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スマイル会２５年９月例会（25.09.26）レジュメ 
梅津寿一 
 
日本人はどこから来たのか――古事記神話から 
 
１．はじめに 
＊ 何年前だったかＮＨＫのテレビで、ボルネオ島東北部だったかの漂海民の番組を見た時に、瀬戸内の

家船を思い出した。１９９０年代前半能力開発部に在籍し同和問題を勉強していた時、被差別民に関

する沖浦和光氏の著作を何冊も読んだが、そのなかで記紀神話と南方系文化との関連、海民、海人、

家船の存在などを知り、また古事記を読むにつれ、古事記神話の中にこれら南方系の民俗が濃厚に取

り入れられていることを知った。 
＊ また２０年程前に長野県安曇野地方に親族旅行をした時、穂高神社の神事に「お舟祭り」というもの

が現在も行われていることを知り、なんでこの山の中に海と関係のある行事が神事として残されてい

るのか疑問に思っていたが、いろいろと勉強してみるとすべて海民と結びついておることがわかった。 
＊ また、「魏志倭人伝」における倭人の習俗が、中国江南地方の越人の習俗と殆ど一致している。即ち、

海人、鵜飼、文身（いれずみ）、蛇や竜に対する信仰、断髪、貫頭衣、ヒメヒコ制等である。これら

から中国江南地方との結びつきは、従来から考えてはいたが、いやもっと南の島々、ボルネオ島、セ

レベス島などからの流れもあったのではないかと考えた。 
＊ 明治時代の民法制定に先立つ全国調査で明らかにされ、中川善之助などにより研究されてきた末子相

続慣行も、南島の漂海民などから、はるかな昔に伝わってきた文化的慣行だったのではないか。柳田

国男の「海上の道」、そこから発想した島崎藤村の「椰子の実」ではないが、南方系海洋民の影響が

濃厚に感じられる。 
キーワードとして、古事記神話、比較神話、漂海民＝家船、末子相続などがあげられる。 

 
２． 古事記神話 
＊ 和銅５年(712)に上表された古事記の上巻は、「国生み神話」、「国譲り神話」、「天孫降臨神話」といわ

れる一連の神話で構成されおり、それぞれその舞台となる地名にちなんで「高天原神話」「出雲神話」

「日向神話」という。 
  まず最初に、いくつかの神話を紹介する。   （資料１）（資料２） 
 
＊ 出雲神話、日向神話ともに、主人公は一番末の子供が負っているのは何故だろうか。 

出雲神話の大国主命も末弟とは書かれていないが、兄弟神の八十神から疎外され死に直面しながら、

最後に国造りに成功し出雲に祀られる話。 
「海幸・山幸神話」では、天孫ニニギノミコトと大山津見神の女、コノハナサクヤヒメとの間に生ま

れた三人兄弟の末弟、山幸彦が勝利してワタツミの神の娘、トヨタマヒメと結婚して、天皇家の祖と

なるウガヤフキアエズを生み、このウガヤフキアエズの四番目の末子がカムヤマトイハレビコ、即ち

神武天皇になる。 
我々、長子相続に慣れている者にとって、天皇家の祖先を語るこの神話が末子成功譚・末子相続を語
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っているのは何故なのか。 
そこに日本神話の成立上の要因があるのではないか。日本神話の成り立ちとして、この日本列島にや

ってきた人々の文化が影響しているのではないか。 
 

  そこでまず、日本人はどのようにして現在の日本人になったのかを考えてみたい。 
 
３．日本人はどこから来たのか 
＊ 日本人の起源を自然人類学という理科系の立場と文化人類学、考古学という文科系の視点からみてみ

る。  
埴原和郎「日本人はどこから来た」小学館創造選書 １９８４ 

 
＊ 縄文時代の人骨に「地方差」が認められ、関東・東北の東日本タイプと、近畿を中心とする西日本タ

イプに区別することができる。それに九州が東日本と似ている点で、列島の両端に同じようなタイプ

が見られる。 
 

＊ 東京医学校の外人講師として来日したベルツは、日本各地を見聞・観察した経験から、日本人は地域

により大きく分けて薩摩タイプと長州タイプがあると主張―薩摩タイプは、西郷隆盛のように顔が広

く目がぎょろりとして体はずんぐりとしている、一方長州タイプは、面長で体つきはすらっとしてい

て、アリストクラティック（貴族的）であると言っている。 
 

＊ またシーボルト父子は、アイヌと琉球人が同じ系統に属するとの注目すべき説を出した 
 

＊ ベルツ流にいえば、低身長で丸顔の薩摩タイプの土着民がいたところへ、高身長で面長な長州タイプ

の人たちがはいってきた。その渡来人たちは、北九州や山口県西部あたりに到着し、中国地方を経由

して関西地域に拡散していった。 
弥生時代から古墳時代にかけて、身長が伸びたり顔がのっぺりしてきたのは、このような渡来人の影

響によると説明される。―――蝦夷や熊襲、隼人征伐の話は土着の縄文人が中央に抵抗したことを物

語っている。 
 
＊ モンゴロイドの二つのタイプ―――古いタイプは、顔が上下につまり、頬骨が張り出し、眉間が隆起

し、鼻根部が深く陥凹していて、凹凸に富む顔だちをしている。この古いモンゴロイドの人たちは、

現在では南アジアに分布している。 
新しいタイプは、寒い気候に適応したタイプで、顔が比較的平らで、体毛も少なく、胴長で、現在で

はシベリアに住んでいる人たち、ギリヤーク、ツングースなど、それにアラスカなどのエスキモー、

アリュートなどがこのタイプである。 
２万年前からの地球の寒冷に伴って、それに適応する体型になった人々が新モンゴロイドとなった。

現在の日本人は新モンゴロイドタイプの人が多い。 
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＊ 埴原和郎は、前掲書中の「新しい日本人起源論」の中で、次のように述べている。 
 

縄文人は北海道から沖縄まで全国に居住していたが、その特徴に地方的な差があった。渡来ルートも

いくつかあったので、縄文人の祖先も一様ではなかった。 
弥生時代になると新モンゴロイドの渡来も徐々に増えてきたが、最初の上陸地は北九州や山口県を

中心とする地域だった。弥生時代末期から古墳時代にかけて、大和盆地に移動したものとみられる

が、それは考古学的証拠からも、骨や遺伝子の分析からも証明される。 
古墳時代にやってきた人たちは、金属文化の移入とともに日本の武器や戦闘技術をも一新した。江

上説はさておき、少なくとも北方騎馬民族の文化的要素はこの時期に日本列島に入ったといえるだ

ろう。これが大和朝廷の成立につながり、縄文時代の土着民は、次第に周辺に追いやられてしまっ

た。 
自然人類学の証拠と一致しているのが、出雲地方に追われた縄文時代の土着民だ。梅原猛先生によ

れば、近畿地方に住んでいた縄文人の子孫である大国主命は、征服王朝に追われて出雲まで来た一

群の象徴であるということだ。この歴史学的解釈と、自然人類学のデータとが一致している。 
「古事記」などに書かれている、東国の蝦夷、南国の熊襲・隼人などに代表される土着民は、我々

の知りたい縄文人の容貌を伝えてくれるのではないか。いずれも髭が濃く、どんぐり眼で、顔が張

った鬼のような顔として描写され、これはまさに縄文人、すなわち古モンゴロイド的な特徴と思わ

れ、縄文人骨の形態とも一致する点が少なくない。 
大和朝廷を中央にして、弥生人、古墳人たちは、東国、南国征服の兵隊として列島全体に広がって

いった。「古事記」を書いたといはれる太安万侶は、天皇家につながる家系とされているが、先年発

掘された剣が証明するように、最後には関東に残ってしまう。 
(p204) 
 
大陸からの渡来人の子孫の文化と遺伝子はどのぐらいの速度で全国に広がっていったか、人類学教

室の青木健一研究員（国立遺伝学研究所）のシミュレーションによると、約２０００年前、大陸か

ら九州に A 型血液型の頻度が高い渡来人が入ってきて、その遺伝子が一年に１５キロメートルほど

移動したと仮定すると、ほぼ現在の東日本と西日本の A 型の頻度分布に一致するとのことである。 
 
そこで取り残されるのが、北海道と沖縄だ。本土とは文化と遺伝子の伝播に格段の差が生じて、北

海道、本土、沖縄に三分される形となった。さらに二次的な要素として、北海道には旧石器時代か

らシベリアの文化が入っており、沖縄には中国、特に台湾から直接文化が入ってきたので、本土と

の違いは顕著となった。 
三つの地域の中で最も早く変化したのは、真ん中の本州、四国、九州の部分で、中央から隔離され

た北海道、沖縄では、古い文化や習慣が濃厚に残り、少ない人口の中で通婚した結果、古い形の遺

伝子や身体的特徴が比較的多く残されたものとみられる。こうして、日本列島の北と南に共通する

一つの特徴が残されて今日に至っているといえる。 
シーボルト父子も指摘したように、北海道のアイヌと沖縄の琉球人が、いろいろな点でよく似てい

るということも、このような点から理解できるのではないか。(p205) 
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埴原和郎    １９２７年生まれ、東京大学理学部卒業、人類学 

            主著：「人類進化学入門」、「アイヌは原日本人か」 
 
＊ 日本における人類学・民俗学の先駆者で在野の研究者であった、鳥居龍蔵（1870 – 1953）の日本人

源流説によると、以下の六系統になる。   「有史以前乃日本」(1918) 
 

１） 日本全土に縄文文化を遺した、この列島の「先住民族」アイヌ 
２） 朝鮮半島から入ってきた国津神系の「固有日本人」 
３） 南太平洋から北上してきたインドネシア系 
４） 江南地方からインドシナ半島にかけて分布している苗族の北上 
５） 北方から南下してきたツングース系騎馬民族 
６） 朝鮮にいたがその植民地の瓦解によって応神・仁徳朝の頃に「帰化」してきた漢人 

        
鳥居は、日本の住民の主流を構成する「固有日本人」は＜国津神系＞であるとみていた。 
「朝鮮を経て北方民族が漸次渡来した」のであって、弥生式文化は彼らがもたらしたと推定した。

金属器時代に入ると、もともとは同族であった＜天津神系＞が北方大陸から渡来する。この後来の

＜天津神系＞がヤマト王朝を擁立したのだが、風俗は「アジア東北方の古風そのまま」であって、

明らかに騎馬民族系である。 
したがって、記紀神話には東北アジアの「シャーマン教」の顕著な影響が認められ、＜高天原―中

津国―根国＞という垂直的な三層世界にはシャーマン教の宇宙観がそのまま投影されていると断定

している。（鳥居龍蔵「我が原始時代の生活と文化」） 
  

国津神系が日本人の主要部分を占めているが、つぎに位するのはインドネシア系である。その系統

はスマトラ、ボルネオ、セレベス（スラウェシ）、フィリピン、台湾に分布しているが、その源流は

原始的な馬来人（古マレー系）である。この列島にやってくる途中で、南方アジアの「もっとも古

い居住者であるネグリトー族」と混化してきたと思われ、広義のマレー系である。彼らは九州南部

を本拠としていたが、その数は少なかった。「かの古代史の隼人のごときは、頗る此のインドネジア

ンの風習に似ている。」 
この列島にたどり着いたのは、国津神系よりも後だったと鳥居は推定している。 
阿多隼人の中心地と見なされている南九州薩摩半島の金峰町や加世田市には、縄文時代から弥生時

代にわたる複合遺跡が数多く散在している。いずれも海岸線に近い。彼ら海洋民が、縄文末期には

九州の南端で一大拠点を築いていたことはたしかである。 
 
今日では、弥生文化を形成したのは、江南地方を原郷とする＜倭人＞であるとする見方が有力で、

鳥居説の４）に当たる。中国の史書では、南方の諸種族を＜苗族＞と汎称していた。 
鳥居は＜国津神系＞を北方系と考えていたが、これは朝鮮半島からの何波にもわたる渡来人を念頭

に置いていたからで、当時の朝鮮半島の住民は、北方系の単一民族だったとはいえない。 
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朝鮮半島南部に先住していた住民の中には、北九州に上陸した倭人と同じく、稲作文化を携えて中

国大陸沿岸を北上してきた江南系も含まれていたのではないか。朝鮮半島南部と北九州の水田遺跡

との比較検討からもいえる。朝鮮半島の＜国津神＞系の中には、もともと江南系であった半島南部

からの渡来人、つまり倭人系も含まれていたのでないか 
       

注：倭人とは 
古代中国の倭人 

現代の中国の辞典では、倭人は古代の日本人の呼び方と説明しているが、本来は日本人をさす言

葉ではなかった。前漢の初めの「山海教」とか、少し時代の下がる「論衡」などによると、倭人

は、中国長江の中下流の南のほうに住んでいた人々をさしていた。 
そしてもともとは、あまり良い意味ではなく、背が丸くて低い人とか、中央から離れた遠いとこ

ろの人とか、従順な人という意味だった。中原の人々から見れば、異なった文化の遠い国の人と

いった、多少見下げた意味も込めて使っていた。 
 

倭人は百越の一部 
   倭人は越人と重なる。百越の種族としては、於越、南越、句呉、駱越、蛮揚、目深、夜郎など、

さまざまな名で呼ばれ、かなり多様な民族を包含していた。春秋戦国時代の越や呉は、この於越

と句呉がたてた国である。 
   春秋戦国時代を経て、秦・漢の強力国家があらわれると、その支配下にはいり歴史の表舞台から

消える。しかし一部の江南地方に住んでいた人々は、その優れた文化をもって、台湾、朝鮮、日

本などに渡ったものと考えられる。彼らが一方で倭人とも呼ばれていた。 
 

越人がもちこんだ倭人文化 
   いわゆる「魏志倭人伝」に倭人の記述がみられるが、これらは、そのほとんどが中国江南地方の

越人の習俗と一致している。それは 
     海の魚を獲る     航海術にすぐれる     文身（いれずみ） 
     断髪         蛇や竜に対する信仰    貫頭衣 
     航海における持衰（ジサイ）＋１      双系的親族組織 ＋２ 
     歌垣や妻問婚     一夫多妻婚        ヒメヒコ制 ＋３ 
     王殺し 
 
   ＋１ 犠牲者を一人だし、航海がうまくゆけば手厚くもてなし、うまくゆかないとすべての責任

をおわせて殺害するという習俗 
   ＋２ 父方、母方の血筋をたどることのできる家族制度 
   ＋３ ヒメが聖（かみまつり）を担当し、ヒコが俗（政治）を担当する 
 
     倭人は蛇の信仰をもっており、体に蛇のいれずみをしていた。これは本来中国江南地方の信

仰をそのまま日本に伝えたと考えられる。また「呉越春秋」によると、越の王宮の南の大門
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の上には蛇のかざりがあったと記されている。日本の神社や鳥居に飾られるしめ縄は、蛇を

かたどったものであるといわれている。台湾の、少数民族、高山族と呼ばれる人々は越人の

末裔といわれているが、そのなかでもロガイ族やパイワン族は、はっきりした蛇信仰をもっ

ている。 
       諏訪春雄「中国大陸からやってきた倭人の文化」－日本文化の源流を探る 
            沖浦和光編  解放出版社 １９９７ 
 
                   
４．日本神話の成り立ち――比較神話から 
＊ 次に日本神話の成り立ちから、日本列島にどのような人々が入って来たのかを比較神話学の観点から

読み解いてみよう。柳田国男をはじめとして、次田真幸、谷川健一、大林太良等、いろいろな神話学

者が書いているが、ここでは、吉田敦彦「日本神話の成り立ち」からまとめてみた。 
＊ 神話の起源を考えるに当たって、流入したとみなされる時期の古さから三つの層に分けて考察する。 
＊神話の第一層――縄文時代に想定される神話 
 縄文時代の中期に流入していたと思われる層。 
「古事記」ではオホゲツヒメ、「日本書紀」ではウケモチやワクムスヒなどで語られる、農作物などの

起源を説明した話である。排泄物や分泌物を出すように、さまざまな種類の食物（五穀など畑作や稲

作などの創始）を自在にだすことができる。 
このような農作物起源神話は、インドネシアからメラネシア、ポリネシアにかけてと、南アメリカ

から北アメリカの一部にまでまたがる広大な地域にみられる。その研究をしたドイツの人類学者イ

エンゼン（A．E．Jensen）は、インドネシアのセラム島の原住民ウェマーレ族から採集した神話の

主人公の女神の名前に因んで「ハイヌウェレ神話素 Hainuwele-Mythologem」と命名した。注１ 
 
 オホゲツヒメやウケモチの日本神話とハイヌウェレ神話とは細部にわたってよく似ている。この型

の作物起源神話は、インドネシアの一部およびメラネシア、ポリネシアでは、焼畑で栽培される芋

と、バナナやヤシなどの果樹の起源を説明する話になっている。 
 イエンゼンはこれらの作物を原始的な方法で栽培してきた熱帯地方の原住民を、「古栽培民 

Altpflanzer」と呼び、現在これらの古栽培民のもとでみられる芋や果樹の栽培こそが、人類のあい

だに発生した最古の作物の栽培であったと考えていた。そして「ハイヌウェレ神話素」は、この古

栽培民の文化を母胎にして生まれたものであると主張している。 
 
     注１：主人公の女神ハイヌウェレは、世界に最初に生えたココヤシの樹の上で実がなるの

と同じようなしかたで生まれ、たちまち妙齢な乙女に成長して、大便からさまざまな

種類の宝物を無尽蔵に排泄した。人々に気前よく与えたが、恩恵を受けた者たちは気

味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。しかし、そのあとで父親が彼女の

死体を掘り出し、いくつもの断片に切り刻んで、その破片を別々の場所に埋めると、

その一つ一つから種類の違う芋が発生した。このときから人間は芋を畑で栽培し、主

食物にして暮らしていくことができるようになったという。 
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  ・母神像としての土偶――殺害の儀礼 
   縄文時代中期から作られた土偶に特異な出土状況がみられる。土偶はすべて女性像で、生殖器を

強調したり、妊娠した形に作られたり、赤子を抱いていたりと母神像であった可能性が指摘され

ている。しかも完形で出土されることがほとんどなく、一ヵ所から出た破片を集めても完全に復

元できない。破片が甕に入れられたり、檀の上におかれたりと、丁重に葬られたり祭られたりし

たと見られるような扱いを受けている場合がある。 
   一部の考古学者は、母神像であった土偶がこのような扱いを受けていたことは、豊穣女神的な地

母神を殺害することによって、その死体から作物を生え出させるための儀礼が行われていたと考

えている。そして、このことからこの時期に、既に記紀のオホゲツヒメ、ウケモチなどの話の古

形とみなせる作物起源神話が存在し、中期以降の縄文人の信仰の中心を占めていたことが想定さ

れる。 
        ―――山梨県一宮・勝沼町、釈迦堂遺跡群「分割塊製作法―小野正文」 
 
   縄文時代中期以降の人々は、土偶を破壊することによって豊穣女神的な地母神を殺し、その死体

から作物などを生じさせる儀礼を実施していた。破片の一部は家の中に祭り、他の破片は畑など

に埋めたり撒いたりしたのではないかと想像される。 
   土偶の扱われ方は、「ハイヌウェレ」の「古栽培民」の間で行われてきた血腥い殺害の儀礼――殺

されて作物発生の母体となる――を思い起こさせる。 
 
   我が国の神話には、オホゲツヒメ、ウケモチの話として、「ハイヌウェレ神話素」をきわめて明瞭

に含む神話の存在が確認できる。 
 
  ・火の起源神話――釣手土器（イザナミ、カグツチ） 
   関東地方西部から中部地方にかけて作られた中期縄文時代の釣手土器は、土器に付着した油煙や

煤などから土器の中で油を燃やす使われ方をしたと考えられている。発見された場所などから、

宗教的な祭祀に用いられた聖器の一つと想定される。土器の中で燃やされる火自体が神として祀

られ崇められたと考え、「中期縄文人の神の火」と、藤森栄一は呼んでいる。（藤森栄一「縄文農

耕」学生社 1970） 
   記紀神話の、火の神カグツチを生んだ時にその火で陰部を焼かれ死に至るイザナミの話は、メラ

ネシアのトロブリアンド諸島の原住民の火の起源神話、陰部から火を出した女神の話と同類であ

る。 
メラネシア、ポリネシアから南米にかけて女神と思われる女性の体から火が出てきたという火の

起源神話が分布しており、記紀のイザナミ・カグツチの神話と同じように、女性の恥部から発生

したと語られている。 
火の起源神話は、イエンゼンの言う「ハイヌウェレ神話素」の分布圏の中央部と重なっており、

火の起源神話、死体化成型作物起源神話は、ともに熱帯のイモ類栽培民文化に中心があると考え

ている（大林太良「神話の系譜――日本神話の源流を探る」青土社 1986) 
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  ・縄文時代中期の神話の中で、生きた身体から排泄物として芋などの食物を出し、また分断された

死体からも食用植物を生み出した地母神は、火を体内に持っており、その火に焼かれ苦しみ、死

ぬという目にあいながら、子として生み出した人間にその火を利用させてくれる火の母神として

の性質もあったといえる――記紀神話だけでなく昔話や伝説の中の山姥にもこの女神の性質が継

承されている。 
 
 ＊神話の第二層――水田稲作にともなう神話 
   我が国の神話の中には、中国南部からインドシナやインド東部のアッサム地方などにかけて分布

する神話と顕著な類似点を持つ話が多く含まれている。これらは縄文時代の終末期から弥生時代

初期にかけて、水田耕作とともに伝播したものと考えられる。 
   イザナキとイザナミが、オノゴロ島の上で兄妹で結婚し国土や神々を生んだという神話に類似し

た話が、東南アジアに広く分布していることに注目する。それは、太古に洪水によって人類が滅

ぼされたときただ二人の兄と妹だけが生き残り、兄妹で結婚して現在の人間の祖先になったとい

う話である。 
     台湾アミ族の神話：記紀のヒルコの話との類似 
     中国西南部の神話：兄妹の結婚のとき、高い樹木や山などを回り出会ったところで結婚した

とされる話。これはオノゴロ島に立てた御柱の周りを回る話と類似して

いる。 
     中国東南部、江蘇省雲台山の三官廟起源：竜王の娘と結婚して三子を得る。三子は三つの宇

宙の代表者となる。イザナキが黄泉の国から帰って禊をしたときに、ア

マテラス、ツクヨミ、スサノオの三貴子を生み、三つの宇宙の代表者と

なっている。（大林太良 前掲書） 
 

これらの伝説、神話に共通しているのは、水界との密接な関係が指摘される。江蘇・浙江の地域か

らイザナキとイザナミの神話が受けたと思われる影響の担い手が、漁労民であった可能性が想定さ

れる。日本でも江浙でも海人あるいは内陸の水人が担い手であったと疑わせるに充分である。 
   
 ・太陽の神話とヲロチ退治 
   中国西南部とアッサムには太陽が隠れて世界が暗くなり、困った動物たちの最後に雄鶏が呼ぶと

太陽が姿を現すという神話がある。――雨の岩屋戸 
   また、雲南省西部のプーラン族の神話では、太陽が隠れた場所が岩屋だったところまで天の岩屋

の話と一致している。また太陽は女で、月が男であるとされているのも記紀神話と呼応している。

（伊藤清司「中国の神話伝説」自由国民社） 
 

   スサノオによるヤマタノオロチ退治の神話は、竜蛇の形をした怪物を退治して、その犠牲になる

運命にあった処女を助けるという筋は、東は日本から西はスカンジナヴィア・西アフリカに及ぶ

広大な地域に分布している、「ペルセウス・アンドロメダ型」と呼ばれる神話のタイプとぴったり

と一致している。しかし大林太良は、広大な分布圏の中でも日本の神話は中国の東南部から直接
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か、または朝鮮半島の南部を経由して、鉄器文化と結びついて伝播したものと推定している。浙

江省の民間伝承にヤマタノオロチ神話とよく似た話があることを指摘している。また雲南省南部

のハニ族の間にも類似の神話があり、現在でも毎年の祭りの中で儀礼が行われているという。 
  ヤマタノオロチ神話は、起源的に東南アジアの地域と関係が深く、中国南部から稲作や鉄器使用

の文化とともに伝播した話の一つである可能性が濃厚である。 
 
 ・海幸・山幸神話の類話 
   この神話とそっくりと言える話が、インドネシアやミクロネシアにあることが早くから指摘され

ていた。そのなかでもセレベスとケイ諸島の話は、主人公が釣り針を持ち帰って返した後でも、

どうしても失くした釣り針を返せと無理を言って困らせた持ち主に、主人公が復讐するところま

で海幸山幸の話によく一致している。 
しかし、この話について最近の研究では、中国の南部をはじめインドシナやアッサムなどの東南

アジアの地域との関係を重視する立場が有力になってきている。なぜなら山幸彦のホヲリとトヨ

タマビメの結婚を思わせるような、竜女との結婚を物語った話は中国南部とインドシナに数多く

見出される。（大林太良「比較神話学から見た日本神話――海幸山幸を中心に」三省堂 1968） 
また大林は基本的な筋と構造が明らかに一致すると思われる話が、浙江省で語られてきた民間伝

承の中に見出されることを指摘している。浙江省西湖を舞台とする、白蛇と人間の男、許仙との

結婚を物語った有名な口承伝説（白娘子伝説）である。 
（大林太良「神話の系譜――日本神話の源流を探る」青土社 1986） 
 
大林によれば、海幸山幸神話とこれらの伝承の間には以下のような話素の一致が見られるという。 

１） 人間が水中にものを落とす（あるいは失う） 
２） 水中の動物がこれを自分のものにする 
３） この動物は人間と結婚する 
４） 動物は自分の姿を見ることを配偶者に禁ずる 
５） 配偶者はそのタブーを破る 
６） 夫婦は別れる 
この筋が中国東南部から日本にかけてかって分布していた、古い神話の基本的な構造であった可

能性が考えられると、大林は主張している。 
 
ただ、著者である吉田敦彦は、海幸山幸神話についてはインドネシアとの関係も無視できないと

言っている。なぜなら日向神話のなかのホノニニギとコノハナサクヤビメ・イ 
ワナガヒメの結婚のような話が、インドネシアでも見つかるからである。――セレベス、アルフ

ール族の死の起源神話（大林太良「日本神話の起源」角川書店 1973） 
   九州南部に住み、大和朝廷の人々からは異民族のように見なされてきた隼人族の伝承に由来する

日向神話が、全体としてインドネシアと深い関係を持っている可能性は、現在（出版年 1992.11）
でも無視できないと考えている。 
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＊ 神話の第三層――弥生時代後半から古墳時代にもたらされた神話 
・ギリシャ神話との類似点 
 ――オルフェウス・エウリディーチェ神話（見るなの禁） 
 ――ぺルセポネ神話（黄泉戸喫） 
 
・朝鮮半島を経由して伝えられた、スキタイ神話からの影響 
 黒海沿岸に建設されたギリシャ都市を介して古代ギリシャと密接な交渉を持った、イラン系騎馬遊牧

民族であるスキタイ人の神話の影響が朝鮮半島を経由して入って来たと考えることによって説明でき

る。 
 記紀にみられるような大和朝廷の王権神話が形成されていった時代には、わが国は朝鮮半島と密接な

関係をもっていた。そして、この時期の朝鮮半島にはスキタイ文化の影響が南部にまで強く及んでい

たことが、百済や新羅の王墓からの出土品によって確かめられている。 
 
 スキタイ神話の断片がヘロドトス「歴史」第四巻に書き留められており、日本神話、古代朝鮮神話と

も顕著な類似を持っている。 
 
  スキタイ神話        高句麗神話          日本神話 
・天上の最高神と河神の  ・天帝の子、解慕漱と      ・ホヲリとトヨタマビメ 
娘との結婚        河神の娘、柳花との結婚    ・ウガヤフキアエズと 

（ドニエプル河）                      タマヨリビメ 
 
いずれも、天上の最高神かその子孫が、水の支配者の神の娘と結婚することで王家の始祖とか初代の

王が誕生したとされている点で、三地域の神話は対応が認められる。 
 
 ヘロドトスの伝えるスキタイ神話には黄金製の三点の聖宝が天から降ろされたことが物語られている。

それは、犂に軛が結合した農具と、戦斧と、盃で、彼の時代にもスキタイ王家に相伝されて、祭礼に

使用されていることを述べている。これらは、農具と武器と祭具を意味し、農業生産・戦闘・宗教（神

聖王権）という人間生活にとって肝要な社会的機能を表す意味を持っていたわけである。 
 日本神話の中の三種の神器と明らかに対応しており、与えられている意味も同じである。ヤタの鏡は

アマテラスの御神体で、宗教の中心であり、クサナギの剣は武器であり、タマについては、「古事記」

にイザナキがアマテラスに高天原の支配を命じた時に授与した首飾りの玉が、ミクラタナと呼ばれる

神であったと記されている。ミクラタナとは、倉に入れられるタナツモノの稲を意味する。高天原の

王権のしるしの玉は同時に稲の神でもあったわけで、神器の玉は、稲作つまり食糧生産を表す聖宝と

しての意味があったと想定できる。 
 皇室の三種の神器も、鏡は宗教、剣は戦闘、玉は食糧生産をそれぞれ代表し、スキタイ王家の神宝と

全く符合する。  
 また、これらと同じような意味を持つ宝物は、高句麗の建国神話の中にも出てくることが大林によっ

て指摘されている。（大林太良「東アジアの王権神話――日本・朝鮮・琉球――」弘文堂 (1984) 
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５．漂海民・家船・末子相続 
＊ 最後にキーワードとしてあげた標記について触れる。 
  最初に触れたＮＨＫのテレビ番組での海上生活者の映像は、ボルネオ島東北部だったことからバジ

ャウ族だったのかもしれない。いずれにしても、漂海民は、東南アジア各地、中国大陸南部そして

日本列島など、アジア各地にひろがっていた。 
  具体的には、東南アジアでは、インドシナ半島からマレー半島、スマトラ島、ジャワ島、セレベス

島、ボルネオ島、そしてフィリピン諸島。中国大陸の中心は珠江。日本では、九州、四国、中国、

近畿、北陸の各地に分布していた。 
  最初に漂海民を発見し現地調査をしたのは、W. G. ウァイトという今世紀初めにビルマにいた宣教

師で、ビルマ、メルグイ島で漂海民を発見し、かれら――マウケン族を「海のジプシー」として、

母国イギリスに紹介した。 
＊ それでは漂海民とはなにか？ 

次の三条件をそなえていたとしている。 
１） 土地・建物を陸上に直接所有しない。 
２） 小舟を住居にして一家族が暮らしている。 
３） 海産物を中心とする各種の採取に従い、それを販売もしくは農作物と物々交換しながら、一か所

に長くとどまらず、一定の海域をたえず移動している。 
 

＊ 日本での漂海民についてみてみると、かれらは集団ごとに一定の根拠地をもっていて、年中行事や祭

礼の形をとり、一年に何回かそこで会合し、短期間だが集団で行事を行っていた。この時も船上で生

活をし、行事が終わると、再び家族単位の生活に戻り、各自それぞれ５－６そうの小集団に分かれて、

海に散っていく。年中行事・祭礼が農民に比べると少なかったから、根拠地に仲間が集結するのは、

年に２－３回に過ぎなかったので、漂泊漁業は長い時には半年にも及んだ。こうして集団としての生

活と家族単位の生活とを繰り返しながら、親・子・孫すべて海に生まれ、波に揺られて一生を舟の上

で送ってきたのが漂海民である。 
＊ しかし、陸上との交渉を好まず、閉鎖的で、陸上の生活を全く知らない人々ではなかった。むしろ彼

らの生活は陸上を中心に維持されており、例えば水汲み、薪とり、海産物の乾燥作業、船の建造と修

理、物々交換など、さらに死者の埋葬も多くは陸上で行われた。代表的な瀬戸内家船の根拠地の一つ

である能地（現在は広島県三原市幸崎町）についていえば、臨済宗の寺、善行寺が菩提寺となってお

り、ここに墓地がある。 
＊ 漂海民の解体（陸あがり） 

起源が不明確なのに、解体過程は比較的確かめることができる。船住居から陸上住居、漂泊生活から

定着生活へと変化していくのは必然。墓地の所有をかわきりに、陸上に土地や建物を所有するように

なっていたものと考えられる。一旦、土地・建物の所有が始まると年中漂泊はすたれがちになる。老

人・学童児童は家に残しておくことになる。 
＊ 末子相続    （資料３） 

狭い船の上で生活をしているわけなので、子供の成長に伴って長男から家を出ていくことが通常にな
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る。結果として末子が親の面倒をみる末子相続となっていく。 
 
漂海民についての貴重な記録を残した、羽原又吉はその書「漂海民」のなかで、次のように言ってい

る。 
 「日本の漂海民がもつ古俗と、国外におけるそれとを比較すると、かなり類似点がみいだされる。類

似した点があるからといって、直ちに両者の結びつきを考えることはできないが、私は漂海民の比較

研究を通じて、日本民族の起源に接近させる構想を持っている。 
 日本の民族・文化を形成した要素は複雑であるが、その要素の中に、遠く中国の南からインドシナ半

島、インドネシアの島々を含めた南方文化と縁故があることは否定できない。もちろん軽々しく論断

することはできないが、南方で海に押し出された漂海民が、ある機会に日本列島に波及していないと

は何人も保証できないだろう。海流や海島の分布からも十分推測できるところである。」 
 
６．おわりに 
＊ 「はじめに」のところでふれたように、北東ボルネオ島の漂海民のテレビ番組をみたことが始まり

であったのだが、漂海民はいずれの国でも被差別民として差別を受け苦しい生活を余儀なくされてき

た。中国珠江の蛋民などもそうで、孫文の辛亥革命でやっと平等な権利・義務を与えたが、賎視する

風習は根強く、教育の機会すら受けられなかったという。 
＊ 南島の漂海民の文化が、日本文化の古層としてあり、これが「古事記」の末子相続の説話になって

いると思い込んでいたが、南島直接よりも中国南部、アッサム・雲南などの流れのほうが大きく影響

しているようだ。しかし羽原又吉も言っているように、インドシナ・インドネシアの影響も捨てられ

ないし、「椰子の実」ではないが、南島の漂海民がこの弧状列島に流れ着いたということを想像すると、

大いなる古代のロマンを感ぜずにはいられない。 
＊ 最後に、稲作の起源が時期・場所が変わってきたことを付け加える。 

 
最近の研究ではアッサム・雲南起源説から中国江南起源説に代わって来た。また時期がかなり早くな

った。それは、中国長江下流の平野部や水辺部から古い稲作の遺跡がつぎつぎと発見されたからであ

る。アッサム・雲南よりさらに三、四千年もさかのぼる。 
 河姆渡（7000 年前）、羅家角（7200 年前）、馬家浜（6000 年前）、良渚（5000 年前）で稲とそれに伴

う文化が単独で現れ雑穀を伴っていない。 
 しかも、長江中流の洞庭湖周辺の湖南省から、さらに古い稲作遺跡が発見された。それは彭頭山遺跡

で、今から９０００年前に遡る新石器時代のものであることが確認されている。１９８４年から本格

的な発掘が始まり、ジャポニカ・インディカの二種類があり、花粉は河姆渡の水稲花粉と一致し、栽

培稲と判断され、約８０００年前のものと測定されている。 
 古い稲作の起源地は長江流域であり、雑穀と結びついていたアッサム・雲南は二次、三次の伝播地と

いうことになる。 
このことから、日本への稲の伝来ルートは二つ考えられている。 
１） 長江下流から直接に北九州に伝わったもの 

江南から雑穀を伴わない稲だけが直接伝わった。筑後川、矢部川流域の有明湾沿岸部で、インデ
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ィカとジャポニカが混じって出土している。 
２） 長江中下流から北上して、山東・遼東半島、朝鮮を経て北九州へと連なるもの 

黄河の南方、黄淮地域では、稲と雑穀が同じ場所から出土することが多く、このルートでは稲と

雑穀が合わせて渡来したものと推定される。 
 
＊ 以上のようなことから、温帯ジャポニカの種籾を懐にしのばせた渡来者が大陸東海岸から東シナ海を

渡って日本に上陸し、北九州の先住民のなかで水田耕作を始めるというようなことも想像できる。 
                             以   上                

(2013.09.18  梅津寿一記) 
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スマイル会２５年９月例会 資料１ 
 
古事記神話 
  
１．三貴子の誕生 

イザナキが冥界から帰って、穢れた体をきれいにしようと禊ぎした時にさまざまな神が

生まれたが、最後に左の目より天照大神、右の目より月読命、鼻より健速須佐之男命が

誕生した。 
「この時伊邪那伎命、いたく歓びて詔りたまひしく、「吾は子を生み生みて、生みの終

てに三はしらの貴き子を得つ。」とのりたまひて、すなはち御頸珠（みくびたま）の玉

の緒もゆらに取りゆらかして、天照大神に賜ひて詔りたまひしく「いまし命は、高天原

を知らせ」と事よさして賜ひき。かれ、その御頸珠の名を、御倉板挙之神（みくらたな

のかみ）という。次に月読命に詔りたまひしく、「いまし命は夜のをす国をしらせ」と

事よさしき。つぎに建速須佐之男命に詔りたまひしく、「いまし命は、海原を知らせ」

と事よさしき。」 岩波文庫 p30-31 
 

２． 五穀の起源 
天の岩屋戸の神話の後、スサノオノミコトは髭をきられ、手足の爪も抜かれて高天原

を追放された。下界に降りてくる途中で、食べ物を提供してくれた大気津比売神を、

その仕業が穢れてるということで殺してしまった。その神から 
「殺さえし神の身に生れる物は、頭に蚕生り、二つの目に稲種（いなだね）生り、二

つの耳に粟生り、鼻に小豆生り、陰に麦生り、尻に大豆（まめ）生りき。」岩波文庫 p38 
３． 須佐之男命の大蛇退治 
高天原を追放されたスサノオノミコトは、出雲国の肥の川の上流の鳥髪に降りて、大

山津見神の子の足名椎・手名椎夫婦と女のクシナダヒメに会う。ここでかの有名な「八

岐大蛇退治」となる。クシナダヒメは、古事記では櫛名田比売と書くが、書紀では奇

稲田姫となり、稲田の擬人化である。 
「この時箸その河より流れ下りき。ここに須佐之男命、人その河上にありとおもほし

て、尋ねもとめて上り行きたまえば、老夫（おきな）と老女（おみな）と二人ありて、

童女（をとめ）を中におきて泣けり。ここに「なれどもは誰ぞ。」と問ひたまひき。 （中

略）  かれ、その中の尾を切りたまひし時、みはかしの刃毀けき。ここにあやしと

思ほして、みはかしの前（さき）もちて刺しさきて見たまへば、都牟刈（ツムガリ）

の太刀ありき。かれ、この太刀を取りて、異しきものと思ほして、天照大御神に白し

上げたまひき。こは草薙の太刀なり。」 岩波文庫 p39-40 
 
スサノオノミコトは新婚の宮殿を作るため、出雲の須賀に来て、その地の雲が立ち上
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るさまをみて詠んだ歌、 
  八雲立つ、出雲八重垣、妻籠みに、八重垣作る、その八重垣を（１）p41 
 
４． 少名毘古奈神と国作り 
出雲神話の中で、私の好きな一番魅力的な神は、このスクナビコナである。出雲の国

作りを手助けするために海の彼方からやってくる小人の神様。 
誰も名前を知らない時、案山子（くえびこ）だけが知っているとヒキガエルが教え、

そのとおりになる。仕事を終えて、去ってゆくときの描写、古事記ではただ単に常世

の国に行ったとしか書かれてないが、書紀には、粟茎にはじかれて常世の国に至った

とあり、そこから五穀、特に粟の化身ではないかと思われる。以下その部分は 
「かれ、大国主神、出雲のみほのみさきに坐す時、波の穂より天の羅摩船（かがみぶ

ね）に乗りて、鵝（ひむし）の皮をうつはぎに剝ぎて着物にして、より来る神ありき。

ここにその名を問はせども答えず、またみともの神たちに問はせども、皆「知らず」

と白しき。ここに谷ぐく白しつらく、「こは崩彦ぞ必ず知りつらむ」とまをしつれば、

すなはち崩彦を召して問はす時に、「こは神産巣日神の御子、少名毘古奈神ぞ」と答へ

白しき。かれここに神産巣日のみおやの命に白し上げたまへば、答へ告りたまひしく、

「こは真に我が子ぞ。子の中に、我が手俣（たなまた）より漏（く）きし子ぞ。かれ、

いまし葦原色許男（アシハラシコオ）命と兄弟（あにおと）となりて、その国を作り

堅めよ」とのりたまひき 
   （中略） 
いはゆる崩彦は、いまに山田のそほどといふぞ。この神は、足は行かねども、ことご

とに天の下の事を知れる神なり。」p53-54 

 
５． 木花の作久夜毘売 
「ここに天津日高日子番能邇邇蓺能命（あまつひこひこほのににぎのみこと）、笠沙の

御前に、麗しき美人（をとめ）に遇ひたまひき。ここに「誰が女（むすめ）ぞ」と問

ひたまへば、答え白ししく、「大山津見神の女、名は神阿多都比売、亦の名は木花の佐

久夜毘売と謂う」とまをしき。   （中略） p68 
   火照命、 

火須勢理命 
火遠理命、亦の名は天津日高日子穂穂手見命 
 

６． 海幸・山幸 
山幸（ホヲリ）が兄から借りた釣り針を失くしてしまい困っていると、老人のシホツ

チがワタツミの宮（海底の宮）を教えてくれる。 
「无間勝間（まなしかつま）の小船を造り、その船に乗せて…、魚鱗のごと造れる宮
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室（みや）、それ綿津見神の宮ぞ。その神の御門に到りましなば、かたへの井の上に湯

津香木（ゆつかつら）あらむ。かれ、その木の上に坐さば、その海神（わた）の女、

見て相議（あひはか）らむぞ。といひき。」p72 
   豊玉毘売 

 
７． ウガヤフキアエズ 
「豊玉毘売命、自らまいでて白ししく、妾（あ）はすでにはらめるを、今産む時に臨

りぬ。…海辺の渚に、鵜の羽を葺草（かや）にして、産殿（うぶや）を造りき。ここ

にその産殿、未だ葺き合へぬに、御腹の急（あわただ）しさに忍びず。かれ、産殿に

入りましき。… 略 … 
その産みましし御子を名づけて、天津日高日子波限健鵜葺草葺不合命（あまつひこひ

こなぎさたけうがやふきあへずのみこと）と謂う。」p76-77 
 
「この天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命、そのをば玉依毘売命を娶（めと）して、

生ませる御子の名は、五瀬命。次に稲氷命。次に御毛沼命。次に若御毛沼命（わかみ

けぬのみこと）、亦の名は豊御毛沼命、亦の名は神倭伊波礼毘古命（かむやまといはれ

びこの）。四柱。かれ、御毛沼命は、波の穂を踏みて常世国に渡りまし、稲氷命は、妣

の国として海原に入りましき。」p78 
 
８． 神武天皇 （古事記、中つ巻） 
この巻きで、神武天皇とその兄、五瀬命は東征に出たが、日に向かってナガスネビコ

と戦ったために兄の五瀬命は死んでしまう。結局四男に当たる神武天皇が、天皇家の

祖となる。ｐ80 
 
  （資料２） 「神武東征伝説と百済・高句麗の建国伝説」 
 
(2013.09.18  梅津寿一記) 
                           以  上 
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スマイル会２５年９月例会 資料２ 
 
神武東征伝説と百済・高句麗の建国伝説 
 
    大林太良「日本神話の構造」  弘文堂  昭和 50 (1975) 
 
＊ 神武東征伝説を中心とした日本の建国伝承と、朝鮮の扶余・高句麗・百済の建国伝説を

比較すると、朝鮮伝説のいくつかのモティーフが、部分的には記紀の体系とは順序が異

なるとはいえ緊密に連関しあって、全体としての我が国の建国伝承と顕著な対応を示し

ていることである。 
 
海の兄と陸の弟 
＊ 古事記ではウガヤフキアエズに四柱の子があったのに、東征に参加したのは東征を発議

したイハレビコとその兄のイツセの二柱で、他の二人の皇兄については、「御毛沼の命

は、波の穂を跳みて、常世の国に渡りまし、稲氷の命は、妣の国として、海原に入りま

しき」と記され、それがいつのことであるのか、東征の途上なのか、それ以前のことな

のか記されていない。 
そして、兄弟二人が東征に出かけ、前半の主人公は兄のイツセであったが、途中戦死し

たために、後半の主人公としてイハレビコになるのである。 
＊ 東征伝説には、海と山の対置が描かれている。 

東征の前半は、海上の話で主人公、イツセは傷を負い海上で憤死する。これに反しイハ

レビコは、陸上を遍歴して勝利をおさめ、ヤマトの支配者になる。海の原理のイツセは

失敗し、陸の原理のイハレビコは成功することになっていて、海幸山幸神話における兄

弟関係と類似した基調が存在している。 
 
＊ この神武東征伝説の大筋は百済の建国伝説に比較出来る。 

二人の兄弟が流浪し、海の原理を代表する兄は失敗し、陸の原理を代表する弟が建国す

る。「三国史記」百済本紀１ 
    

    「朱蒙の二子、沸流（ピリュ）、温祚（オンジョ）は相続争いを逃れて南行し、漢

山に至り住む場所をえらんだが、兄の沸流は海浜の弥鶵忽（仁川？）を選んだが

土地は悪く、弟の温祚は河南尉礼城（ウィレソン）に都し、十済（シップチェ）

を建国し、みな安楽な生活をおくったという。」十済が後の百済である。 
、 

① イハレビコと同じように陸の原理を代表する温祚が弟 
② 兄弟が今までの居住地を捨てて新しい国を求めて放浪する 
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③ 海の原理を代表する兄は失敗して死に、陸の原理を代表する弟は成功して建国

し王朝の祖となる点が、日本と百済と同じである。 
 
国譲り 
＊ 卒本扶余（チョルボンプヨ）に朱蒙が来て、沸流、温祚の二子を生んだが、北扶余にい

たときに生んだ長子の類利（ユリ）がやって来た為に、不遇の二子は出国した。つまり

正当性を主張する外来の新しい太子のために、土着の王子たちが国譲りしたのである。 
 
日本神話では、支配者オオナムチないしオオクニヌシが、アマテラスの子孫、つまり正

当性を主張する外来の王子のため国譲りをした時に、譲られた側の天孫の系列が関心を

占めているのに対し、百済伝説では国を譲り明け渡した二兄弟が、いかに新天地を拓い

たかに興味の関心が集中している。 
 

 (2013.07.08 梅津寿一記) 
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スマイル会２５年９月例会 資料３ 
 
末子相続について 
 
＊ 中川善之助は末子相続について、「原始性」をとなえ、次のように言っている。 

「末子制が古いものかという問題に対しては、私は恐らく最古の相続形式ではないかと

いう答えを抱いている。理論的にもそう推定されるのみならず、古くからの神話・伝説

等が非常に屡これを暗示している。我が国の古事記や日本書紀にもその例が多いし、外

国ではギリシャ神話やグリム童話の中にも夥しく発見できる。もっと未開社会の伝説に

なれば、一層その色が濃くなる。誰でも知っているものでは、バイブルの創世記に見え

るアブラハムの系図が悉く末子相続である。ダビデ王もその例である。童話としては、

ヨーロッパ全土に広がっているシンデレラ物語が、もっとも代表的なものといへよう。」 
  中川善之助「末子相続の原始性」東北帝国大学法学会 

「法学」六巻十二号、昭和１３年 他 
中川は、こうした「原始制」に立って、上代の皇位継承も末子制によっていたという説

に加担している。例えば、記紀によれば人皇１５代までは、ほとんどの皇位継承者が末

子であった。 
 

＊ 洞富雄によると、女性中心の畑作から、水田経営による稲作文化が進むにつれて、家父

長制的な大家族が生まれた。そしてこの家族形態では、長子相続か年長者相続がふさわ

しいものと考える。家族の統制と管理には、強い家長権が必要となって来るので、長男

か年長者（前家長の弟）がふさわしい、とするのである。 
  洞富雄「庶民家族の歴史像」 昭和４１年 

 
末子相続の地域性 
イエの相続については、長男相続が一般的であるが、地方によっては異なる相続が行われ

ていた。姉家督の相続と末子相続である。 
＊ 姉家督の相続は、東北地方一般と関東の茨城・栃木など若干の関東地方で行われていた

が、旧民法で長男相続が合法的相続法とされて、明治３０年以降急速に衰えていった。 
姉家督は、成年男子の労働力が必要とされる地方において、その欠ける時期の生ずるの

を防ぐためというのが有力な説である。 
＊ 末子相続は姉相続とは反対に、中部地方より以西の西日本の各地に点々として行われて

いる。長野県の佐久、諏訪地方から、瀬戸内海沿岸地区、九州北部、九州南部の三十二

の地域を竹田旦の調査が示している。 
子息の成長に応じて分家させる末子相続制が行われるには、開拓の広い土地があると 

  か、自由に利用できる漁場があるとか、移住して新しくイエを立てられる都会地があ
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るとかの、恵まれた環境の存在が必要となる。そのような環境がかって広く存在し、

後に徐々に失われたとするのは問題が残る。また親子二代の夫婦同居を避けようとす

る考えは、末子相続をとらしめる考えにつながるが、この考えが古い時代に一層旺盛

だったとは考えられない。この他本家分家間に差等を認めないという状況も、末子相

続地域の特徴とされるが、必ずしも古い時代と結びつくとは言えない。 

 
＊ なお、古代の神話伝説に末子相続のめだつことは確かだが、そこで問題とされているの

は上部支配層での支配地域の相続で、国の草創にあたり新しく支配下にはいった土地へ

身内の者を派遣して治めていくことが急務とされ、年長の子息から順次、地方へイエを

構えさせた結果、在来のイエを末男が継ぐことになったのではないか。 

  最上孝敬編「社会構成」講座日本の民俗２   有精堂出版 昭和５５年 

 
以   上 

  (2013.09.18  梅津寿一記) 
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＊ 河合隼雄「神話と日本人の心」岩波書店 ２００３ 
＊ 柳田国男「海上の道」角川文庫 
＊ 柳田国男「先祖の話」角川文庫 
＊ 道方しのぶ「日本人のルーツ探索マップ」平凡社新書 ２００５  
 
 
＊ 大林太良「日本神話の構造」弘文堂 昭和５０年 (1975) 
＊ 埴原和郎「日本人はどこから来たか」小学館創造選書 １９８４ 
＊ 次田真幸「日本神話の構成と成立」明治書院 昭和６０年 (1985) 
＊ 谷川健一「古代海人の世界」小学館 １９９５ 
＊ 沖浦和光編「日本文化の源流を探る」解放出版社 １９９７ 
＊ 最上孝敬編「社会構成」講座日本の民俗２ 有精堂 昭和５５年 
＊ 中川善之助「民法風土記」講談社学術文庫 ２００１ 
＊ 内藤莞爾「末子相続の研究」弘文堂 昭和４８年 
＊ 内藤莞爾「西南九州の末子相続」お茶の水書房 １９７７（昭和５２年） 

 
                          以  上 

  (2013.09.26 梅津寿一記) 


