
交野市古文化同好会 定例勉強会

「伊勢神宮の成立と内行動

1. は 助 に

〇 内行花文鏡との出熱 ヽ

・イ発釧宮OW競
0月期 ¨ 鐵

・日前 囀虫 国懸神社の日像鏡 (ひがたのかがみ)日矛鏡 G酬まこのかめ

・平原遺跡 径46.5cnk重さ約8贈の佛製内
―

面

○ 冨嚇 として国内で140面出土している

内行花文鏡に関わつての呼称

赫  異咄  軸 と呼称 日赫

鰤  f護雲閂案略及働 Gまう)菫餞急 内嚇 と噺

2016.6。 25

南  光 弘

メノウ製管玉、ガラス製勾玉

2.平原遺跡 (福岡県糸島⑮

方形周溝墓 弥生後期 (約ろ1800年前)東西18m、 南北14mの噴丘墓の噴丘の中

難 剛こ展さ3mの害」竹形木棺が納められた崖輯から鉄素環頭太刀、装身具など大量の副葬品

が出土。銅鏡42枚の内、国内最大の径46.5c臥 重さ約8贈の国産鏡である大型内行花

文八葉鏡が4面、また内行花文鏡1面、打ち割つて重ねられた状態で出土していた。まな

径16.1¨ 醜 雲雷文連弧文鏡t四蠣文鏡 1面など舶載鏡37面が出土して

い観 雲雷文連弧文鏡は息津鏡に近<、 椛島山 6引ざしまやま)遺跡1号石棺墓から出上し

た内行花文明耀聞姉 と同じようなものといわれてい乙

発掘睦 会われた原田大六氏は 際 した神話』で「大型内行花文八葉鏡を「ノ恨轟日とυL
l号墓の墓墳周辺に12根劉自劇珈があり、上から見て、このうちの1(沐を縞Sと平行匹肛形在溌笏浮き上がる。短辺の中

央の柱穴を結んだ線の延長に|よ それ          ら`1メートノuまど雛れ日易謝珈 鞄ら,孔 こ¨

を結んだ線の回員ヒ房痔誦憫 5mに 向 原申報告書』が 動 としゆ り、その延長線

上に日向峠がある

原田大六氏|よ  Fモガリノミヤあるいは埋葬後の棺の内外に、鏡面を外にしてめぐらせ立て

かけたというのは、その被葬者が、生前に日迎えの行事をおこなつた誇示でもあり、日子 0日

女の姿を具現しているともいえよう。 (中田D・…・・三雲南小路・須玖岡本・丼原ヤリミゾとつ

づ<王墓には、舶載で普通の大きさの鏡はあつたが、傍製の大鏡はなかつた。平原弥生古墳の

時期に突然姿をあらわした大鏡には、どうした要求があり、どうした使命がになわされていた

のであろうか。四王墓に副葬されていた鏡が、天体観測の「日迎え」行事の道具として尊重さ

れたことは説明しておいたが、大鏡の出現|よ この日迎行事に特殊な黙 七日を設置したあらわ

れではなかろうか。日迎えは飯場峠から高祖山までの山なみでおこなわれた。それは一往復で

一年の暦とされたが、一年にはじめ<<りがいる。太陽が飯場峠から顔を出す時を、年のはじめとして、一年一度の大

祭日が決定されたのではないかと考えられる。・……それが、「お日待ち」として冬至の夜からはじまつたのであろう。

水稲は太陽の光線によって成育する。その太陽が冬至に至ること|よ その力がもっとも弱る日であるが、その日はま

た太陽が力を盛り返して<る日でもあった。それは一年の最後の夜であると共に一年の最初の朝でもあった。八腿鏡は、

この日の黙 Lのために鋳造されたものであつたろう。」

3.内動 と神瑚rx欝嚇ヘ ネ崚

(1)芽犠 礎 卿 躯 わ

瑕 副 は現存しないが、 R⊃鶴劇軋L言議引 ¨ 頃)の『 劇象恭罰踊踊蒙劃 には「劇際2埓収 天より降

しまして、埼門山 (さきとやま)に居ましU時、青犯 (あお|の の玉を以 (0ちて奥津宮の表 (じるL/Dに置き、ハ尺雄 (や
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さか|の の紫玉を以ちて中津宮の表に置き、八腿鏡を以ちて辺津宮の表に置き、此の三つの表を以ちて神の賠 0つ の形と成

して、三つの自に納めたまひ、部司隠りましき。因りて身形 (みなか0の 部と曰ひき」とある。 は 社は三女命の玉鏡

を納れc大を祀つた神社むなかた電子博物館紀要第2号より)

0)1発財1日と局に真輪辞識急 ノ褻鏡

・三種の神宝 (辟嵯雛議却長』延暦23年 0804)内行花文鏡『御鎮座伝訓  G唖蒙欝嗜、奈良時代の作?)に「7願

八崎八葉形也」とある。T腿は18c貼 ノ爬はその周長b周長が1輸 であれい

・ 艇墜郵調によ劉よ ノ畷 |よ 御樋代という円筒形の容器1齢崎 られ、そ以 内径はl R61B分という。凡袖 耐

器といえ乙 神体を納める御樋代の寸法から、ノW努謹広きさは自ずと類推され乙

*崇神紀で腱彗利誌尊申そ齢側 の出身の皇女豊鍬入姫命に託けて倭の笠縫邑に祀り、更に理想的な鎮座地を探じ拠劇己

『日稀 硼 で|よ 笠縫邑のあと、菟田彼幡 (うだのささ1詢 、出 祭 伊勢、五十鈴川上というコースをと乙

日数日命出記』で|よ 菟田mと 丹脚噺瘤、ぃ ョ ]饂鉢密ヽ糸副1ヽ腋 額 日前本宮を転たとし 倭姫命 (やま

とひめのみこと)が引き継ぎ90鋤 すヽて伊勢国に至」り、五十鈴磯宮というコースをとる

*肥男読副 の ワ

“

%韮夢¬ の革に ワヒ灌油唖 [範罪攀木黎 こuここⅨ 、上枝にノ̈ 酷 の雀陥耐圧を

取り著|ス 中枝に八腿鏡を取り繋|ス 下枝に白不贈敲 青和幣を取り垂でて、・…・・」とあ乙

また、鏡について「天の安の河の河上の天の堅石を取り、天の金山の豊 (まがね)を取りてt鍛人天津麻羅を求ぎて、伊

斯許理度賣命 (いしこりどめのみこと)に科 翻 ∋ せて鏡を作らしめ」となつている。このことから懸けられた鏡は鉄

製と考えられ乙

*面白いこと|こ 『日稀 副 の■劃よ 「是の時|こ 鏡を以て其の石窟 (いわや)に入れし引よ 戸に触 (つきl⊃ れて小

瑕 (こきず)つけり。其の暇、今に猶存 (うの 。此即ち伊勢に崇秘 (いつきまつ)る大神なり。この内容ま配捐需副

には触れられていなしヽ

*『仲齢 硼 筑紫国の迎え舶には「上枝には白銅鏡 (ますみのか力場Dを印女 中枝には十握剣雄 ド女 下枝に1脚 順  (や

さかに)を脚ズ 」とある

*御神体となるの|よ 配男需副天孫降臨の章に動 よ 専ら我が御魂として、吾が前を拝 (いつ)<が如

…

」

「このコ自分剛よ さ<く し致 五十鈴の自に揮 (いつ)き祭る 」と記述されている。ことと、『日稀 硼 ネ峙

九段|こ 嗜 力児 此の宝鏡を視まさむこと、当に吾を視るがごと<すべし 与に床を同<し殿 (樹まとの)を共にして、

斎 (し まヽひの)鏡とすべし」とのたまふ。要|よ 鏡を御神体として宮中に祀るということのよう己

C)元伊勢籠神社 (宮津市字大垣)と内行花文鏡

・僣籠ネ覇は勇廟司踊云齢

辺津鏡 径直径95 cm「日而月内而」「明而麹 銘 前漢

息津鏡 径 1 75cm「ξ誼踊剰 銘 後漢

・天武天皇の時代に与謝宮を籠神社と改め彦火火出見命を主祭神として祀つてき

勧 ヽ元正天皇の養者3年 (719)に本宮を実宮員名丼神社の地から、現今の

本宮に遷じ毎到豫蒻辟収 %を 淵 申とし0日穀1晨肇影埓収 天照太嗣頸て勢辞申の たつの を祀つ,L

*彦火火出見命『日稀 硼 では壇瑣杵尊 (ににぎのみこと)の子。海神の娘豊玉姫と結婚し 1調鵜草葺不合尊 (うmSヽ
きあえずのみこと)を生む

*彦火明命 (ひこほあかりのみこと)σ潟臥 天火明命・天照御晩神 0天照国照彦火明昴・饒速日命

祭神の ¨ 」=「天火明命 (あめのまあかりのみこと)」 、十種 (と<さ)の諄宝を将来された「天照国照彦火明命

に ギハヤヒ)」 。ここの神主烈枷 造から始まり、大化改新後に祝部 ぐま3り)となつて現在の自司に至るまで代々

海部 (あまう 氏が直系で世襲してきた。国宝海部氏系図は現存する日本最古の系図である力ヽ 始祖彦央明命が2枚の神鏡

を大孫として天祖から授かつて大不□国及び河内は嗜峯、そして、丹後 σ勁0で|よ 海上の冠島に降臨しこれらの地方を開

発臥       とし耽れている 真名丼原にある丼戸の協に|よ 日巳朦嘉乱断馴動 と亥」まれた石碑がある 天忍穂

耳尊の子である天火明師の子ネ軋 馴ま天造日女命 (あまつ<るひめみこと)。 天造日女命・大倭姫 0ブ゛藁懃肺  (ひるめ

ひこのみこと)の名も持つ宇那比姫命と、その孫になる大1劉膨暖蒙齢断 Vう曜敦助 寵されていみ
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*国宝海音口直氏系図で|よ 正載吾勝勝也速日天押穂耳尊→ QttD天照国照彦火明昴→ (児)天香語山命→ (孫)天村雲命→

⊂ 世孫)天忍人命 G輌警0→略→ (十八腑 鋼 匪薇釧頭綸  (十九世孫)建振熊宿耐→ (二十腑 癖 β直縣引略

→八十二代表 海部直光彦視となつてい乙 天香語山は『先代1駆動齢刷 では饒速日命の子、尾張連等の遠祖といわれて

いそζら

*十種神宝とは、天照大神と高木太神 (高御産巣日神)が饒速日尊に授けた「天璽瑞宝 (あまつしるしのみずたから)」

のこと。「源都鏡 邊都鏡 八握創 生玉 死返玉 足玉 道返玉 蛇比膿 蜂比譴 品物比向

(4)紀伊国―之宮、日前神宮・國懸神自と日像鏡に日矛鏡

・石凝姥昴がノЧ躍境に先立って造つた鏡とされてい硫
0日前神宮の祭神は四 帽 α癌謝義剰 影疇申と

…

日筋 ④ 力たCめカレDZ書 ll■とし日麒 申を祀つていみ

相殿に思兼命に石凝姥昴 (いしこりどめのみこの 。國懸神宮|よ 日矛鏡 (釧まこのかがみ)を神体とし 國懸大神を祀乙

相殿に玉祖命、明立天御影命 (あけたつあめのみかげのみこと)、 錮女命 (うづめのみこと)が祀られてい乙

・由緒t鎮座についてt『御鑽座略記』『日稀 硼 la天照大神が岩戸隠れレロ祭 石凝姥命がノヽ肥鏡に先立って鋳造し

た鏡が日前宮に祀られているとの記述がある。また、社伝によ劉よ 神武東凪税篠研罐 2年 紀国造家 飾正0の祖

神にある天道根命 (めめのみちねのみこと)力ヽノ職 に先立って鋳造された鏡である日像鏡に日矛鏡を賜り、日像鏡を日

前宮のに日矛鏡萄國懸宮の神体としたとしている。当初は名朝 時衝認阪宮に祀られ 垂仁天皇16年に名草郡萬代宮、そ

して、制 秋月に遷座したと伝えられている

以来ヽ天道根品の末裔で脇 引訓動ま 紀氏によつて奉祀凱 両神宮の祭神が 動 軽ヨ に次ぐ宝鏡とされたため

|こ 伊勢神宮に次いで朝廷からの崇敬も篤<、 延喜式には両社とも名神大社に列している

*『日稀 硼 神代上宝鏡開始第■の一書に「石凝姥を以て冶工 (た<み)と為し 天否山之金を採りて、日矛を作らヽ 、

また真名鹿の皮を全 (うつはぎに)剥ぎて以C大羽輔 GStぎ)に作′孔 此を用て造り奉る神 (みか01よ 題 陀孫引掴

に坐します日前神なり。」その内容は次の4つ。

1 石凝姥を治工とする 2 天香山の金 (かね)を材料として日矛を造る

3 真名鹿の皮で天羽輔をつ<る  4 天羽輔で作つたものが紀伊国の日前宮斜 嚇べ ということになみ

助 し` 『断 訥舗劃 ―巻で|よ 石凝姥の造つたものま「日鯛 。傷があり日前神|こ 巧<できた鋼ま伊勢大神なる。と。

伊勢神宮が大照大神を鏡 C鵬 として奉祀していることから日前神=鏡とし ついで、日矛=日前 収 そして、日矛=鏡
という形を生み出しんのではと考えられる

*『先代1曝勤稀剛 によると、天道根剣融 日尊に随伴した神にの一柱である。饒速日ヨよ 最初に降臨したネツウDヽ 次に

降臨した天孫瑣々杵尊の後裔神武天皇に相順している。饒速日尊に|よ 32人の防衛、五部人、五音鍵雲ヲα暗に 十五

音[人など、多<の神
～
が随伴伝 天道根剣脚 の‐柱であつたと考えられ、国懸神宮に|よ 日矛鏡が祀られてい勧 ヽ

国懸神の相困ま劇まり「矛」であろうか? ペンタクロス文化の清水守民側ま鵬綾杉文銅矛」ではなしい といってい乙

*日前宮のある秋月に|よ 素嚢動 眠 五十猛命 (いたけるのみこと・大屋毘齢 0と
―

廣急 者隕 師 の三

神を祀る木國―之宮、伊太郡曽神社が永ら<鎮座していた  膨護燭副 には「伊太下Б曽略 劇訴醐 6年 10月初亥の日当

所に遷り綸 3」 と記されており、伊太郡曽神社が現在の社地へ卿 ま和銅6年 (四暦了13年)ということのよう尼

日前宮、國懸神宮はこの頃に遷座しだのではと考えられ乙 神社を観て清水守民氏は「日前宮は出雲型の設計をそのまま

利用しQ⊂られたようで、寿 申劇鎚 い払われたり隠されたり。五置星徳矧ま天孫族のものとなりまりL」 とプログに

載女 :いみ

3古 鰤 臥 古墳副鮮品と内行花文鏡

(1)平原遺跡 (福岡県糸島⑮

方形周溝墓 弥生後期 鮨‖ 800鋤  平原遺跡1号墳・長宣子孫内行花文鏡 (雲罫翅流),跛18.8センチ (福岡

県糸島⑮ 木棺墓 (四葉座内行花文鏡2つ その他|こ 方格規矩鏡32面・大型傍製鏡4面・妨製鏡1面が出土されている

期 5号帥 ら|よ 木龍力`ら日鶏 価 期Ю と甕権力岨」ky■ 2号帥 ら|よ オ棺と■紹こ2蹴脚直器 G性衝①

が出土されている

近<の、三雲南小路遺跡 G蓋∋鰤 からは径27.3cmの国ヨV動境 醐 など35面鋼鏡d量L
丼原鑓溝遺跡       から中鳳 舶載鏡の銅鏡21面k須玖岡本遺跡 G岬 中期卜後期)から32面の前漢

鏡が出土している
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(2)飯氏馬場遺跡 幅 岡県福岡市西区周船寺)

甕棺墓7号甕棺より径17.4cmの四葉座長宣子孫内行花文鏡 (雪雷文鏡・渦文・最古級)と最古級の大隈式上器と共

伴して出土υL
(3)瑞龍寺山山頂墳丘墓 解 市寺町・上加納山)

確 劉 径22.lc耐味萎軒孫内行花翅見 他に碧玉製当玉 )封本 高K器 台び士L
(4)跡  (外出)茶日山古蹟 い

墳丘長207メートリ以 前方部が細長しい 古墳時代初期の内でも比較的新しいものであり、箸墓古墳に後続する

時期に造営された巨大な前方後円墳であ 後円部の頂に高さ2メートリ喝駄 下辺9.75× 12.5メートルの貼石のある

矢卿 ち り、また方形に巡る有子Lの壺形土器 (二重□縁壺形土器)が壇の裾周りに巡らされているのを別にすると、墳丘に

埴輪を使用¨ 力拍たしヽ 注目すべき|よ 段築面には言石が施されているこの古墳の後円音[の空濠の外lミ 塞堡祖生がある

ことである。まな 前期古墳の副葬品の典型的な組合せ、銅鏡や麒 剣や刀などの武器類をセットにしていることである

鏡の破片から復元すると斜縁二神E獣鏡、方格現嘔馴嘲嶽 喜奔部員 I踊蒸研嚇 1面、内行花文鏡3面、三角縁神獣鏡

4種6面、計9種類で少な<とも13面硼 」ゝ葬されていた 鋼鏡の破片の中に「是」とみられる文字が書かれていたもの

もある

(5)楢井六厖せ嵯:G越糊ラ村剃 ||〒■日)対D
全長約180mの前方後円嵐 31J溜券報が霜包

―

防4段に築かれ 葺石が存在する。コ画認調雷忍されていなしヽ

1953年t後円音防 ら`竪穴式石室が見つかり、石室内には朱が塗られ 粘土床には1 0kgを超える水銀朱がまかれていた。長

大なコウヤマキの害」竹形木棺を安置しているb銅鏡 (三角縁神獣鏡33面、画文帯神獣鏡1面、内行花文鏡2面、方格規矩鏡

10が出九 内行花文鏡2樹よ 破砕されていた 図柄が伝ホケノ山古墳出       行花文鏡とよ<似ているという。

また、すべて m瞬軸 といゎれてい赫 懺 よ 鏡面を外にして召室の壁に沿つて難 Nサられていた。他に武器・

武熟 農理ミ 漁具など数多<幅断 が出土υL
(6)ホケノ山古墳 (桜丼市大字箸中字ホケノ山)

布留1式期 (小型丸底土器)3世紀中頃の築造。全長約80mの 前方後円亀 墳丘には葺

石が敷かれ、段築があることが確認されているb周囲には濠がめぐらされてい乙 埋葬施設ま

後円部中央に築かれた色囲い木椰で、長さ約6.5m、 幅約2.6mを 測り、惇:内には長大

な木棺が納められていた。出土遺物1調剛嶽 嘲 曜鋼嶽 径2 3cmの長宣子孫内行花文鏡や

鉄鏃k刀貪」類t工具など。定型化した前方後円墳の成立過程を矢□るうえで重要な古墳として注

目されている

(7)メスリ山古墳 嚇 田)

全長約225mの柄鏡形前方後眠 高さ23m(後円音D4世紀前半の築造Ь墳丘は3段

に築かれ 葺石、埴輪例力師 る。後円音剛こ

…

2轟 ほ うち 1姜Jこ遍」葬品

を収めることを主目的とした副室と思われみ 出土遺物|よ 内行花文鏡 0三角縁神獣鏡の破片、

石釧・略 ・ [響熙501寄ヨ形百製品・い 時    (ごうの ヽ玉類 0刀剣なこ

(8)黒た 損 欲 瑠 悧 休 m
オオヤマト古墳群の一角。全長約120mの 大型前方後円亀 大きな丸い塚に長い突起が

付いた形じ築造年代は290年～310年代の布留式土器からみて、4世紀初めか。三角縁神

肇鏡がかなりた<さん出土したこととその副葬位置について、発見当時から注目凱

棺の中央の朱がある部分1勘 筵かれたところでt棺内に|よ 頭部と推定される位置に一

面d珈勤好辞飢 えられていた。棺外の両1貝」から、朝 師 3`3面出てきた。三

角縁神獣鏡は径2 2cm畝 画文謡碑艶淵確 13.5c貼 この鏡だけ棺の中に入れられて頭

のそばに立てかけられていた

(9)下池山古墳 (天理市成願判

前方後円嵐 全長120m、 古墳時代前期前半・ 4世紀初卜中亀 前方部をほぼ南面に向け

み 葺石あり、埴輪なし 2段到丸 埋葬施設は英締 (きょうちょ)棺て葛野槙材の割竹形木

棺が発見された。出土遺物|よ 径37.6cmの内行花文鏡・四葉座八花翅嵐 狙 管玉、ガ
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ラス玉など。石室は安山岩の板石を用いており壁面には赤色顔料が塗られていた        __
内行花文鏡|よ 50cm四方の小石室から発見されてい勧 ヽ縞模様に染められた絹織物等

から作られた巾着袋に入れられ木箱に納められていた。また、この木箱も羅を使つ層撻 の  省諷三lζ
“

箱で当時の最高の素材と技術」駆使したものと言われてい乙

(10)初レワυ家五贋 ¨ 財嘔D
築進墨説肛せn劃堤計寺誦虞扉沌斗亀動 撃亀イ麦円音蘭工腋 |こ翔ましヽ 耐 KD正霊5は3Ⅲ犬

であ勧 ヽ撥形のように広がってはおらずむしろ引ぎまっている 周濠は墳丘西において未

確誘七全長約94m。 後円径54m。 埋葬施設の主室は後田部噴丘中焙 随第調日爵血こ沿う

竪穴式石室 (長さ約3.6m、 幅約3.6m)、 舟形の割抜式木棺 (長さ約2m、 幅約1.   ヽ
=

2m)で同棺からは同鏃と鉄器が出土uL直 径lmの不正円駒 」て董豹垢受けら,ほ 径3  
｀

9.7cmの大型傍製長宣子孫内¨ 幣的 られていた こOJjヽ石室|よ 板石が天丼の方にせり出した含掌奇日彗c副鮮品

埋納の副室と考えられているb鏡は市で<るまれJ固の輝石の上に鏡背を上に置かれ そのあと小石室を築いたとみられてい

乙

(11)馴 韻

古墳時代前期前半、4世紀中頃め弱a全長70mの前方後円墳で未盗掘の状態で発見され

ている。後円部の直径40m、 高さ4.5m咀 前方部の長さ30m、 高さ2.5m。 後円

音に 段染成であり、葺石が敷かれている。竪穴式石室の内部には両端に縄掛突起を有する舟

形木棺が安置され 木棺の内外には亦色顔州が塗られていた 棺内は2か所に仕切り板があり

3分割されていた。大型傍製内行花文鏡径23.6cmを 含め2面、三角縁神獣鏡 G鵠∋ 3
面、合わせて5面の鏡が伎葬旨窮費訓a枕元に添え0犬態で置かれてあった 北側に銅鏡が

3面、南側に2m福 雌 れ、そのうち硼 韻」σ2面と南側の2面よ 鏡面を被葬者に向ける

形で南北の仕切り板に立てかけられていたと推定されてい乙 J韻」の一面 (内行花文鏡)のみ

が鏡面を下に伏せておかれており、他の鏡とは取り扱い方が異なっている

(12)松林山古墳 (静岡県磐田市鎌田)

全長約107mの前方後眠 古墳時代前期4世紀後業褒襲包 後円部径約65m、 前方部

幅約48m、 葺石・埴輪・周濠を備える 埋如晦訓誰 円部墳頂に構築された竪穴式色至 c、

長さ約7.9m、 幅約1.3m、 深さ約1.6mσ茫避ヨン斜争M潮著附 近から舶薗三角縁神

獣鏡と一部重なつて傍製内行花翅嵐 周りに朱が多<残る 同じ<埋葬されていた舶載内行花

文鏡は足下側に置かれていた。他に、鏃 巴形銅器、独

…

武器・武具、工

具など数多<の副葬品が出土している

(13)長目塚古墳 (熊本県阿蘇市一の自町中D
全長約110m、 後円部径約60mO高さ9m、 前方部幅30m・ 高さ4m例 11        麦円亀 5世紀後半の

築造:周濠。朝顔形瞳倫戯劃吻聾誌 どが配列されていた。この古墳には二つの主体部があり、後円音随理事教熙は定かでは

ない八 耐 随浬勢試石室には丹が残つており、小型の内行花文鏡の端に成年女性頭骨がのった状態で出土。本鶏瑯 に

副葬されていたのか。鏡は組穴も全面も磨滅していた。他|こ 碧玉製管玉・ガラス製丸玉・太刀・刀子・矢筒に入つたままの

鉄鏃・鉄斧どα癌動 土している

(14)快天山古墳 ∈訓 1県丸亀市綾歌町栗熊東・帥

全長約110mの前方後円墳t後円部長68m、 後円部高10.5m、 前方部長

35。 6m、 後円部高4.3m、 <びれ音帥冨32.5mを 測り、前方部3段t後円

音剛ま3段若し<はそれ以上の段築を有する前方後円亀 埴輪の特徴や副葬品の内容

等から、古墳の築造年側ま封劃計鮮癖柳帆 古墳時代前期に限れば四国で2番目、

瀬戸内地域で5番目の規模といわれている。また、葺き石が施されていたこと、テ

ラスに3mから4m間隔で円筒埴輪が配されていたことも判明した 埋葬施設とし

て|よ 後円部に2基の竪穴式石室と1基の粘土椰の存在が確認され いずれも割り

抜き式の割竹形石棺を有していた 害昨妍え甜劃z妃塞撃計舗醐耽鶴副難世或において築造された前方後円墳を中心に採用された

形式であり、香川県鷲の山産C産体z的馴 された。この相 藷 」竹形石棺を採用した古墳の中では最古期に位置付けられ乙
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副葬品はすでに盗掘を受けていたバ 中心主体の1号割竹形石棺から糊 國琳嚇鳳

鉄刀・鉄剣・鉄鏃t鉄斧・鉄撃t刀子、団 k管玉・勾玉など、第2号割竹形石棺から

は女性骨に伴つて径1lcmの傍製内行花文鏡片・鏃 よ f寿業 刀子、管玉、第3号割

竹形石棺からは男性骨に伴つて径9cmの傍製内行花文鏡が出十している

(15)月の輪古墳 (岡山県美咲町飯岡)

直径約60m、 高さ約 10m、 2段錬減K燿轟醐韻帽 には造出しがついた大型醜

古墳時代中期の築造、4世紀末～5書
`]彊

見 斜面には角ばつた石で葺石が敷かれ、墳

頂0段L檻 剛こは円筒埴輪や朝顔形回鳳 形象適論機血軋 墳頂下で検出された2基こ淑赴諄い ら、人骨のまりヽ鋼済や装身

具、武器、武具など数多くの副葬品が出土している。被葬割ま交陛と思われるがヽ中心主体の南側酬 占主檸「から径9cmの内

行花文鏡が出土している

(16)駒ケ谷宮山古墳 α2曳鰤市駒ヶ⑥

墳丘長約65m― 古墳時代前期の築造Ь円帥 納勁 UN葺石が施されていた。また、後円音剛こ竪穴式

石椰11雲 耐 剛こ劇

`品
で粘土檸,2基が検出されてい乙 竪穴式石惇:と南側中 ‖こ|よ 丸太を半分に割りその中を

割り抜いて作つた棺を納めに痕跡が残つてした 耐 随光量諄に瀧内から径9.8cmの内¨ 土しているb同じ<
2号粘土椰からΞ角縁神謝鏡1面出土しているb他に鉄製の刀貪喫窄ミ石釧・勾玉・竃箋Rガラ迎 よヽ玉などの副鮮品が出土

していみ

(17)鶴aコi」贋 G¨
前葛箇副亀 埴輪葺石な晩 内部由困ま後円部か、害昨内 、竪穴奇目報 長3m以上 (南抑 ・高1.2m・ 幅

○。91m G騨炸翻D、 下層に朱層があり50歳前後の女性骨と伴つて画文帯神謝鏡と内行花文鏡と鉄刀が出土してい乙

(18)七夕池古墳 (福岡県糟目請剖瓢D
30mの円墳:高さ約3m、 3段築成の円墳で葺石を備える。周囲には幅約3.5mの濠がめぐる。4世紀末頃の築造。竪

穴式石室内から1ゴ■翅J日の型頭付近に本箱に納めら網 んどα 径12.2帥の内行花波鍔約怖に<る制 を上にして

出土している。他に玉類(刀、琴柱形石製品など数多<の日」葬品が出土してい乙

(19)蛭仙 韻 鯨 者脈蕎 霜断 帥 D
全長145mの前海幽]亀 古墳時筒前賜籐業が翰包 墳日ま3段剰素 斜面に葺き石272,OOOI臥 1900t丹

後型円筒埴輪がテラスには埴輪推定600本も後円音剛ま3基剛璽剛橋偲 中心は割抜式舟形の花商岩石棺で全長3.lm、 1日

1.lm。 棺内外にベンガラ。

墳周瓢こは埴輪で<天円地方の観念>に基づ<内方外円×由を形成:遺物|よ 棺内に長宣子孫内行花文鏡1面t=菓環付鉄

刀1本、周辺から鉄刀6本 鉄剣15本t鉄槍4本が出土

(20)一貴銚子塚古墳 (福岡県福岡県糸島祠

…●●…

103mの前海箇∃1島 4世紀後業が弱包 後離 随理ソU茫達力 ら`10面の鏡出上 傍製

=角縁神肇鏡8面が4面ずつ遺骸の左右の棺外壁面に立てかすられていた 伝世品の径21.

7側の長宣子孫内行花文鏡とい 國酔戦静駄慇帥 短暑酬則の教石上に置かれていた。

(21)花光寺山古墳 (岡山県瀬戸内市長船町月賠D
全長100m         4世 紀後半の首長墳。後円音陥37メートリk前方部幅

瞬 メートルで適論械う乙 後円部頂にネ団開恢薄議鋼たW拘あ り、その両小□に板石による

」唾ガ吋属す乙 J韻」」唾か ら鹿 面、径24.5cmの長宣子孫内行花文鏡と傍製三角縁神獣

鎮 初隣ヨ獅闘ミ鉄鏃t刀貪虫矛、刀子、斧などが出土uL石 棺

内の装身具などが出土υL
(22)向野田古墳 G暗 土祠

墳長86mの前方後円墳:古墳時代前期 に齢 ひDの築造b後円

部径53.7m、 高さ8m、 前方部幅33.5m、 高さ4m。 量塞

者|ま3(F監劉多ИO代の女性で竪穴式石室内餌 mの舟形石棺内に造り出された石枕上りの枕元に

径1 lcmの長宜子孫内行花文鏡が鏡背を上に置かれていた。鏡の文様は摩滅し 紐謝ま瀾箋に光つ

ていた。石棺は阿蘇ピンク石 (馬門石)で造られている
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4天 武・持統天皇と伊勢神自の成立

(1)天武・持統天皇と伊勢神自の成立にかかわる動き

・天武元年 (672年)壬申の乱

6/24大 海人皇子、吉野宮を出立

6/26「可剛招随渕以011の辺にして、天照太神を望 (たよつ 拝みたま&」 とあ乙

望拝の地|よ 伊勢多氏の舟木氏の本拠地であ60日 市市大鐘の太神翻よ 明治時代まで舟木氏が宮司であっD。
この舟木氏|よ 日神を祀る氏族だから、この地での天照太神の望拝と|よ 舟木氏の祭祀といえ6
6/27野上二帯目郵記 吻辱け断風 朕を蜘すたまはば雷なり雨ふること息 (や)まむ」

略軸 としての天涛中¨ 飛鳥浄御原京ヘ

「浄」|よ 「ケガレ」日常の生命力が枯渇するここ 硼ま忌むべき「ケガレ」 不浄の極わまリカ%
皇 (おおきみ刈書劇こυ聾ビば 赤駒¨ S、田丼を京師となしつ (大伴御行)

大君1書制こυ聾団ざ 天雲の 雷の上に 庵りせるかも 輌隣以痛日)

畑 欝劇こし出団ざ 水鳥の多集 (す0<水 沼を京師となしつ (イ情響儒∋

*称号 妊 →建 に (*1998       ら`の本簡山ム 富本銭も大量に出⊃

倭マ国号日本へ、 日日唐書」が初見である 了02年に派遣された遣唐使。粟田真人が初めて対外的に用いた  (「l●

から日本」の成り立ちについては堀回発表テーマとす0
・天武2年 (673`→

4月 導 市        ウue嚇帽 に遣侍 (たてまだ)さむとして、泊瀬の斎宮に居 ぐまべ)らえ 、こ

れままず身を清めて…」 0璧ミ 10月に伊勢に向かう)

斎自の造立  ∈垣菱電寂語L国史跡指定2km×700m)
聖なるライン「太陽の道」と南北ライン「新羅の道」の交点に造立された斎宮 帥 。斎宮跡に元竹神社跡 (タケ・

聖なるという意 祭神 0長自コ琳申・大伯勤 Ч嘘 としてこの地に来臨しU祭 麻績氏が頭に任じられているb竹

中 収 長自22神は麻績氏の時神であり、麻績氏が創建したと推測されていa)が 発掘されてい乙 伊勢神宮

は斎宮より1 0km～ 1 5km離れてい乙

〇 以蝸影慎当 餓 申を祀るヤマト王権を譲哉 北緯34度32分)→唐・皇帝、聖と浄

師 木石上神低 伊勢久舗 囀虫 長谷象 葺 証k亀築蓋コミ 田¨ 財虫 山 酬 財虫 斎宮 (ヤ舛財D
・祓戸、神島のノ甲帝閑め阻おミ東西約200km

大和の2つ¨ 囀L`則乍坐天照御魂神社と他田釉 申社があり、敏達6年 (577つ 趨 辞囀虫 他

田に日〒賠50まつり″や が置かれている

○ 疇析融の直」臥 同族意識、東経136度37分)白山比鮮社t美濃国安八麿評 C謝踵訴ン多臣品治)赤鉄鉱の

鰤 e eLb、 注目崖論辱可季事目k 蕩計
=ヨ

た滝mレ3、

→屠登息 多氏 I巽懃か観■ミ ラ嘲嚢冊息 1圧倒亀 これらは「天日明命」「日ネ朝 を祀魏

武力財力で大海人皇子を支える。鉄器など̈ 亀

→津島中要出ま素養珈 ¨ 540年|むヨ五 峰 曜 男尊1訓ヨβら島国の本主なり、故に日本の

総社と崇め給いしなり」

・天武10年 (681`⊃ 7月

―

    (お 樹まら,つ

目的の

「

つ|よ 大王天武の災気を祓い祓柱 Cヽラヘツモノ)である奴婢にケガレを移し もって大王の命贖 (mう
ところにあった。清浄な大王 (天武)の対極|こ 罪の続を一身に負わされた奴婢に賤という虚偽の構造を倉」出uL

・天武12年 (683年)複都制の詔。 限 に都つ<らむと欲 (おつ 。」韓 洛陽を倣う。

詔勅|こ 天皇ま自ら、「明神 (あきつみかみ)と (し0対 ∪刺(を)御 (しら)す日村 匪弓曜コ と称υL
O天武13年 (684つ  ノヽ色の姓と48階の冠位

・天武14年 (685年)詔「諸国、家ごとに仏舎を作り、礼拝供養せよ」

百済大寺 は 寺)、 薬師寺の創建 (天武90。 脚 憲 奴婢専用の門

・朱烏元年 (686年)*川島皇子らに「帝記」上古の諸事を記定させる

紀伊国国躊 臥 飛鳥の期虫 住吉大社に奉幣。天武の病気回復を祈願

7



*紀伊国国懸神とは紀伊国日前神ではな<、 国懸神の神格の一である 聯引到ヨ1凛当方林朝 と見るのが素直な見方。日の

ネ収 醐 収 木の神か

天武天彗描飢       る。大来皇女t斎王を解任される  「伊勢の神祠 (やしづ)に奉る皇女還りc蘭孤こ至駒

0持統3年 (689年)4/13革 壁皇子、売去

柿本人麻呂の挽歌

「日並皇子 (ひなみ― こ)尊の強宮 (あらきのみや)の時、柿本朝臣人麿の作れる歌―首並IJ療知

天地 (あめつち)の初の時ひさかたの天の河原に八百萬 (0まよろづ)千万神 (ちよろ勁 の神集 (かむつどひ)集

ひいまして神分ち (かむわかち)u時に天照す 日女 《反

"め
の尊 天をば 矢]ら しめすと 葦原の 瑞穂の国を 天

地の 依り合ひの極 (きはみ)知らしめす 神の命 (みこと)と 卸 喧力さ別きて神下し ∽屹Kだt/mいませま

つりし高照らす日の皇引い     (きよみ)の自1辞回 ら太しきまして天皇 (すめろさ)・ …・・」
―

・巻201
67)
6/29 驀譲封鵬訴漸馘t(天武 10年以来8`噺Э

8/2  伊勢に新たに「日● |」 を祀ることを決める

・持統4年 (690`わ

正月即位大塵際t物部連麻呂朝臣、大盾を樹つ。中臣朝凱 天神寿詞読軌 神宝 剣と鏡

塞り嚇颯ヨ0轟 G謝硫6-
*老朽イロ誇 ガレ。対 胡Ъ 神の生昴力を衰えさせることとして

一
*31性美諄餞研呆存とネ       云承

○遷宮は東西軸の世界観にもとづ<蘭殿地への宙覚塾乳 古殿地のЫ剛日泌 ず保存され新たな遷宮とともに永遠に継

承されているb遷宮とは太陽の運行に合わせた東西軸にもとづ<御辮馬の永遠の呼吸運動であり、そこには「日の御

子」による日神祭祀の東西軸の世界観が古|ヽ力k連 綿と継承されてきている

○

…

朝豪 天孫陶臨を再現した

覆瑣杵尊に天照大神の孫として高天原から地止に降臨するにあたって神勅

「豊葦原の千五百秋 (ちしヽまあき)の瑞穂の國|よ これ吾が二丞Kうみのことの正 (きみ)たるべき地なり。爾 (いま

D皇 孫 (すい 、就 (ゆ)きて治 (し)らせ。行実 (さき<ま0。 寅詐 (まつひつぎ)の隆 (さか)えまさむ

こと、営 (まさ)に天壊と窮まりなかるべt/」 。 (『日稀 副 )

肥男請副 で|よ 「この豊葦原の水穂の国|よ 汝 (いまL/Dの矢□らさむ国なり」

*不改常典―天智天皇が定めたとされる 元朋天皇の即位詔にあるb以後即位詔に使われることがあつた 一系相続 (続日

稀 D
・持統6年 (692年)伊勢行幸を強行。しかし 参宮していなしヽ 三輪朝臣高市麻呂幅 ネ轄『 嗜 気)等の国造に

融 桃

5月、伊勢、大|ゑ 住吉、紀伊の四ヵ所の翻こ幣需をささ1哄 新盃宮 G雄評つ のことを報告しL
新羅の調包屏歎 住吉、超巴 刻熱 菟名足に奉つた

*伊勢と|よ 皇祖神となつた多気大神宮で祀そりue尊輸 ことか。糸副:%絆申とは国懸神から天照太神とした日前神か

・持統8年 (694年)藤原京に遷都
0持統10年 (696年)高市皇子の死を悼んで作つた長歌「…行< 鳥の あらそふ間に 渡会の斎 (し そヽ爽♪)の宮ゆ 神

風に い吹き惑 はじ 天雲を日に目も見せず 常間に 覆ひ給ひて 定めてL/J  疇 20199」 柿本人麿

嘲

・持統11年 (6970持 統涎藝 崩御。最初の庭鷺 銀菖に入つた骨。桧隈大内陵―朱火煉形

・文武2年 (698年)当畜 (とうき)皇女 C苅責應彗磋聾υ を遣わして斎宮とし 伊勢の神宮に仕えさせた 伊勢 (皇太

ネ襲つ の「齋宮 (いつきのみや・初 」の確実な例として1灘訓残

12/29 嗽 帽 を度会訓こ遷す。」

度会郡大宮町滝原に御鎮座している滝原宮説が有力。宮域は447,893面
白 |1上流□回払 元|よ り||`併収 水戸 G貌蟄そ⊃ の働帆

。大宝元年 (701の 大宝律令の制定
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主たる編靱ま天武天皇の皇子、汗暗S(オ支 ズゝyヽ 親王以下19名であり、不比等も入つてい乙

*太政官¨ 動 ヽ祭祀的機関神祗官が政治機構に入つている

・大宝2年 (702年)「i日、分遷伊太市β曾・大屋都L読・者断緒防貯護三ネ91」

紀伊国にある伊太郡曽三神を山東に分遷され乙 もとの秋月の地に皇祖神とされる天照太神と同体の日前神をあらためて

紀伊太神として祀る?
*伊太市F曽三社筋邑 伊運停ほ 脚 辟轍 都麻潮脳翻虫 F罫議は ある

・不□銅6年 (7130伊 太那曽神社が現在地に鎮座する

0霊亀2年 (7160 ¨ 訓 新任の出雲国造が天皇に対して奏上する寿詞

―
の申し給わ<、 皇御孫の命の静まり坐を大倭國と申して、己の命の和魂を ノV因責に取つけて、倭の大物主鷹瓢

玉命と御艦をたたえて、大御和6味端 に坐せ、…田劉

・養老2年 (718つ 養老律令が成乙 藤原不比等が中心

◆養老4年 (720年)「日稀 硼 完成と紀朝臣清人

*編纂IJII島駐云 中臣利は 田辺氏の三ん倒鮎乱 漢文:述作者 続守言、薩弛階 (音博■)と山田史御方。30巻 (持

締 Dは紀朝臣清人 (714年t国史撰修を命じられた時t従六此 郵 よ ‐挙に3階級昇進して従五位つ 、

そして三宅臣藤麻呂が手を加える  い すべては藤原不比等 0藤原一族の権勢に

*古事記|よ 和銅5年 (7120に 完成。稗田βttk太安万呂。日恭 薔塵視の変体漢文

0嘉祥3年 (850年)膠笏婦謝剥 で 紀伊國日前國懸大神社とあるb日前神の名が神代紀以来のる

(2)古代豪族と伊勢神宮

A 大豪族紀氏・武内自爾棟辞臥

艤 副 はこの武内宿耐の子木角宿耐を木臣らの始祖と記す。 腱妻副 景行天皇3年 (73)条では紀直の遠祖菟道彦の

女影媛との間に¨ まれたとす乙 紀画榊 名革郡の日前神宮、国懸神宮 G¨ 市秋月)を祭る紀伊

国造であ勧 ヽ紀国造家と紀臣家との関照ま十分明らかではなしヽ 紀臣氏は「ハ〔郵助釦 市睫 に際臥 朝臣姓を賜う。氏人は

仁徳大皇41年 (353)条に遣百済使として紀角宿扁がみえ 淵略大皇9年 (465)に 1調鰍」弓症面か新羅征討の大将に

任ぜられ、その子大磐も新羅に出兵するなど軍ヨ的外交面に功績を残す。壬申の舌Lでは紀臣阿閉麻呂、大音が活躍してい乙

平剣試 に1齢碩 之 糸誅唄」ら力攻イ断

『

0日曜な いる

障目 ま列島を席巻していた』の内倉武列田よ

紀氏は邪馬壼 (台)国の暉弥呼らが「我々 は (占代中国の)周王室 0姫氏の血を引<呉の太伯の子孫だ」と言っているよう

に (剛 』『晋書』など)、 漢族ではあ勧 ヽ熊曽於族と同様中国自部からのボートピープリレの子孫だ。卑弥呼らは現在の

福岡県太宰府市や佐賀県基山町、鳥栖市周辺にさら1謗簿榔訓結βあたりに本拠地を置き、姐まもちろん 融臣

“

D」 であつた

ろう。熊曽於族の (■)内宿面から紀氏が生まれたとする

内倉武列田よ また 卑弥呼ら力Ч到製ヨに反旗を翻して主権をとったな 伊都国から耶馬壱国 (ヽ朝z島 ちヽこ<)に代わつた。

その結果、神武らは東に行<ことになる。年代として|よ 137年～180年前後という。伊都国に人口が1万余戸 御 D
から1千余戸 (魏志倭人|∋ と急激している。また、前原市の高祖 (たかの ネ8_Lに |よ 彦火火出見尊 (覆項杵尊の子)と

玉依姫 G申武鑓 )を祀つている。筑後国―之宮高良神祖まもともと高木太神 (高牟礼神)が鎮座しており、高牟礼山と呼

ばれていた。前岬 剛こ「日向峠」がありこのあたりは神武■族の居住地であつたという。

B 尾張氏と「海人 (あま)」 ―族

・伊勢湾沿岸の 畔フu (あま一聰 愛知県離 剛こ海部 (あま)君『という地名があ0は 単に漁業を主労働としていたT族

ではな<、 木曽りlk長劇 lk揖劃 ||の本曽ヨ ‖を利用してそれぞれの上流地域と交流するための技能 α凱欲等瓢Dを持つて

いたとされるもまた、当時陸路で木曽ヨ ‖を渡るの劇|に廃水時期は困難なことだつたろうから、伊勢湾を船で渡るほうが楽

と考えられる。尾張地域と伊勢地域は船でも結ばれていただろう。尾張氏は 畔フu■族と深<関わり、この地域に強大な力

を持つた。大海人皇子 0劉り葡場曜つ の享L馴よ 鵬 随暗明出 で、その首長である大海氏の娘であつた。古代の海―伊

勢湾岸は現仙の細田区までであり、断大山古墳は海岸線近<に造られていたも海を支配していた尾張田まやがて内陸地の広大

脚 ln~も支配する

伊勢湾む中心に沼躍した「海人 (あつ 氏」も尾張氏も太陽神である 動 を祖神とりL現在の自津市二制こいた
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海洋民である海部氏一族が太平洋側へ移り住み、尾張氏と深<つながつたと考えるもつながり

…

海部氏■族の祖神で

ある 動 を尾張氏の祖神ともしたのではなしぬ。

このつながりによって、尾張氏にとっては伊勢湾―帯の水運と漁業を完全に支配することができた。また、5齢よ 鉄製農

具や酒既工事などの農業技術の発達によって、大規模な水田開発が可能となつた。同時に古墳の規模も大き<なつていつた

春日丼市西部地域|よ「副mと 伊勢湾に挟まれて水田開発をするに|ま詞箇響襲醜訓こあるbここ□味美二子山古墳 (5

世紀末～6世紀初全長約95mの前蘭後賢膿)のような大きな古墳が造られていることか駄 早<から水田開発に取り組んで

いた豪族たちの姿も見えて<乙 伊勢灌岸や名古屋市二帯を支配υ強大な勢力となつていた尾張氏はこれら豪族ともつなが

り、内陸への勢力を拡大したと考えられ乙

この尾張氏が伊勢神宮の始まりに大き<関わつていたとも考えられ乙

・壬申の乱と訳 海人族

672年の壬申鯖 Uま日私 画期的な事件である。大河尺彗引よ 鵬野讚良皇女 (うののさららのひめみこ)とともla

大津京にあって圧倒的優位にあつた大反皇子をlヶ月程の短期職で破り、自害に追い込んだ:短期戦で勝利できたの|よ 大海

人皇子が物部連雄君や尾張二帯を治めていた尾張氏と深<つながりを持っていたからといわれてい乙

壬申の舌Lで活躍した主な人物

*尾張却呂   誕 随桁宮とし響 uL G華 義窺堤供も行つ0.¨
*朴丼 αttD連雄君  舎人.美濃で大反皇子の徴兵活動を目撃し急報す乙

*和田部臣君手  舎人 尾張氏の海部氏の系統

*三輪君子首  大物主神を始祖・美濃の三輪氏→物部氏 大諄郷席田君剛己

*三宅連石床   天日槍の後裔、伊勢国司 軍兵500 鈴鹿で合流

*小子部鉗鉤 (ち いさこべのさひち)  現在の名古屋市、春日丼市、西春日丼郡を含む尾張国一帯か

ら3万人魯散亀 尾張氏と同族関係

・ ;潟武と灘

日本書紀に R薄詠か魔JIミ 第■に摂津       王生の事を誅 (しのびごとたてまつ)る。とある。大海人皇子の

7Lalよ 尾張郡海部郷出身で、その首長である大海氏の娘であつたも大海自耐荒蒲|よ ば 軋桜胃孔 荒蒲が701年 伏

初 には冶命のために陸奥に派遣されている 海部氏 0君剛よ「召風 ル 、1割嵐 豊後にある。天武1司螢しヽシ響力を与えた

海音:氏b海人族にとって重要な意味を持つていた胸彫低t649年胸彫君徳善の娘に尼子娘 (あまこのいらつめ)大海人皇子

徴 副己 高市皇子を生a大 海人皇]の動馴ま 尾張郡海部jE階で,その首長である大海氏の娘であつた

信り|1地方も 胸  曜肇艶 などの地区い これらは大海人皇子と縁の深い安曇 (あずみ)氏族や尾張氏族t及び古

代渡来系の人皮の居住地に係る地名として名高しヽ 武陵地=号古墳 (下例 D最古の貨幣 的 出上 天武が授与か。安

布知 (みSヽをう神社 (下¨ D
安曇野の祖神叉日本アルプスの総鎮守として信仰を集める穂高神社|よ 古傷 υJ‖ (志賀島。島内にあ

…

311雛
見三神を祀る)より移り        神 町 軸 を祭神として祀られているし人々の永遠の発展を祈つて、20年に1度

本殿を造り替える式年遷宮祭が行われてきた。このこと|よ 伊勢の式年遷宮とどのような関係があるのか不明が 、式年遷宮

は『伊勢』の創始ではないことは確か。

aま とめ

(1)冨銹 朧 どからみた内行花文鏡のもつ特質

① 地域の首長墳、中心主体でない被葬者 C■披湾鈍Dに傍製内行花皮鏡が伴う場合が多しヽ

② 頭部優位で被葬者を照写する形態は、弥生時代後期に北部九州にみられる。また、首長の戚信財として副葬され

た前漢式連llll文鏡は、下位の有力者が支配の道具として鏡所有の実現するためと巫女が帯びるシンボルとしての小

型傍製鏡の製作が想定される。

③ 内行花文鏡は、太陽信仰を首長が司つた儀礼に使用された鏡という解釈から、前漢鏡の銘文にみられる「見日之

光、天下大明」の意味から、あるいは小型鏡が前漢の日光鏡系の模倣に始まつていることから、内行花文鏡と太陽

信仰との関わり指摘されてきた。原田大六氏は、平原の超大型傍製内行花文鏡を「八腿鏡」とみ、さらに平原遺跡

で|よ 太陽信仰にかかわるとみられる巨大な一本柱の存在が確認されている。

この「太陽信仰」の淵源|よ 共同体をまもる精霊が衰えるとき (特に収穫後の冬至のころの太陽と関連か)に、
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それを鼓舞する儀礼のなかで機能したものであつたと考えている。広義には「衰えるすべての霊力」、さらには弥

生時代後半ころから次第に顕在化する「首長霊」をも鼓舞するものとして、首長の支配構造の中に取り込まれてい

つたのである。 (大不□岩Ю

④ 共同体の守護霊を鼓舞しえるのは共同体出自の女lL男性首長の血縁者と考えられている。ただ、次第に女性の

担う役割は変イヒ臥 初期の古墳祭式も崩れてい<中で男性首長層にも内行花文鏡副葬が広がつたと考えられる。

⑤ 初期の政治システム確立期に占めた内行花文鏡の位置は変化臥 前期後半には、大型傍製内行花文鏡も次第に姿

を消してい<。

(2)若干の考察

① 古代ヤマトは、聖樹として「槻木・ケヤキ」を神の依り代としていた。神武東征のおり、長髄彦と戦い、「つ我

は是日神の子孫にして、日に向かって虜を征つ|よ 此天道に逆れり。若かじ退き還りて弱きことを示して、神祗を礼び

祭ひて、背に日神の威を負ひてたてまつりて、影の・…・・」とのたまふ。と日神の子孫の神武天皇は、高皇産霊尊 (たか

みむすひのみこと)を皇祖神としていた  辟師りむ雲陣鯖孫副 に「今高御産巣日神 0ヽみむすひのみこと)を以て、

1美親ら顕斎 (いつu川まひ)、 此をば…」と。また、『古事記 ネ嘩  東征』の段で|よ 「ここにまた、高木太神

の布もちて覚 (さと)L/B(まを)uすら<、 天つ神の御子をこれより奥つ方にな入り幸 (し つでまさしめそ。荒Sる

紳甚多なり。」

持統天皇|よ 天壌無窮の神勅において、填理杵尊の降臨の司令神として高皇産霊尊 申 0から、リノマテラスを絶

対の至高の神として位置づサ皇位継承を 略叫訛研嚇臼 ―■計肺 とりL
持統天皇の和風論号 ¨ じ磋ヨ (『日本書紀』)また、 明 卦辰呼沃之広野日如  二つの論号を合わせ

て嚇 朝になる

② 日本の古代社会の根底には、精霊にはじまり八白力の神と首長霊ヽそして天皇霊へと続<日本独自の祭祀的支配

形態の源流が流れているようである。『日本書紀』にあるノノマテラスには原型があり、その原名称と鏡について|よ

アマテラス以前から神宮や全国の古社に祀られていて鏡との関係が深い男朧の太陽神 (勝硼 の天照国照火明①

で、女嚇 称と性格としては 脈硼 がアマテラスの別名とする「大日雲貴 (おおひるめむち)ネ朝 =巫女の

ネ劇こ拠つたものだと考えられる。

モチーフとしての太陽信仰、巫女との関係性が持統天皇のなかで最大限利用され、やがて権力機構から分離され

てい<過程として含まれていると読みとることができる。アマテラスに擬えたい持統天皇にとって、内行花文鏡の

もつ特質は日子、日女アマテラスに相応しいといえる。

③ 『日本書紀』は持統天皇をノノマテラスという国の最高神に化身させる一方で、伊勢神宮の成立に大きな役害」を果

たした夫、天武天皇を素養男尊として高天原から下界に追放することを意図するものであつたようだ。

舞 螂

日本書紀 坂本太郎、丼上光貞、家永三郎、大野 晋校注 岩波文庫

古事記       倉野 憲司校注 岩波文庫

首長霊による内行花文鏡の特質  寺沢 知子   『者古学に学ぶ』森 浩一、松藤和人編 同志社大学

伊勢神宮の向こう側 室伏 志畔 三―書房

実在した神話 原田 大六 学生社

三角縁神獣鏡・邪馬台国・倭国  石野博信 西川寿勝など 新泉社

アマテラスの誕生  筑紫 申真 講談社学術文庫

天武天皇論 大和 岩雄 大和書房

伊勢神宮の謎を解< 武澤 秀― 筑摩新書


