアマテラスよりはかなり前の世

代と見られる。 

だが高御産巣日を祀っていたのは葛城族であった。 

氏族が神を祀る場合、多くは自分たちの祖先神である。高御産巣日は

後に生産の神として位置付けられた部分があるが、一般的な見方をすれ

ば自然神でなければ祖先神であろう。山城国風土記逸文には「天照高弥

弁須比」なる微妙な神名が登場している。 

 

卑弥呼はアマテラス？ 

 

最近の古代史研究の論調を見ていると、卑弥呼はアマテラス説が多い

ようで、これが有力なものになりつつあるように感じる。 

卑弥呼＝アマテラスの根拠は 

 ○同時代である。 

 ○家族や宗教などの状況が似通っている。 

 以上の二点が、主な理由となっている。確かに古事記・日本書紀の

記述からはアマテラスの時代は弥生後期が色濃く漂っている。魏志倭人

伝に伝えられる卑弥呼も弥生時代後期の人物である。 

確かにその背景が似通っている事も認められる。だがそんなに安易に

比定してしまって良いのだろうか。日本書紀の編纂者たちは当然ながら

倭人伝を読んでいた。 

にも、関わらず正史たる日本書紀は、倭人伝に出てくる卑弥呼は神宮

皇后ではないかと示唆・提示している。 

そして卑弥呼と、アマテラスや邪馬台国との関わりには全く触れてい

ない。 

日本書紀の編纂者たちは、当代一流の大学者を集めて構成された筈で

ある。 

大量の文献や史料を収集して、日本史を編纂するとなれば、中国の正

史に記されている邪馬台国と卑弥呼についても、充分な考証と検討が行

われたであろうことは想像に難くない。 
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その上で卑弥呼なる女性を、神宮皇后になぞらえる事しかできなかっ

た。 

とどのつまり、大和朝廷（日本）には卑弥呼の伝承や史料が残ってい

なかったという結論が導かれる。 

そうでないとしたら、卑弥呼を正史の中から抹殺したかったのかもし

れない。 

いずれにしても卑弥呼は、大和朝廷や天皇家には関わりのない人物で

あった。 

現在ではアマテラスは皇室の祖先神とされているが、そもそも実在の

人物であったのだろうか。 

 

出雲風土記には須佐之男は頻繁に出てくるものの、アマテラスについ

ての記述は見られない。古事記で出雲の比婆山に、葬られたとするイザ

ナミについても何も語られていない。アマテラスの両親は、大自然を産

みだした純然たる「神様」とされている以上その子供も神様にしかなら

ないと思える。また「アマテラス」の名前にはイメージしか含まれてい

ない。人名なり地名なりは独特の固有名詞が含まれるのが普通である。 

別名の「大日孁貴神」や「大日女尊」にも同様のことが言える。 

スサノオの名前の須佐之男・建速須佐之男・加夫呂伎熊野大神櫛御気

野命などは、出身地や支配地を連想できる 

弥生時代には生活の全てが自然と向き合っていた事から、自然神への

信仰が主流を占めていただろう。中でも一番身近に感じられ、影響を受

けるのが太陽である。 

 

太陽を擬人化して付けた名前が「アマテラス」だったのではないか。

太陽は四六時中は拝めないから、身近に置ける依代として鏡が選ばれた。

この鏡を祀る巫女がアマテラスと呼ばれたのか。 

鏡を重要視する理由付けか、記紀ではアマテラスが「吾前を斎き祀る

ごとく、この鏡を共にして祀れ」と言ったとしている。皇族を出迎える

地元の有力部族の舟が、木を立てて鏡や玉をブラ下げていた事が文献に

見えている。 

してみると、鏡は海部族が舟を出している時や、航海する時に居場所

を知らせたり、何らかの合図に使っていた様子が浮かんでくる。 
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ともあれ、目には見えない太陽の神様がアマテラスと呼ばれた、或い

は史家によって創作された名前だったのではないか。もともとアマテラ

スという名前は邇芸速日の物だった節がある。 

同神は天照國照彦天火明櫛玉饒速日とも呼ばれ、各地にある天照御魂

神社や阿麻弖留（あまてる）神社は邇藝速日を祀っている。 

 

ともあれアマテラスの「アマ」には「天」の字が充てられているが、

本来は「海（あま）」だったと推測される。 

「海（あま）」には、海部族や淡路島の神話との関わりが感じられる。 

伊勢の元々の神様は外宮の境内別宮、土宮に祀られている「大土の御

祖尊・海照（あまてる）神」である。同神を祀っていた磯部氏（度会

氏）は名前から想像がつくように海部族である。 

大物主は海の向こうから光り輝いて浮かんで来たと言う。  

少名毘古那も海の彼方から船で、波頭に乗ってやってきたと言う。こ

うして海を照らしながら、登ってくるのは太陽に他ならない。本来は

「海照（アマテラス）大神」だったが、記紀の編纂者たちが、「高天原」

と「葦原中津国」という対立する二つの概念を造りだし、プロットを考

えた為に高天原を連想させる「天
●

照大神」の字を充てたのではなかろう

か。 

                                 

アマテラスは天火明命説  

 

日本史の最大の謎は「アマテラス」であろう。正史にその事績が記さ

れているものの、その実態像は全く伝わっていない。その語られるとこ

ろは史実とは程遠い伝承だけである。 

語られる背景から、その生存年代が弥生時代後期であろう事は分るが

墓などは全く不詳のままである。いつの間にか現れて、いつの間にかフ

ェイドアウトしていったアマテラス。  

白い霧に厚く覆われているアマテラスだが、皇室の祖先とされて日本

の臍ともいえる位置に置かれている、とあれば関心を持たずにはいられ

ない。 

後世になり伊勢神道が各地に広まった事から、アマテラスを祭神とす

る神社の数は多い。しかし、お膝元ともいえる大和には、アマテラスを
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祀る神社は見当らない。 

伊邪那岐、須佐之男、大国主などの、伝承が記されている「風土記」

にもアマテラスの名前や伝承は載っていない。とどのつまり、アマテラ

スと呼ばれる人物は居なかった、と考えるのが穏当なところであろう。 

アマテラスは、崇神朝に宮廷から出されて笠縫村に移ったとされてい

るが、松前健氏は八世紀中頃まで宮廷内にアマテラスは祀られていなか

ったと述べている。 

宮廷内に祀られていたのなら、その祭式が残されている筈だがそれも

なく、大嘗祭も神宮でなく皇居で行われている、と述べている。 

「アマテラス」とは太陽の事であったのだろうか。 

弥生時代、太陽は生活の基準を示してくれるものであった。農耕や航

海に必要不可欠の存在であったことから、日神信仰が生まれたのだろう。 

神社や古墳は、夏至・冬至に太陽が昇り沈む方向に依拠して造営され

ている場合が多い。安本美典氏は統計学を駆使して、年代などからアマ

テラスを卑弥呼に比定した。すると、記・紀は卑弥呼の名前をアマテラ

スとして記述したのであろうか？  

 

アマテラスを男神であるとする論者も多い。（伊勢）神宮に保管されて

いるアマテラスの衣装・装束は男の物であるという。村島秀次氏は原・

アマテラスを天火明とする。内宮の真北にある荒祭宮の祭神が神宮の

元々の祭神であり、天火明を祀っていると論じている。   

松前健氏は荒祭宮の祭神を、伊勢地方で古くから信仰していた男性日

神であろうとしている。荒祭宮は神宮の別宮でも特別な存在であり、そ

の祭祀も内宮の次に行われている。荒祭宮は公式には天照大神の荒御魂

を祀っている事になっている。 

「アマテル」の名前を持つ天火明命を祀る神社は、大和をはじめとし

て数多く存在している。天火明・邇芸速日がアマテラスの原像であり、

モデルとなったものと思われる。日神（太陽）を奉斎する巫女が託宣な

どで力を持つようになり、巫女自身が神として祀られるようになったと

言われる。 

日神・アマテル（天火明）と巫女のイメージが合体し「アマテラス」

なる神名が生まれ出たのだろうか。  

原アマテラスを天火明とする事では村島秀次氏に賛同できるが、「神武
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は丹波王朝」にはいささかの疑問がある。氏はその根拠を勘注系図に求

めている。 

勘注系図は国宝であるところから、そのまま全部が信用できるものの

ように感じてしまう。 

だが勘注系図はその本体の海部氏系図が成立後、七、八百年の後の江

戸初期に書かれた物とされている。この点がまず不審に感じられる。古

代氏族研究会によれば、本体の「海部氏系図」自体にも疑義がある他、

勘注系図は旧事本記を参考にして書かれたという。 

その根拠として、旧事本記が犯している誤りをそのまま踏襲している

と指摘する。つまり海部氏系図の欠損部分などを旧事本記の内容から補

強したものとなろうか。 

更に勘注系図の人物は全てが偽造したもので、またの名は〇〇、一名

を〇〇として、関係のない人物をつなげており、その料紙は近世に書か

れた物の裏紙を使用しているという。 

確かに、一見して完璧に見える系図には疑問の目を持って向き合う事

が必要と思われる。和気氏系図なども欠損部分や不明な部分を含んでい

る。戦国時代を超えて、数百年も前の人物の名前や代数が正確に伝承さ

れていることはごく稀な例であろう。 

 

 

住吉大社の「草薙の剣」は百済剣 

 

海人族の安曇氏が、奉斎した住吉大社の創建は真に古い。著名な大き

な神社の中でも、その古さにおいては５本の指に入ろうか。記録上は、

（伊勢）神宮よりも２０年ほど後に出来た事になっている。 

主祭神は表筒男、中筒男、底筒男であり、宮司家は津守氏である。こ

ちらの名前にも海人族を彷彿とさせるものがある。祭神は潮の神とも船

霊の神とも言われるが、航海に必要な星（オリオン三星）の神様が有力

なようだ。 

この住吉大社の神宝に「草薙の剣」がある、と「住吉大社神代記」に

記されている。公式には草薙の剣は倭建が置き忘れて、後に尾張の熱田

神宮に奉納・保管されている事になっている。 

神代記によれば、大社所蔵の宝剣には日月五星と玄武、青竜、白虎、
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朱雀が刻まれているとある。してみると中国の古代思想の影響が窺われ

るものの、さして古い物ではなくかなり時代が下るようにも思われる。 

高松塚古墳で発見された壁画は、極彩色の人物像で有名だが、日月と

四神も描かれていた。同古墳は西暦７００年前後の築造とされている。 

明日香村のキトラ古墳で発見された壁画もまた、四方の壁に鮮やかな

色彩で玄武、青竜、白虎、朱雀が描かれていた。この他、天井には天文

図が描かれ、日月と北斗七星などの星座も描かれていた。 

構図はともかく、この内容は先の宝剣に刻まれている内容と同一とい

う事になる。 

二段造り円墳の同古墳は新しい物で、７世紀末から８世紀にかけての

物とみられている。時代は変われども、先の宝剣と思想・宗教の上での

関連性を有しているようだ。 

キトラ古墳の造営された年代は、記・紀が編纂された時代に近接して

いる。 

 

神代記を研究した田中卓氏は偽書ではなく、貴重な史料であると結論

づけている。更に、大社が草薙の剣とする宝剣は百済から献納された物

と、いみじくも喝破している。 

田中氏は、宮中に所蔵されていた百済伝来の宝剣二振りと、紋様など

が同じ事から神代記にいうところの宝剣を「御代器」と想定・表現して

いる。この百済伝来の宝剣類は一時期、天皇践祚の際に使用されたが、

南北朝争乱の頃か、紛失してしまったという。 

田中氏は古文献や貴種の資料を蒐集し、精査した上で結論を纏めてい

る。熱田神宮の草薙の剣は、新羅からもたらされた物との説もあり、新

羅の僧・道行に盗み出された事がある。 

日本書紀によれば、天智天皇の御世（６６８年）の事件だった。道行

は新羅に持ち帰るべく、難波の津から船に乗ったが、折あしく暴風雨に

遭遇し、難波の港に吹き帰させられたという。時に難波の神様・航海の

神様である、住吉の神様のおかげと取りざたされた。 

道行は捕えられ斬首されたが、草薙の剣はすぐさま熱田神宮に戻され

たのではなく、数年の間宮中に留められた。熱田神宮に、返納されたの

は１８年も経ってからの事だった。 

田中氏はこの時期に宝剣の複製品が作られ、貢献した住吉大社に下さ
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れたと推測する。古史料に記された百済の宝剣の紋様と、大社の草薙の

剣の紋様が同一の物と断定しての事だった。 

だが、惜しいかな田中は、大社が保管していたその宝剣を、何故「草

薙の剣」と断定し記録したのか、その謎については言及していない。 

草薙の剣はヤマタノオロチの尾から出てきた物であり、百済からもた

されたものではない。その間の謎が残されたままとなっている。草薙の

剣が真に百済から献納された物なら、須佐之男やアマテラスの神話のメ

インストーリーが崩れてしまうからだろうか。 

ただ神宝・神剣といっても、唯一無二の貴重な品と言えるかどうか微

妙なものがある。神皇正統記によれば、源平の戦いで瀬戸内海に沈んだ

神剣は、崇神の御世に別宮の祭祀用に作られた複製品で真神剣ではない

とする。 

伝えられるところによれば、内裏の火災などで神宝は何度か焼損した

とされる。だとしたら、そのたびに修復したり複製品が作られたと思わ

れる。また昨年は神宮の遷宮の年であったが、遷宮の度に全ての神宝は

新しく作り替えられる。 

１６００年ほども前の三種の神器が、そのままに今に伝わっていると

考えるのはロマンに過ぎないのかもしれない。 

 

天之日矛と武内宿禰は同一人物？ 

 

天之日矛は武内宿禰と同一人物であり、なお且つ住吉大神であるとす

る一見珍奇な話がある。(関裕二氏)天之日矛は自身が渡来して来たので

はなく、渡来人の子孫であったと言う。「宗像（神社）の子は住吉、住吉

の子が宇佐。」という、現地に残る伝承をほぼ肯定して、一般には住吉大

神は筒男三神とされているが、神となる前の実在の人物が祀られた。そ

れが天之日矛であるという。 

天之日矛は仲哀が死んだ夜に、神功皇后と契りを結び応神の父となっ

た。神功皇后は、邪馬台国のイメージを彷彿とさせる山門の田油津姫を

討滅した。この田油津姫は卑弥呼であるとしている。魏志倭人伝では卑

弥呼が死んだ後に男王が立ったが、国中は治まらず卑弥呼の宗女・トヨ

が立って治まったとしている。この男王は天之日矛で、神功皇后がトヨ
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であり、後に九州南部に追放されたという。 

田油津姫には兄が居た事から、弟がいた卑弥呼とはそのプロフィール
が似ており、以前から田油津姫＝卑弥呼説があった。山門の女山には広
大な霊域があり、その麓には長大な神籠石がめぐらされている。この四
角い巨石は三キロにも亘って土塁状を構成しているが、近年の研究では
七世紀の築造と見られるという。 

おそらくは朝鮮有事に備えたものであろう。神籠石で囲まれた山頂に
は古墳群があるが、これらは六世紀ころの物と考えられている。とする
と山門の遺跡群は邪馬台国には結びつかないものとなる。関氏の論理展
開は読者の推理をやや置き去りにしたままで、先へ先へと推し進められ
るようなところがある。傍証として挙げる内容も関連性の薄いものが多
く、一言でいうと良く分からないものである。 

 

大和の国譲り 

 

大国主は記によると他に五つの名前があり、紀（一書）には七つの名

前が記されている。大国主は紀によれば須佐之男の子であるが、記では

須佐之男の六世孫となっている。これは須佐之男と大国主との間に、先

の五つの別名を挿入したものであろう。挿入された名前の表記こそ違っ

ているものの、五つの名前イコール五人の人格と捉えたものではなかろ

うか。こう考えると勘定があいしっくりくる。 

「ほつまつたえ」にも大穴牟遅は須佐之男の子と記されている。近年

とみにその史料価値が高まっている「先代旧事本紀」では、大国主は須

佐之男の子とされていて、しかも八島士奴美と同神であると記されてい

る。 

八島士奴美のプロフィールは殆ど伝わっていないが、記によれば八島

士奴美は須佐之男と櫛名田の子である。 

更に三輪・高宮系図でも大国主は大巳貴と同神であり、須佐之男の子

と記している。大国主の子孫という三輪氏の系図だが、大物主や建御名

方の名前は見られない。出雲風土記においても、「大神の命…須佐能哀の

御子・和加須世理比売に娶ひして通いましし...」と記述している。 

やはり紀に云うように本来は須佐之男の子（養子）であった可能性が

強い。記は多くの伝承や、紀に記される「一書」の中での王道とも見え
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る有力な説、多数説に沿って書かれていると推考される。 

高御産巣日が大物主に自分の娘・三穂津姫を与え、征服従属関係を完

成させる為の政略結婚をさせた。神武もまた、大和に入った時、既に妻

子がいたが大和の神・大物主の娘・イスケヨリヒメを娶った。ここでも

征服者と降伏者の従属の関係構築には、外来者と地元支配者の婚姻が必

要とされていた。 

事代主は大和にも足跡があり、国譲りは大和で行われたと見られるが、

建御名方は系譜にも記されていない他に紀でも名前が出てこない。 

建御名方の物語は、国譲りを重厚なものにするために後から付け加え

られた可能性があり、また猿田彦とイメージが似ているから、或いは猿

田彦が投影され造られたものか。 

または信濃の神（武人）である諏訪大社の古い伝承が採取・挿入され

たのかもしれない。いわゆる国譲りはアマテラス軍に強要された大国主

が、その支配地の権限を譲ったものであろう。紀の崇神条では、活日が

次の歌を天皇に奏上したと記している。 

「この神酒は・・・・倭の国をお造りになった大物主神が醸成された

神酒です」 

 

記によれば大国主は六つもの異名を持っていた。 

「大国主」という名前も、その他の豪傑６人をまとめて一人の名前に統

一して表現したかの如くである。 

先代旧事本記にも大国主の別名が五つ記されている。この五つの名前

は記とは殆ど違うものだが、その中に八島奴神の名前が見られる。記に

記されている八島士奴美神と同神であろう先代旧事本記にも、偽書とし

ての疑惑の目が向けられているが信ずべきところも多い。 

「大物主」は大国主とは現れ方が異なり、本来は別の神のように思える。

本性が分からずその類似性から和魂と表現されるようになったのかもし

れない。 

アマテラスが高天原の軍を葦原中津国に派遣して、国譲りを交渉した

相手は大国主である。するとアマテラスと大国主の世代は近いものであ

り、同時期に生存してという事になる。 

大国主が須佐之男の六世の孫であれば、世代が違いすぎて交渉など出

来ない筈である。やはり大国主の親は須佐之男と考えて置くべきであろ
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う。この為か須佐之男は天神ではなく、地祇と位置付けられている。 

すなわち須佐之男は出雲族の始祖神とも言うべき存在であったが、後

世にアマテラスの弟としてその系譜に結び付けられたようだ。 

アマテラスにとって須佐之男は敵とみなす存在であったから、天に上

る須佐之男を待ち構える時は完全武装して臨戦態勢をとっていた。須佐

之男がアマテラスの兄弟である大気都比売を斬ったのは、自分にとって

は兄弟ではなく敵方の係累だったからと見る事も出来る。 

この国譲りは事代主が権限を持っていたらしく、先住民を代表して承

諾の意思を表明している。 

須佐之男が訪れた後に、アマテラスとの間に産んだ三女神は宗像に祀

られている。この事はアマテラスの拠点、すなわち高天原が北九州にあ

った事が想定される。須佐之男は一時はアマテラスを屈服させる事に成

功したが、後に高天原を追われる仕儀になり、四国・阿波に渡って大気

都比売（別名粟国）を殺したのではなかったか。 

 

この事代主は、葛城山麓に居住していた鴨族によって祖神として祀ら

れていた。 

事代主が神武の勢力に抑圧されて、鴨族が持っていた同地の支配権を

譲らざるを得なかったとの見方が成り立つ。 

新撰姓氏録の皇別山城国の項には、鴨の県主の祖は神魂命の孫の健津

身と記され、神武が大和へ侵攻する際に道のない険しい山中で迷い、難

儀していた時に大鳥（八咫烏）に化して神武を誘導し後に厚い恩賞に預

かったと記されている。 

また賀茂の県主や矢田部氏、丈氏なども同祖とされている事から、鴨

氏が大氏族だった事が窺われる。また鴨の名がつく神社が各地に存在し

ている事も頷ける。 

 

山城国の鴨氏は葛城地域から一部が移住したものと思われる。健津身

は先の功績で神武から「八咫烏」の称号を賜ったという。古代人は空を

飛べる鳥を、強い霊力を持つものと考え、特別に畏敬の念を抱いていた。 

カラスは神の使いとされたほか、鳥は霊魂を運ぶものと信じられてい

た。倭建が死去した時にも、白鳥が現れて遺族を導いて飛んでいる。ま

た言葉を喋れない唖であった本牟智和気は、空を飛ぶクグイを見て声が
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出て後に喋れるようになった。 

健津身が神武に協力したのは、調略によったものか、或いはその将来

性を見込んで積極的に協力したものなのか判然としない。 

 

巻向遺跡に出雲の原型 

 

大和盆地には、出雲族の入植地があり分国のようなものがあったと想

定するのは無理からぬ事である。三輪山は別格としても、御所市に大穴

持神社があり、吉野郡にも大名持神社がある事も影響力の大きさが窺え

る。 

御所市の大穴持神社が鎮座する唐笠山は三輪山にそっくりと言う。 

村井康彦氏は出雲王国の領域を紀伊、播磨、因幡、丹波・但馬、近江、

美濃、尾張、信濃、伯耆、出雲を挙げ、吉備は含まれていないものの広

大な地域としている。これら多くの国々を領有していたのであれば、大

和一国を譲らざるを得なくなったとしても、さほどの抵抗はなかったの

かもしれない。大和は大国主にとって本貫の地ではなかったのだ。 

大国主は紀の本文では紹介されずに、一書に言うとしていきなり登場

し、以降は大巳貴の名前で語られていく。紀によれば大巳貴と少彦名の

国造りがほぼ終わり、大巳貴が残りの（小さい）国を平らげてから、つ

いに出雲にやってきた。 

そこへ海から大巳貴の幸魂奇魂がやってきて、大和の御諸山（三輪

山）に住みたいと言ったので、大巳貴は同地に宮を作って住まわせた。

この幸魂奇魂は大三輪の神であり、その子は三輪君、鴨君、五十鈴姫で

ある。 

別説では、五十鈴姫は事代主の子であり、後に神武の妃となった、と

している。 

このエピソードからは、三つの事柄が浮かび上がってくる。大巳貴の

治める国は葦原中国とされていて、出雲ではない事。出雲から大和へ進

出した事。大和では三輪山で宮を作るなど、自由に振る舞っている事か

ら、周辺の支配権を持っていた事などである。 

山城に近い丹波に大巳貴を祀る出雲大神宮（現亀岡市千歳出雲）があ

る。延喜式では出雲神社（名神大）と記されている。 

神社の境内には横穴式石室の古墳もあり、かなり古い創建（７０９年
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ともいう）年代が推定されるが、出雲から山城、摂津を経て大和へ進出

して行った痕跡を示してはいないだろうか。 

紀では先の記事の前に少彦名は、粟島に行って粟茎によじ登り、弾か

れて常世郷に行った、とも云うと書いている。ここに出てくる粟島は新

潟ではなく、記にいうところの淡島（淡路島）であろう。 

粟島の比定には諸説あるものの、少なくとも瀬戸内海の島であろう。

とすれば、少彦名は大阪湾の近くに居たことが想定されてくる。後に出

雲族、鴨氏、三輪氏は同族と見なされるようになった。 

幸魂奇魂について記では、御諸山による神としておりその名前は記し

ていない。 

出雲風土記には大巳貴が、越の八口を平らげて帰って来た時の次の言

葉が載っている。 

「我が造りましてしらす国は、皇孫のやすくにとして奉り、ただ八雲

立つ出雲の国は、我が静まります国、青垣山巡らし賜ひて、玉おきて守

らむ」 

 

纏向遺跡は時に邪馬台国の旧跡と論じられるが、急に現れて急激に消

滅していった都市と見做されている。そして唐古・鍵遺跡は三世紀の前

半には衰退していたとみられ、唐古・鍵遺跡の勢力が巻向遺跡に移動し

たとする説もある。 

２００９年に纏向遺跡において、大規模な建物の遺構が発見された。

この建物は三棟（他に井戸棟一棟）あり中心軸を揃えて東西一直線に並

んでいた。黒田龍二氏によると、この建物跡からは神社や宮殿の原型が

見いだせるという。 

同氏はこの建物を崇神、垂仁天皇の王宮と見ている。同氏は中央の建

物を崇神が大庭で祀っていた宝鏡の祠として、（伊勢）神宮の正殿と極め

てよく似ていて神明造りと見る。 

東側の一番大きな建物は、偶数（王宮の奇数）の四間であり、大社造

りと見られ出雲大社本殿と著しい類似性を持つ。 

よって中央の建物は伊勢神宮の直接の起源であり、東の建物は出雲大

社と関連が深い。と結論づけた。更に出雲大社も外から拝礼するのでは

なく、内部において祭祀を行っており、この大型建物と同様の性格を持

つと述べた。 
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してみると三棟の中で特に大きく、他の建物の数倍の大きさを持つ重

要な建物が出雲系であった、少なくとも出雲に縁が深かったという事に

なる。必然的に何人かの出雲族が祭祀に関わっていたのではなかろうか。 

同氏は西側の建物については言及していないが、そこは倭大国魂を祀

る祠だった可能性がある。巻向遺跡がもし王宮の旧跡であったとしたら、

この三棟の建物は深奥部に位置して、周囲を宮殿が取り巻いていたのだ

ろう。ここにも大和における出雲族の影響が見られるのである。 

 

猿田毘古は佐太大神？ 

 

猿田毘古は天孫邇邇芸の天下りの際に、これを出迎えて先導役を果た

した神で、あまりにも有名である。この猿田毘古の故郷は伊勢とされ、

案内の後に伊勢に帰り天宇受売と結婚したと記・紀に記されている。 

猿田毘古の両親は今もって不明ながら、出雲の佐太大神（佐太御子大

神）と同神とする論調を目にする。「さるた」と「さだ」の音は確かに似

ているが、果たして同神とみて良いものか。 

佐太大神は出雲・松江市の佐太神社の祭神である。同社は出雲の三分

の一ほどの土地に影響力を持っていた。西の大穴牟遅と出雲の支配権を

二分するような関係にあった。 

猿田毘古は同じ国つ神であった大穴牟遅を、裏切るように邇邇芸に内

通して自国内に引き入れたのだろうか。だとすると高天原は出雲の近く

にあったとみる事も可能になってくる。 

猿田毘古は海人族が奉戴する神であり、アマテラス以前の伊勢の太陽

神とみる人も居る。伊勢の海で漁をしている時に、猿田毘古は比良夫貝

に挟まれて死んだと伝わる。素潜り漁をしていたようすが窺われる。猿

田毘古の子孫の太田命・宇治土公も伊勢にとどまっている。 

こうしてみると、猿田毘古は出雲にはあまり縁がないように映じてく

る。 

佐太大神を祀る佐太御子神社は、出雲風土記にその記事が見えるもの

の、須佐之男や大穴牟遅のように頻繁には登場しない。加賀で誕生した

事と、その際に母神が金の矢で洞窟を射て、明るくした事だけがエピソ

ードの全てである。 

佐太御子神社は幕末の頃に松江藩の神社係から、祭神の中で秘説とな
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っている神について、猿田毘古であると公示せよと指示を受けた。これ

に対して神社側は頑強に抵抗し、ついに「佐太御子神」という曖昧模糊

とした名称で了解を得る事に成功した。 

現在でこそ祭神の中に「猿田毘古」を明示してはいるが、藩の指示に

頑強に抵抗したのは猿田毘古を祀っていなかったからに他あるまい。と

もあれ、どの神社も祭神については、時代の変遷と要求につれて変えて

きている。 

祭神名が変わったり、増えたりして二転三転している例も見られる。

風土記では「佐太大神」と記しているが、佐太御子神社では「佐太御子

神」としており、この二神は同神なのか親子なのか今一つはっきりしな

い。 

佐太御子神が正しいのなら、親神の名前の提示があってしかるべきと

思われる。佐太御子神社の名称も「佐太御子社」や「佐陀神社」などと

何度か変わっている。 

 

出雲国造家の神賀詞奏上 

   

出雲の国造家は、朝廷に大きな祝い事がある時に参内して賀詞を奏上

した。その内容は国造家の由緒や歴史を述べて、天皇家から指示を受け

た経緯などを語る長文の祝辞であるが、注目されるのは次の様な箇所で

ある。 

「大巳貴の命の申したまはく、皇孫の静まりまさむ大倭の国に自分

（大巳貴）の和魂・大物主を三輪に置き、吾子の阿遅鉏高日子根を葛木

に置き、事代主を宇奈堤に置き、加夜奈留美を飛鳥に配置し守り神とし

て奉り、永遠に杵築の社に静まります」 

 

ここには国譲りの原型が全て語られているように見える。 

すなわち大和は侵入してきた皇孫に支配権を渡し、自分は出雲に撤退

し静かにしています、我が子供たちを残していきますので、守護神とし

てお使いください。 

という降伏の調印書のようだ。残す子供たちを守護神として体裁を繕

ったものの、その実態は体の良い人質であったのだろう。 

あまり史書に現れない「カヤナルミ」なる神名について大矢良哲氏は
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次のように言っている。「『大神分身類社抄』によれば、加夜奈留美は高

照姫の別名である」 

高照姫なら高比売命の事と思われ、別名は高姫であり、まさに大巳貴

の娘となろう。 

力を蓄えた大国主が出雲を拠点に大和へ進出し、土地の勢力を圧倒し

ほぼ駆逐して君臨していた。そこへ新しく侵入してきた勢力が、大巳貴

の孫娘を娶って正当な権力の後継者だとの演出をしたというわけである。 

この国造家の賀詞奏上が初めて行われたのは、７１６年の国造・果安

によるものだった。この年は記が成立してまだ４年ほどしか経っていな

い上、紀の成立する４年ほど前の事である。 

 

日本の正史である紀が完成していないという事は、どのような伝承を

歴史として記載していくのかもまだ不確かな年代である。記は完成して

いたとはいえ一般に広く知れ渡っていたかどうかは全く心もとない。 

こうした時に国造家はその歴史観を系統的に整理し、朝廷の許可を受

けた上で披歴したのであった。賀詞の案文は数年前から練り上げられ、

忌部氏の許可を受け、中臣氏の許可を貰い、更に朝廷の許可を得たもの

であろう。 

 

国造家を統括していたのが忌部氏であり、朝廷の神事を主に司ってい

たのが中臣氏である。既に中臣氏は数年前に賀詞奏上を行っており、出

雲国造家でもこれに倣ったものであろう。 

上田正昭氏は今に伝わる「出雲神賀詞」は、果安が奏上した神賀詞と

少し違うようだと述べているが、違うのは神社の数等であり大筋ではそ

んなに変更されていないと見て良さそうと思える。 

現在、杵築（出雲）大社の社家は千家、北島の二家に別れている。朝

廷の命令があったとしても、自家の先祖でもない大国主の祭祀を約１７

００年も続けている両家。 

社会的な地位は確立しているものの、胸中に複雑なものがよぎる事は

ないのだろうか。伝統と歴史のある自家の祖先の祭祀はどのようになっ

ているのだろう。 
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タケミナカタは伊勢都彦 

  

大国主が御大（美保）の御崎にいた時に、海上から少名毘古那が訪れ

てきた。この神の名を顕したのはクエビコであるが、この神は大三輪神

社の末社・久延彦神社の祭神となっている。この他、三輪氏と鴨氏は出

雲族と元は同族とも目されている。 

三輪山の東麓には今も「出雲」の地名が残されている他、人的な交流

や土器の交流の跡が見られる。森浩一氏は中世の出雲庄と出雲の関係は

古代に遡る事が確実と言っている。 

一説に建御名方は御穂須々美の別名を持つと言う。となると連想され

るのは美保神社との関わりである。その御穂須々美は美保神社の元々の

祭神であり、女神とされている。 

風土記によれば、御穂須々美は大国主と奴奈宜波比売の子であるが、

奴奈宜波比売を姉とする伝えもある。記紀が編纂され、この地に伝わっ

た事から祭神は事代主と美保津姫にとってかわられたようだ。御大の御

崎を追われた御穂須々美に、建御名方の名前が与えられたのだろうか。 

 

いまでこそ有名な美保神社であるが、古代の同社は美保社と呼ばれ小さ

なものであったらしい。伊勢国風土記逸文には、伊勢都彦の物語が収載

されている。 

伊勢に迫った神武軍、勅命を受けたその将軍・天の日別が伊勢都彦に国

譲りを迫ったところ、伊勢津彦は、我は前からこの国に長く住んでいる

から命令には従えぬ、と答えた。 

それならば、と将軍が軍を動かして伊勢都彦を殺そうとすると、伊勢都

彦は、我が国は悉く皇孫に奉らん、と答え大風を起こして海水を吹き上

げながら海上を東方へと去って行った。そして伊勢都彦は遁れて信濃国

に住んだ、と伝えている。 

この出来事は建御名方の場合と酷似している。伊勢には後に皇祖に仕立

てられたアマテラスを祀る（伊勢）神宮がある。 

その神聖な土地を簒奪した事は歴史書に記す事が憚られたのだろうか。

そして建御名方の名前で場所を変えて語られたのかもしれない。推測の

通りとすれば大和朝廷の意図が透けて見えるように思える。 

 風土記逸文の別項では、伊勢と云うは伊賀の事志の社にいます神、出
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雲の神の子出雲建子の命、またの名は伊勢都彦の神、またの名は天の櫛

玉の命、と記載している。 

実に、伊勢都彦は出雲の神（大国主）の子であり、別名は出雲建子また

の名は天の櫛玉と述べているのである。 

また播磨国風土記にも、伊勢都彦は伊和の大神の子と語られている。こ

の他、倭姫命世記にも、出雲の神の子、出雲建子の命、一名伊勢都彦、

一名櫛玉の命、と記されており、伊勢都彦＝建御名方の傍証となる可能

性も秘めている。 

建身名方は延喜式神名帳で「南方刀美」と記されており、登美山麓に居

住していた可能性がある。建身名方を祀る神社は出雲に二社あるが、大

和には見つからず、有名な所では諏訪大社に祀られている。 

記では出雲から諏訪まで逃げているが、古代の道では途方もない遠距離

になってしまうが、大和から諏訪ならさほどの無理はない。大和盆地に

は出雲の行政権の痕跡が漂っていて消す事は出来ないようだ。 

 

また古代の地形で、大阪湾から河内湖へ入る狭路の北側に「南方」の

地名があった。この地名に「ミナカタ」の訓が与えられるとすると、南

方の豪傑としての「建南方」の名前が連想されてくる。 

この想像からは建御名方の足跡もやはり出雲ではなく、畿内の匂いが

漂ってくる。 

ただ一説に、建御名方の名前は、宗像と関係があるとするものがある。

しかし距離的な関係からは難があるように思われる。 

武蔵国造家の系図には、出雲建子の名前が記されており、やはり伊勢都

彦が東国へと移って行った様子が窺われる。 

阿遅志貴高彦日子根は出雲で祀られている数（二社）よりも、大和の

神社で祀っている数（三社）の方が多いようだ。大和の高鴨阿治須岐託

彦根命神社に同神を祀っているのは鴨族であり、迦毛大御神と呼ばれた

と言う。 

この出雲族の色濃い阿遅志貴高日子根神は多くの名前で呼ばれた。 

三輪高宮系図には別名が大山咋命と記され、神道譜には別名が事代主

命、大物主命、一言主命と記されている。確かに事代主とは田の「代」

と農具の「鉏」とで農耕の神が連想され、この点では類似している。一

言主は阿遅志貴高日子根の分霊を祀ったとの伝えもある。 
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記で伝える一言主は雄略に出会った時に、拝礼を受け武具を奉られて

いる程、権威を持つ存在であった。 

すると大物主は、大国主と目された場合と阿遅志貴高日子根と同神で

あるとされた両説があったわけである。そしてその足跡は出雲と大和に

跨っていて、ただならぬ重要な位置を占めていた事になる。  

大物主を出雲国造神賀詞では「倭の大物主櫛𤭖玉命」と呼んでいる。

この名前は邇芸速日と似ている事から両者を同神とする説もある。村井

康彦氏は「御鎮座伝記」と「倭姫命世紀」から、伊勢の朝熊神社の主祭

神は「天の櫛玉命」である、と述べている。 

しかしこの神は邇芸速日ではなく伊勢都彦と見られる。 

村島秀次氏は記紀の記述と神社の伝承から、事代主と大物主は同神と

立証している。矛盾もなく賛同できる論述である。出雲の歴史や伝承を

伝える出雲風土記には、建御名方も事代主も登場していない。この事は

多分に示唆的であろう。 

 

事代主は出雲風土記には登場せず、延喜式神名帳を見ると、大和では

鴨都波八重事代主命神社、川俣神社、飛鳥坐神、社葛城坐一言主神社、

狭井坐大神荒魂神社、丹生川上神社と多くの神社に祀られている。 

大国主によって、古くから葛城の代官として派遣されていたものの如

くである。 

事代主が神武に屈服し忠誠を誓ったからなのか、天武朝の時に託宣の神

として再登場し、神武陵に武具を奉れと助言し天武を助けたとされてい

る。こうした同族扱いにも似た立場に置かれた事代主は、今も重要な神

とされて宮中八神の一人として祀られている。 

大和に対し出雲で事代主を祀るのは揖夜神社、野城神社、美保神社と

少ない。諸手舟などの神事も伝えられてはいるものの、これ等は記紀が

作られ伝えられた事から、名誉なこととして後付の形として創作された

のではなかろうか。 

石塚尊俊氏は、美保神社の本来の祭神は美穂寿須須美命であったが、

記紀神話の普及に伴って序列などが変わっていったと推測している。 

こうして伝説に裏付け・肉付けをして、後世に伝えていく例は各地に

暇がないほどである。 
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天若日子は邇芸速日 

 

島産み 

  淡路島、伊予、隠岐の島、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州 八島 

  次に吉備の児島、小豆島、大島、姫島、知訶島、両児島。 

このように島産みは淡路から始まっている。伊弉諾は淡路の神なので

淡路の神話を取り入れた説あり。 

淡路の次に四国を産み、次に日本海へ飛び島根の隠岐を産む。最後に

瀬戸内海に戻り幾つかの島を産む。この島が生まれる順序も何の脈絡が

なく羅列されたものとは思えない。攻略した順番に記載したとか発見し

た順に記載したとか、何らかの意味があると思われる。 

或いは神武東征のコースに関係があるのだろうか？ 

 

須佐之男（出雲勢力）はアマテラス（北九州勢力）を攻めて、勝利し

一時は妻にしたようだ。薮信男氏は、須佐之男は出雲の神門川中流域に

発生した地方神であると述べている。須佐之男の子の、三女神が宗像に

祀られたのを見ると、宗像地は須佐之男のゆかりの地か、支配する土地

であったと推測できる。やがてアマテラスは死亡し巫女は二代目となっ

た。 

アマテラスは天の石屋戸で死亡し、後を継いだ二代目アマテラス（タ

ギリ姫？）は忍穂耳を水穂国の征討に行かせた。 

この時は天忍穂耳が撃退され、次に天菩比を派遣した。天菩比は現地

に従属して３年帰らなかった。次いで天若日子を派遣、この神（人）は

下照姫を娶り８年帰らず。高御産巣日はアマテラスの元夫と推定される。

或いは二代目アマテラスの夫であろう。西條勉氏は天若日子を祀ってい

る神社はなく、その正体は阿遅志貴高日子根であるという。 

だが伯耆国の倭文神社の相殿神は天若日子とされている、他に波々伎

神社の合祀神の中に天稚彦神がある。（川上廸彦） 

天若日子は邇芸速日の事であろう。 

下照姫は記でいうトミヤスビメで紀では三炊屋媛とみられる。結婚後

数年内に死亡した様子がみられるところも似ている。他にその親の系譜

がはっきりしないところも双方よく似ている。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%92%E3%83%A1
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記紀は邇芸速日の系譜を語っていない。紀に高御産巣日の命令で天若

日子が天下った事が記されたため、語れなかったのではないか。天若日

子は天のまかこ弓と天のはは矢を授かっているが、邇芸速日は十種の神

宝を授かり、その中に天のはは矢もあった。内容に少し違いがあるがこ

の神宝も酷似している。 

邇芸速日の子孫物部氏が奉斎する石上神宮には、神剣・布都御魂神が

祀られているほか、鎮魂祭の神事では十種の神宝を持って呪文を唱え、

玉の緒を結んで長寿を祈っている。 

平安時代に成立したとみられる先代旧事本紀には、邇芸速日の別名は

火明と記されている。丹後の籠神社に伝わる国宝の勘注系図は、先代旧

事本紀などを参照して近世の初め頃に成立したと思われる。この勘注系

図には大きな疑義があるものの、同系図によれば火明の別名は邇芸速日

と記されている。 

 

邇芸速日は記紀共にその名前が現れるものの、その系譜が全く示され

ていない。という事は別の名前で語られている可能性が高い。それでは

神統譜のどの辺りを見れば良いのであろうか。 

邇芸速日は神武と同世代であった事から必然的にその近辺になる。記

によれば火明は邇邇芸の兄である。神武が邇邇芸の子であるとしたら、

火明は神武の伯父と言う関係になり、二人が大和で出会う事も可能であ

る。 

火明の父・忍穂耳の名前には勝速
、

日
、

の名が冠されている。父の名前の

一部を取り邇芸速日（火明）の名前としたとも考えられる。この火明と

邇芸速日の同神説は田中卓氏をはじめ多くの識者に受け入れられている。 

火明は大国主の娘・天道日女（高光日女）の婿となっている。世代を

重視する立場から見ると、須佐之男の孫・天道日女とアマテラスの孫・

火明は同世代となり違和感は生じない。 

「歴史研究」２０１５年６月号の中で、源辿氏は邇芸速日の東遷を邇

邇芸に置き換えて記紀の皇統譜を作ったと述べている。古代の皇統にあ

っては弟が重要な位置を占めていた事から、頷ける説ではある。 

大国主の婿となると邇芸速日は出雲族にも近い人物となる。須佐之男

は大国主に生大刀と生弓矢を授けている。邇芸速日は大国主から生大刀

と生弓矢を授かり、須勢理姫から蛇のヒレと蜂のヒレとを授かったのか
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もしれない。 

新撰姓氏録には邇芸速日の子孫氏族が多く記され、その数の多さは他

を圧倒し首位の座を占めている。こうした事もあり、多くの論者は邇芸

速日を物部氏の祖と認め、大和の支配者であったとみている。 

 

邪馬台国が大和へ移転？ 

 

天下りの際には次の神々が同伴したとされる。 

天の石戸神        天下る神         担当 

オモヒカネノカミ     オモヒカネノカミ     祀り事 

イシコリドメノミコト   イシコリドメノミコト ４ 鏡作 

タマノオヤノミコト    タマノオヤノミコト  ５ 玉祖連 

アメノコヤネノミコト   アメノコヤネノミコト １ 中臣 

フトダマノミコト     フトダマノミコト   ２ 忌部 

アメノタジカラヲノカミ  タジカラヲノカミ     伊勢神 

アメノウズメノミコト   アメノウズメノミコト ３ 猿女 

アマツマラ       （鍛冶師）    

トユケノカミ       御饌 

             アメノオシヒノミコト   大伴連  

             アマツクメノミコト    久米直  

アメノイハトワケノカミ （門守護） 

（クシイハマトノカミ・トヨイハマトノカミ） 

 

アマツマラも一緒に天下ったとみられるが、鍛冶職人であって武人で

はなかった事から、名前を列挙するには及ばないと判断されたのだろう。 

本当に本貫の地が高天原にあったのなら、日向の高千穂に国ごとそっ

くり移住してきた事になろうか。 

ここで思い起こされるのが、記でいう以下の島産みの順序である。 

「淡路島、伊予、隠岐の島、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州」 

仮にこの神話が淡路島で語り継がれていた伝承だとしたら、淡路島の

住民が四国、九州へ行き、更に一部が壱岐、対馬へ行き、隠岐の島、佐

渡へも流れて行ったとみる事が出来ようか。 

この方が出雲を譲り受けた高天原勢力が、出雲へ行かずに日向へ行っ
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たようなストーリーの矛盾は解消され、少し合理的な解釈になるように

も思える。 

二代から十代までの天皇の事績は系譜を語り、他の事績は殆ど記され

ていない。朝廷で重きをなした諸豪族は、自分の祖先を皇族に結び付け

たい思惑があったであろう。古事記編纂時にこれらの意見や希望も取り

入れられた可能性が感じられる。異常に長寿命の武内宿祢は到底一人の

人物とは思われず、おそらく数代に亘る名前・人物であろう。 

 

神武は邇邇芸命の子 

 

海幸彦、山幸彦の物語は、日向神話を取り込んだようで釣り針の他に

これといった事績はない。山幸（ホヲリノミコト）（ホホデミ）と、ウガ

ヤフキアエズは実在の人物ではなさそうだ。ホデリノミコトは隼人の祖

先に繋げるために創作したと思われる。ワダツミの神は安曇氏の祖先伝

承を語るものか。 

内容的には牧歌的なストーリーに仕立てられており、巷間言われるよ

うに日向神話を取り入れた事も充分ありうる。松前健氏は山幸彦と海幸

彦の物語と類似の話が南太平洋の島々と薩摩南部にあると言う。 

塩椎神も猿田毘古との類似がみられ、猿田彦の人物像をヒントに塩椎

神が創作された可能性がある。神武は大和に侵攻した際に邇芸速日に会

っている。必然的に神武と邇芸速日は近い世代という事になる。 

 

神武の父・鵜葺草葺不合と祖父・山幸を、系譜にはめ込まれた名前と

して排除すると神武は邇邇芸の子となり、火明の甥という系図になる。

火明は邇芸速日と認めれば大和で出会った事も違和感がなくなる。 

記には邇邇芸の子・火遠理のまたの名は穂穂手見としている。ついで

紀を見ると、磐余彦の諱は彦火火出見とされている。両者とも同じ名前

であり、同一人と考えても違和感は生じない。 

欠史八代といわれ、実在しない天皇とされる綏靖から開化天皇。主に

その理由として挙げられるのが、名前の上に付く「（オオ）ヤマトネコ」

が後世の天皇のものという点にある。では下の名前は元からの伝承にあ

ったものではないのか。 

元から伝えられていた名前の上に威厳を持たせるために「（オオ）ヤマ
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トネコ」を冠したと考える事も出来る。伝承されていたこの名前に、後

世になって偉大さを表現するために「ヤマトネコ」を付け足したとも考

えられる。 

７～９代の天皇に冠せられた「ヤマトネコ」を削除すれば、本来の？

ヒコフトニ、ヒコクニクル、ヒコオオヒヒの名前が残る。 

安本美典氏は古代の天皇の名前が後世的で、実在性が薄いと論者に対

して次のように言っている。「ミミ」が使われており、魏志倭人伝や記紀

の神話と共通するし、「神」が付く天皇は後世には例がない。 

 

そもそも神武の「カムヤマトイワレビコ」のカムヤマトが後世に冠さ

れたものであろう。神武の時代には大和という国はなかったのだ。「日

本」の国名が使われるようになったのは天武の時からともいう。 

谷川健一氏によれば日本の国名は、河内にあった物部氏の支配地・日

下が基になっているという。日下は日の下の意であり、後に同地に侵攻

した勢力（邪馬台国）によって日本の国名が簒奪されたと述べている。 

磐余彦の名前からは神武は磐余
いわれ

の首長であった事が窺える。更に幼名

はワカミケヌであり、兄のミケヌノミコトから派生した名前と見る事も

出来る。 

記では神武を、天つ神の御子や神倭伊波礼毘古天皇と呼ぶ事はあって

も、ハツクニシラススメラミコトとは呼んでいない。日向からきた神武

が磐余彦と呼ばれるのにはかなりの違和感がある。磐余彦の名前を消し

きれない何らかの事情があったと推測される。 

彼は磐余集落の豪傑であり、部族長だったと仮定すると一番すっきり

する。または磐余を制圧した事が、一大功績とみなされ後に磐余彦と呼

ばれたか。鳥越憲三郎氏は、第一代の天皇から第９代目までの天皇は、

大和朝廷の前に存在した葛城王朝の人物であったと論じている。 

伝説の磐余（葛城国？）の首長、イワレビコに肉付けし崇神や応神の

性格・事績を投影させたのが神武ではなかったのだろうか。昭和１７年

に文部省が「神武天皇聖跡調査報告」をまとめた。 

調査の結果、聖跡を１９か所に決定し保存顕彰施設を建てたが、確た

る証拠が見つかった訳ではなく、殆ど全部が紀の記載記事から場所を決

定したのである。 

ここに神武の東征伝承は、崇神や応神、或いは邇芸速日のものではな
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かったかとの疑念がぬぐえない。 

神武と崇神と応神、神の名が冠せられているのはこの三人だけであり、

そのイメージも良く似ているのである。 

後世に付加された諡号ではあるものの、この中で神武だけが「神」の

字を上に付けている。 

崇神の出身地や出身部族は今一つはっきりせず、霧に覆われている感

がある。応神には韓半島の匂いがこびり付き、九州から東征し新王朝を

打ち建てたイメージがある。 

崇神や応神の説話を「磐余彦」なる豪傑に仮託して語られた部分があ

るように推測される。 

西方から東征や東方への移住は、繰り返し何回も行われたと考えるの

が自然な流れであろう。当然に長い年月がかかっている。絹や鉄の技術

は西から東へと伝わって来ている。この間には当然ながら、西から東へ

と移住する人も少なくなかったであろう。こうした記憶や伝承が神武の

東征に反映されているのだろう。 

 

記紀の論述では、先にみたように一つのエピソードが名前や時代を変

えて複数回語られる。神武の東征とされる物語も、崇神や応神の伝承が

神武に仮託されて記されたのではなかったか。 

垂仁の皇子・本牟智和気は大きくなっても言葉が喋れない唖であった。

記によれば次の如くである。 

本牟智和気は、ある時空を飛ぶクグイ（白鳥）を見て片言の言葉を発

した。暫くして垂仁の夢に大国主が現れて次の様に言った。 

「私の神殿を天皇の宮殿と同じようにお造りになれば御子は必ず物を

いう事であろう」これを受けて垂仁は本牟智和気を出雲へ参拝に行かせ

た。 

その帰途で本牟智和気は言葉を発し「あの山のように見えるのは、も

まいか」と言った。 

このエピソードからは、国譲りの時に約束した大国主の宮殿を立派に

造る＝、という約束をまだ果たしていない事が窺える。その国譲りは数

百年も昔の事ではなく、垂仁の父の崇神が約束した事のように見えてく

る。 
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垂仁が少し荷の重い約束をして国譲りを受けたとしたら、そしてその

約束は子の代になっても実現せず、大国主の祟りが孫のホムチワケに来

たのではないか。 

こう考えると時代の過大さはなくなり無理なく理解できるのである。 

崇神の名前はミマキイリヒコイニエノミコトである。三輪山麓には大

規模な巻向遺跡がある。巻向に入り込んできた「御巻入彦」とも目され

る所以である。記では大彦と共に天の下を平らげ平和にした、その御世

を称えて、初国知らしし御真木天皇と申すなり、と記している。 

 

八世代の天皇は実在 

 

実在性を否定するその他の理由は、天皇の事績が記されていない、男

系の親子相続となっている、というものだが、大過ないと思われる反論

説が出ており、非実在と断定するには根拠が薄い。 

ちなみに、神武東征に従っていた久米氏の系譜は、十代までが一世代

一人の名前で繋げられている。そこには神武と同世代の大久米命の前に

四代の名前が見られる。古代の祭祀を司っていた忌部氏の系譜は、天太

玉命より七代までが一世代一人の名前で繋がれている。 

近世の系図でも相続者の妻や娘の名前は記録されない。古くは兄弟の

名前も記されていない場合が多い。ましてや遥かな時間の彼方へと過ぎ

去った神代の兄弟の名前が伝わっている筈もなかろう。 

 

翻って神武の筆頭家来のような立場にあった大伴氏の系譜は、始祖・

高御産巣日から点線で天忍日命へ結ばれ、また点線で神武と同世代の道

臣命に結ばれ、以下六世までが一人の名前で綴られている。 

したがって親子相続なのか兄弟相続があったのかどうかは判定できな

いが、皇祖神の系譜と類似の物になっているのである。古代の皇統は長

子ではなく、第二子がかなりの確率で皇位を継承している。 

安本美典氏は、第一代から九代までの天皇の都は葛城郡に多いが、そ

れ以降は磯城郡が多くなっていて後世に作られたものとは考えにくい、

同様に陵墓も九代を境に高市郡や葛城郡から、添郡や磯城郡に多くなっ

ていて後世の作為は感じられない。と論じている。 
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各天皇の后を見ると、記では綏靖、安寧、懿徳の三天皇が師木の県主

の祖としている。これに対し紀では神武、綏靖、安寧の三天皇の后は事

代主の娘や孫である。 

第二代の綏靖天皇から第四代の懿徳天王の后の名前は、記と紀で違う。

しかし第五代孝昭天皇からは、微妙な音の違いを除いて記と紀の記載は

一致している。この事から記と紀では別の伝承を取り上げていると言え

そうだ。 

一口に欠史八代といっても、このように第二代の天皇から第四代の天

皇までと第五代から第九代までの天皇とは状況が異なっているのである。

ある人は決史八代の系譜が創作されたのは、八世紀後半であるという。 

すると、それは記・紀の編纂後の事になる。こんな奇妙な事はない。 

傾向的に記は矛盾するようなエピソード、辻褄の合わないような事も

そのまま記載している。一例をあげれば、トヨタマヒメの出産の件や神

武の妃の出生潭も、紀はすっきりした文章に仕立て直していてまるで違

うものとなっている。 

 

国史の編纂として長大な時間をかけた紀は、より多くの史書や伝承を

蒐集して合理的なストーリーとして記述している。すると全般的に記の

伝承の方が古く、その成立も古いと思われるが、中にはー逆の場合もあ

るので確定は出来ない。 

紀には多くの別伝「一書」の伝えが載せられている。この一書の多く

と紀の記述は勿論一致しないのであるが、記の記事と多くの一書の記事

は一致する場合が多いのには何らかの訳がありそうだ。 

歴代の天皇の系譜を見ると、その、すそ野は次のように広がっている。

神武の子たちの時代には茨田、手島氏に影響力を与え、その他十九氏の

祖になったという。綏靖は師木氏と縁組し、安寧の子の時代には婚姻を

通じて、伊賀、美濃、淡路に影響力を持った。 

懿徳の子は但馬など三氏の祖となった。考昭は尾張氏と血縁関係を結

び、その子は春日氏や柿本氏など十六氏の祖となっている。考安は吉備

に影響力を及ぼしたと見られる。考霊は十市氏と春日氏と縁を結び、そ

の子たちは吉備を攻略し八氏の祖となっている。 

孝元は穂積氏の祖と縁戚を結び、その子は安倍氏など二氏の祖となり、

孫の時代には二十八氏の祖となっている。開花は丹波と葛城と丸邇氏と
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縁を結び、子たちは讃岐、山代、近江に影響力を与えた、孫たちは二十

一氏の祖となっている。 

播磨国風土記には、次のような第五代の考昭の伝承が載せられている。 

大三間津日子（考昭の別名）は鹿が鳴いた所を「飾磨郡」と名付けた、

弥馬津比古命が井戸を掘った所を「御井の村」と名付けた、とするエピ

ソード。 

 

坂田友宏氏は「紀氏譜記」などの古文献を引いて、考霊のエピソード

を次のように伝えている。 

楽々福大明神は考霊の皇后である。考霊は身の丈七尺、顔と体は青い、

頭には三尺の角あり、飛行自在なり。考霊は熊野神社参詣の折に乞食の

ようななりをしていたが、近づくと辺り一面大海のようになった。 

考霊は伯耆で鬼退治をし、朝妻という美女を召し寵愛した。 

草創期の天皇家の系譜について植村清二氏は、帝紀は本来が系譜だけ

のものである、また旧事には八代についての物語は語られていなかった

から、その通りに記しただけ。としている。 

つまり天皇名や系譜を捏造したのではなく、記・紀の原史料とした

「帝紀」と「旧事」の記載に沿って矛盾はあるものの、忠実にそのまま

記・紀を編纂しただけという事になる。 

もちろん天皇と称する人物はいなかったと思われるが、幾つかの村を

束ねた部族国家がありその首長がいた。子孫にその人物の伝承があり、

天皇像のモデルになったのではなかったか。 

神武が大和入りした時には、地元の首長と目される、エウカシ、オト

ウカシ、ナガスネヒコ、ニギハヤヒ、ヤソタケル、オオモノヌシ、エシ

キ、オトカシキ等が住んでいた。このうちの何人かが２代から９代まで

の天皇のモデルだった可能性はないのだろうか。 

 

終りに 

 

いったい神々の時代（実年代）はいつ頃の事だったのか？という命題

に対し、大野七三氏は出雲大社宮司家の千家氏と高麗氏の系譜から以下

のように算出した。 

千家氏の場合は、実在の人物・果安（２５代）から８３代目の現宮司
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までが記録上１２８５年あるので、この年数を５９代の代数で割ると１

代約２２年となる。 

高麗神社宮司家の高麗氏の場合も、やはり現宮司で５９代であり計算

すると一代は約２２年となる。 

二氏共に一代２２年×代数で計算すると、西暦１７５年及び１９７年

の数値が得られる事から、神話に出てくる神々の実年代は西暦二世紀中

頃より三世紀中頃までと推定される、と述べている。 

また有名な籠神社宮司家の海部氏は、現宮司が天火明から８２代目で

あり、千家氏の８３代と併せ考察すると、８２、８３代以前が神々が実

在し活躍した年代であるとされた。 

この時代は弥生時代後期であり、一見するとさほど違和感はないよう

にも見える。しかし極端に寿命の短かった古代にあって、一代２２年と

いうのはいかにも長すぎるようだ。ちなみに近世ではあるものの、江戸

幕府の将軍職は初代の家康から１５代慶喜まで約２６４年間である。 

 

計算すると一代あたり約１８年になる。翻って天皇家に目を転じると、

今上天皇で１２５代目である。実在が確実視されている雄略天皇が、２

１代目とされているから１２５－２１＝１０４代となる。 

雄略天皇の年代を仮に４７８年とすると、２０１５年－４７８＝１５

３７年となり、 

１５３７年÷１０４代≒１５年（一世代）となる。 

算出に使う系図が、二氏～三氏ではやはりサンプル数が少ないように

思われる。安本美典氏は統計学を駆使して、古代の天皇の一世代は約１

０年だったと提示している。 

この一世代１０年（在位期間）を現代にまで広げてみると、天皇家は

１２５０年しか遡れない事になる。 

ちなみに千家氏に当てはめてみると、同氏は８３０年の歴史しかない

事になり史実とはかけ離れた結果となる。大まかに言って一世代の平均

が２０年程であり、前半の世代が１５年で後半が２５年で平均して２０

年位と見ておくのが妥当なようにも映じてくる。 

ただ諸外国の例を見ると、もっと少ない年数になる。現在の日本の歴

史はいったい何時から始まったのだろう？三世紀頃かそれとも二世紀頃

なのか？興味は尽きないものの立ちはだかる謎はあまりにも深く大きい。 
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 后 妃 妃 父 

神

武 

イスズヒメ  紀 

イスケヨリヒメ記 

 

アヒラヒメ 記 

 

アタノキミオバシ 

綏

靖 

イスズヨリヒメ カワマタビメ 記 シキノアガタヌシ祖 

安

寧 

ヌナソコナカヒメ 

 

アクトヒメ  記 

 

カワマタビメの兄娘 

アガタヌシハエ 

懿

徳 

アマトヨツヒメ 

 

フトマワカヒメ  記 

(イヒヒヒメノミコト) 

 

シキアガタヌシ祖 

考

昭 

ヨソタラシヒメ ヨソタホビメ 記 オワリノムラジ祖 

考

安 

オシヒメ オシカヒメ  記 姪 

考

霊 

ホソヒメ クワシヒメ（細）記 トオチアガタ祖 

孝

元 

 

ウツシコメ 

 

ウツシコメ    記 

イカガシコメ   記 

ハニヤスビメ 

ホズミオミ祖 

開

化 

 

イカシコメ 

 

タカノヒメ    記 

イカガシコメ   記 

オケツヒメ    記 

ワシヒメ     記 

 

タニハノアガタヌシ 

崇

神 

 

ミマキヒメ 

 

 

ミマツヒメ  記 

トオツアユメマクワシ

ヒメ 

オホアマヒメ 記（記） 

キノクニミヤッコ 

オワリムラジ祖 

オオビコ 

垂

仁 

 

サホヒメ  紀 

ヒバスヒメ 紀 

 

サワジヒメ（サホビメ） 

ヒバスヒメ 

ヌバタノイリビメ 

アザミノイリビメ 

カグヤヒメ 

カリハタトベ 

サホビコイモウト 

タニハタタスミミウシミコ 

タニハタタスミミウシミコ 

タニハタタスミミウシミコ 

オオツツキタリネノミコ 

オオクニノフチ(ヤマシロ） 



103 

オトカリハタトベ 全記 オオクニノフチ(ヤマシロ） 

景

行 

 

ハリマイナヒメ紀 

ヤサカイリビメ紀 

ハリマイナビノオオイ

ラツ 

ヤサカノイリヒメ 

ミハカシビメ 

イナビノワカイラツメ 

カグロヒメ   全記 

キビノオミ 祖 

ヤサノカイリヒコ 

ヒュウガ 

イナビノオオイラツメ妹 

スメイロオオナカツヒコミ 

成

務 

 オトタカラノイラツメ 

記 

ホズミノオミ 祖 

仲

哀 

オキナガタラシ 

オキナガタラシ記 

 

オオナカツヒメ 記 

 

オオエノミコ 

応

神 

 

ナカヒメ ナカツヒメ 

タカキノイリヒメ 

オトヒメ 

ミヤヌシヤカワエヒメ 

オナベノイラツメ 

オキナガマワカナカツ

ヒメ 

イトイヒメ 

イズミノナガヒメ 

カグロヒメ 

ノノイラメ   全記 

ホムダノマワカノミコ 

ホムダノマワカノミコ 

ホムダノマワカノミコ 

ワニノヒフレノオオミ 

ワニノヒフレノオオミ 

クイマタナガヒコノミコ 

タベノムラジ 祖 

ヒュウガ 

スメイロオオナカツヒコミ 

カツラギ 

仁

徳 

イワノヒメ   

     


