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I.統治機構の成立過程―王権神話･天皇制の誕生 
 
 ・日本列島住民の起源―長期にわたるシベリア（北）・中国大陸（西）・東南アジア（南） 

からの移住・定着・混合 
・縄文時代－狩猟･採取の生活様式 
  基本的には単独行動（小規模家族･小規模集団） 
・弥生時代－農耕生活開始（もっとも、稲作の開始は弥生期ではなく、縄文晩期に遡る） 

共同行動･共同生活、収穫物（富）の蓄積―首長（オサ）の出現 
首長の権力－武力による集団統治と住民の安全庇護 
   権威－自然への畏怖と祖霊崇拝を背景とする祭祀（マツリ）の主宰者 

（シャーマン） 
「マツリ」（祭）はそのまま「マツリゴト」（政）へ発展 
（シャーマンから王＜オウ＞への変化） 

        権力と権威は共存し、相互に補強･補完関係にある 
・共同体連合の成立（2～3 世紀）―ムラが連合してクニをつくる 

例：九州（吉野ヶ里）、中国（吉備）、山陰（出雲）、大和（唐古・鍵・纏向） 
  共同体連合間の合従連衡を経て、最終的に倭（＝大倭・大和）勢力の支配圏 

拡大（筑紫・出雲・吉備・播磨・讃岐等の服従―その状況は、記紀等に 
記された物語＜神話＞に反映されている） 

 
  ･関連年表 

  AD57  倭の奴国（九州地方のクニ？）が後漢に朝貢・金印（「漢奴国王印」）授与 
   239 倭国大乱―卑弥呼（シャーマン？）*擁立 

*魏より「親魏倭王」位を得る 

 

   248 卑弥呼没・娘の壱（台？）与即位 

421～倭五王の時代(讃・珍・済・興・武)* 
*応神･仁徳・履中・反正・允恭・安康・雄略･･･各々の比定については諸説あり 

   421 年 讃・438 年 珍・443 年 済・462 年 興・478 年 武、それぞれ朝貢し、 

「倭国王」位を求める） 

 

    507 稲荷山古墳（埼玉県）・江田船山古墳（熊本県）出土鉄剣銘に残る文字 
「治天下大王」（ワカタケル）* 

*多数説はこれを雄略とするが、疑問とする説もある。 
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507  雄略没後４代経過－越前出身の継体が即位* 
   *即位に至る時間の経過が物語るもの―諸豪族の承認取り付けに要した時間？ 

 

      539 欽明即位－仏教公伝（538 ないし 552） 
593～推古（摂政－厩戸皇子） 
629～舒明 
642～皇極 
645―中大兄皇子・藤原鎌足による蘇我打倒* 

*乙巳の変（いわゆる「大化の改新」） 

 

      645―孝徳（皇極譲位―史上初めての生前譲位） 
655～斉明（＝皇極）* 
  *百済救援―筑紫で没（661－中大兄称制） 

白村江の敗戦（662）－国内防御体制の構築・近江遷都（667） 

 

668～天智（＝中大兄） 
670 庚午年籍の作成－中央集権的地方体制 

 671 大友皇子（天智の長男）を太政大臣に任命・天智没* 
*大海人皇子（天智の弟）吉野へ逃避 

 

  672 大海人 vs 大友戦で大海人勝利* 
      *いわゆる「壬申の乱」 

 

673～天武（＝大海人）―日本国名・天皇号の成立（一説に推古朝とも） 
690～持統（686 天武没後称制 3 年、藤原京遷都）、697～文武、 
707～元明（平城京遷都）、715～元正、724～聖武、749～孝謙、758～淳仁、 
764～称徳、770～光仁、781～桓武（平安京遷都） 

 
・王権神話の成立 
「天皇」なる言葉は道教の天皇大帝（北極星の神格化）に由来する 
（和訓は「スメラミコト」）。 

     ―当初は天武個人の尊称（「大王は神にしませば・・・」＜万葉集＞）で 
あったが、後に法制化・恒久化 

     ―大海人は吉野脱出途中で伊勢を遥拝。後に未婚の皇女を天皇の名代として 
アマテラスに奉仕させる斎宮（イツキノミヤ）制度を復活 
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・王権神話の体系化・組織化 
日本書紀編纂命令（681）・各種儀式の創設・整備（即位式・大嘗祭･大極殿） 
 

（参考 1）即位儀式の変遷 
  ・古代王制（雄略・継体期まで）の即位次第 

―群臣による神器(regalia)の献上 
(当時は鏡と剣)。このことは、即位に群臣の推戴が必要であったことを意味する 

（大王自身による後継者指名の自由度を制約―譲位不可・終身制）。その後、 
推古帝の遺言による舒明帝の即位という事例が発生（譲位の一歩手前。なお、 
生前譲位は持統帝に始まる） 

   ―新大王が新設の壇上で即位 
天の神と大王との関係は代替わり毎に更新される（「事依せ」－コトヨセ） 
このことは、当時万世一系的皇統観が未成熟であったことを意味する。 
なお、新設の壇の場が新たなミヤコとなる（歴代遷宮制度）。 
持統帝でようやく一ヶ所に定着（藤原京）、その後、元明（平城京）―桓武 

（平安京）を経て明治（東京）に至る 
   ―新大王が大臣・大連・臣・連・伴造等を任命(新大王が群臣の地位を承認すると 

いう形) 
        

持統帝以降の即位次第 
   ―中臣氏が天神寿詞（アマツカミノヨゴト）を読み上げ 

―忌部氏が神器（剣・鏡）を献上 
   ―天皇登壇 
   ―群臣による拝礼・拍手（カシワデ） 
 

文武帝以降の即位次第 
   ―登壇の代りに高御座を使用 

―即位宣命の発布（神としての天皇の言葉を臣下に伝えるという形） 
 

昭和期の即位日程 
 1989.1.7 昭和天皇崩御・剣璽（剣･勾玉）承継の儀 
     御璽（詔書･法令に捺す）･国璽（条約書･勲記等に押す）承継 

 1990.11.12   即位･改元（昭和―平成） 
1990.11.22～23 大嘗祭 
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  平成期の即位日程 
 2016.8 TV による「おことば」表明 
 2016.11 有識者会議によるヒアリング 
 2017.1 有識者会議による論点整理 
 2017.12 国会が特例法で一代限りの生前譲位を認める旨決定 
 2019.4.1 新元号決定発表 
 2019.4.30 譲位・剣璽等承継の儀 

2019.5.1  即位 改元（平成―令和） 
 2019.11.14～15 大嘗祭* 

 
・大嘗祭について 
 即位後初の新嘗祭を指し、一世一代の天皇位承継行事（新嘗－ニイナメ、 

大嘗－オオナメ）。東南アジア諸国に見られる稲作収穫儀礼との類似性を指摘する

学説多数）。その祖形は天武の即位（637）に始まり、持統（690）で完成と推定。

南北朝時代と応仁の乱および戦国～江戸時代の１２代の天皇を除き、即位に伴い

一貫して挙行されてきた。即位が７月以前ならばその年に、７月以降ならば翌年

に挙行するのが例（受譲即位の場合）。 
 

まず悠紀（東－ユキ）･主基（西―スキ）の国郡を選定（亀甲占いによる）、８月上旬

抜穂の使を派遣して田を選び、斎場等を準備。祭り用の御酒作りに着手。９月下旬

までに稲･御酒（白酒･黒酒）を宮中斎場へ運ぶ。当日の７日前から大嘗宮（悠紀殿

*･主基殿*･廻立殿**）を建設。 
    *伊勢神宮内宮・外宮と同じ外観（東南アジア諸民族の穀物倉庫に類似）。内部に寝具一式

（真床追衾－天皇霊との接触呪術？）。 

     **湯浴み施設を備える。 

 

 当日午後９時、新天皇は廻立殿から悠紀殿へ。御膳が運ばれ、一連の神事を挙行。 
翌日午前２時、廻立殿から主基殿へ。同じ行事を繰り返す。同日午前５時、大嘗宮 
を破却する。 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

（参考 2）皇祖神および伊勢神宮について 
・古事記・日本書紀には、皇祖神として、「天照大神（オオヒルメないしアマテラス）」と

「高皇産霊（タカミムスヒ）」が整理されずに並存する。いずれも太陽神（「ムスヒ」

は日を産むもの<産日＞の意）であるが、もともとの主神はタカミムスヒで、その後 

アマテラスにその地位を譲ったという説もある*。 

*アマテラスはもともと宮中内に祭られていたが、地方を巡行した後、伊勢に至ってその地が 

気に入り、そこに落ち着いたとされる。 

 

・日本の天孫降臨神話は、高句麗の建国神話に酷似する。その背後に高句麗文化の強い 
影響力を見ることができる*。 

      *４～5 世紀前半中国情勢が流動化（5 胡 16 国時代）、朝鮮半島では高句麗・新羅・百済 

が興り、相互に抗争を繰り返した。このうち、高句麗が新羅・百済を圧倒して支配的 

地位を獲得し、倭国軍を駆逐（例：広大王碑文<AD414 年＞）。この結果、高句麗文化 

が倭国に強い影響力をもつようになったとされる。 

 

・天孫降臨神話は、北方ユーラシア大陸由来の騎馬民族に共通する特徴である（唯一 
絶対性・至高性）。一方、日本古来の土着神話には、南東アジア由来の海洋系・ 
多神教的色彩が濃厚である（始祖神イザナギ・イザナミから多数のカミが続々と 
出現する、また、海に関連する物語が多い、等）。皇祖神タカミムスヒに騎馬民族の  

姿を、アマテラスに海洋民族の姿を重ねて考える見方がある。 
 

・当初タカミムスヒとアマテラスが並存した後に、アマテラス優位に変化した背景は 
必ずしも明確ではないが、一説には、豪族連合から統一王権へ（大王から天皇へ）の 

転換を図る天武天皇の意図が指摘されている（タカミムスヒ系の豪族を排除）。なお、

天武天皇は壬申の乱の際に遥かに伊勢を拝し、必勝を祈願したとされる（日本書紀）

が、その際に祭神としてアマテラスを意識していたかどうかは定かではない。 
 

 ・それとは別に、オオクニヌシ（オオナムチ）伝説をどう考えるか、という問題がある。 
これについては、その地域的な広がりや、農耕文化との関連等からいって、これを、 
諸豪族の間に流布していた土着神話の集大成と考えることが可能である（その代表 
が山陰地方のオオクニヌシ。オオクニヌシの別名の多さはそのことを物語る）。 
ヤマト政権との関係は、「クニ譲り神話」として示される。そして、「オオクニヌシは  

アマテラスの弟であるスサノオの子孫」という形で両者の接続が図られる。 
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・伊勢神宮への天皇の行幸は持統帝が最初*で、以後明治 2 年（明治天皇）までは例が 
ない。式年遷宮（20 年に一度）制度の開始も持統朝とする説（第一回 690 年）が 
ある。 

*当時、現在のような位置づけでの伊勢神宮が存在していたことについては否定的。 

 

･伊勢神宮は、伊勢地域の地方神（太陽神）であると同時に、ヤマト政権が理解する 
ところの「皇祖神アマテラス*が所在する場所」という二つの性格（二重神格）を持つ。 
神宮は、内宮（皇太神宮）・外宮（豊受太神宮＜度会宮＞）とから構成され、それぞれに

ついて別宮･末社が付属する（皇太神宮―別宮６、度会宮―別宮１、諸社は 120 以上）。

この他に、かつてはヤマト政権が皇女を斎王として派遣した斎宮があった*。 
      *日本書紀によれば、斎宮は崇神･垂仁に遡るが、制度的に整備されたのは天武朝（674 年大来

皇女派遣）。平安末期には衰退し、その後は事実上消滅。近年再発見（1970 年斎宮跡を発掘

調査）。 
 

･古代、内宮では中央政権の中臣氏系統氏族（藤波家）が祭主として勤務した（神職は 
荒木田氏）。一方、外宮の神職は在地氏族である度会氏が勤めた（外宮の任務の一つは、 
内宮への御餞<ミケ＞奉呈である）。伊勢神宮の二重神格性に基づくこうした両者の関係
（上下関係）は微妙で、しばしば抗争の元となった。 
  

･神宮では、当初は仏教色や穢れを徹底的に排除していたが、8 世紀末から 9 世紀に 
入り、全国的に神仏習合が進む中で、建前は神仏分離、実態は仏教重視という姿が 
進行した*。神域内での寺**の建設はその証拠の一つである。 

*観音菩薩（後に大日如来）と天照大神との同体説が定着（内宮を胎蔵界曼荼羅、外宮を 

金剛界曼荼羅に喩える＜両部神道＞・・・真言宗に親密感）。 

     **初期に逢鹿瀬寺。その後、内宮に金剛証寺、外宮に世義寺を建立。 

 
  ・その後、平安末期に始まる内宮と外宮の対立から「渡会神道」が発生する*。鎌倉時代

にかけて、内外宮の抗争激化、中央からの財政支援途絶、斎王の派遣中止による斎宮 
制度の形骸化（事実上消滅）、遷宮の中断**等、伊勢神宮の地位は顕著に低下し、以後

衰退に向かう。 
*度会行忠―内宮･外宮を同等の地位にあるとし、主祭神を外宮にいる神（豊受大神）とする。 

**内宮について、1462 年(第 40 回)の後の遷宮は江戸時代の 1585 年、外宮については、 

1434 年(第 39 回)の後、129 年間中断の後 1563 年に再開。 

 
・江戸時代に入り、幕府は限定的ながら神宮領を安堵し、江戸幕府の直轄事業として遷宮

を復活、朝廷に対し例幣使の派遣を要請した。16 世紀ごろから参詣者が増加し、 
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外宮中心に門前町が繁栄する等、現世的な利益追求と遊覧観光の場（お伊勢参り）に

変化。 
 

 ・1868 年王政復古。翌年明治天皇伊勢神宮参拝*。 
*天皇による伊勢神宮参拝は持統帝（692 年）以来初めてのこと（ただし、持統朝にはまだ 

アマテラスは定着していない。日本書紀には「伊勢行幸」とのみ記されている）。 

 
  ・明治政府は、天照皇大神宮（アマテラス）を皇祖神として徹底的な思想教育*を実施。 

そのために明治憲法・教育勅語等を最大限に活用。 
     *アマテラスが、皇子「オシホミミ」ないし皇孫「ヒコホノニニギ」に葦原中国（豊葦原瑞穂国） 

の統治を授任したというシナリオ。天皇はアマテラスの子孫（万世一系）であり、統治権

の淵源は皇祖皇宗の神霊にあるという概念（＝「国体」）。そこから、万邦無比の神聖国家

である日本が他国を導く（八紘一宇）のは当然という結論となる。 
 
   1871 年 神祇官再興・伊勢神宮を頂点とした神社･神職体系の確立* 
 

1889 年 伊勢神宮遷宮（前回明治 2 年から 20 年後）。古代の復活を意図して内宮の   

社殿配置を変更（外宮はそのまま）。同年宮中三殿*に皇祖･皇霊遷座*。 
*1869 年に京都御所より皇居仮神殿に遷座。その後、宮中三殿は 1873 年に焼失。1888 年に 

新築された。中央に賢所（アマテラス及びニニギ）、両隣に皇霊殿（皇祖･皇妃･皇親）と 

神殿（タカミムスヒ･カンミムスヒその他の八神）。三殿の左に新嘗祭用の神嘉殿。 

 

  ・同年 2 月 11 日（紀元節<明治 6 年発足＞）に欽定憲法発布･皇室典範制定、 
その旨を三殿に奏告。同日、伊勢神宮・神武陵・官国幣社等へ勅使派遣・幣帛奉呈。 

    全天皇陵の比定を完了。この年、皇子立太子（後の大正天皇･当時 10 歳）。 
 
 ・昭和時代  

1929 年（昭和 4 年）伊勢遷宮―空前の盛大豪華版 
天皇の参拝と同時刻に国民一斉黙祷。伊勢神宮･樫原神宮への参詣者激増 

1940 年（昭和 15 年）紀元 2600 年記念式典開催。 
1942 年（昭和 17 年）伊勢親祭―戦勝祈願 
1945 年（昭和 20 年）伊勢行幸―敗戦奉告（祖霊にお詫び） 
1949 年 遷宮中止 


