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まえがき『日本の読者に』から 
 

本書の目的 
この日本小史を私がしたためたのは、欧米、なかんずくアメリカの読者を念

頭のおいてのことであった。日本人以外の読者を対象に、日本がどのような過

程を経て今日に至ったかを、できるだけ簡潔な形で解説したい、というのが私

の目標だったのである。それだけに、よしんばどれだけ興味ぶかかろうと、詳

細は省略に従うこととした。日本史の大きな流れを骨太に把握することに重点

をおくことで、外部者にとって日本がいま少し判りやすい存在になればと願っ

てのことであった。 
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1970 年  大幅増補 『日本：一民族の物語』と改題 

JAPAN：The Story of a Nation 
1974 年  改訂版 
1981 年  大幅改訂版 
1986 年  日本語訳 出版 
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 今までの日本は、主導的な立場に立つことを一切避けることで、脚光を浴び

まいと懸命であった。しかしいまの日本は、逃げも隠れもできないほど大きな

存在に変わってしまった。安定かつ強力な国際通商制度は今日の日本にとって

は、生存のための必須条件である。明治時代に科学技術が、第二次世界大戦直

後に工業発展が、不可欠であったのと同様にである。 
 国際通商が健全さを保つ上に欠かせないのは世界平和である。日本はもはや

手を拱いて他者が主導権を揮うのを座視することはできない。一歩前に出て、

これらの諸目的の達成のために応分の役割を演じなければならない。そのため

には考え方や事への対処のしかたが変わることを必要とする。日本丸の向かう

べき方向に大幅な変更が必要とされるのである。 
 日本人はいまや自らの将来の方向を決めるべき重大な局面にある。あと数十

年間にわたる彼ら自身の運命を決するような大決断に直面している。賢明な決

断を下すにあたっては、過去のすぎゆきと現在の可能性とをできるだけ明確に

把握することが欠かせない。 
 このささやかな一書が、日本人のだれかれが自らの過去を理解する上に資し、

正しい決断を下す上の一助となることを願っている。外部の一人の友人の分析

と評価とが、この本には盛られているからである。 
 
 1986 年 8 月    エドウィン・O・ライシャワー 



第１章 国土と民族 
日本は、世界の中でもきわだって特色のある、洗練された文化を長年保って

きた国である。その日本が、今日では経済大国に成長し、しかも世界第三位を

占めるにいたっている。そして、人類の文明が到達した偉大な進歩のうち、多

くの分野で最先端か、もしくはそれに近い位置に立っているのである。この成

果がいかに目覚しいものであるかは、世界地図を広げて日本の地理的条件を調

べ、その天然資源の乏しさを考慮に入れると、いっそうはっきりしてくる。こ

の国がなぜこれほど大きく発展したかは、地理的条件や資源では説明すること

ができない。それは、ひとえに、国民のすばらしさと特異な歴史的経験の賜物

なのである。 
 
第 1 章はこの文章で始まっている。ヨーロッパの歴史で見た“暗黒時代”とか、中国

の歴史に現れる人口が３分の１に減ったというようなことは日本にはなかったようで

ある。戦乱／下克上の時代でも文化や経済が発展し続けたというのは驚きなのだろう。

（前田） 
 
 日本の国土は比較的狭い。フランスより小さく、アメリカの一洲カリフォル

ニアにも及ばない。ただし、公平を期するなら、古今を通じて西欧世界最大の

大帝国を築きあげたイタリアやブリテン諸島よりは大きいと指摘しておくべき

であろう。地形はきわめて山勝ちで、3776 メートルの美しい円錐型火山である

富士山がそびえている。耕作可能な平地は、特別肥沃とはいえない国土の五分

の一にも満たない。したがって、利用可能な土地は、地図の上でみるよりはる

かに少なく、また、地下資源にもさほど恵まれてはいない。現在、エネルギー

資源の 90 パーセント近くを輸入に頼っているが、その大部分を石油が占めてい

る。ほとんどすべての鉱物資源と食料の大半も外国から買い入れている。 
 
 日本の自然の最大の強みは、気候が温和なことである。…… 
 
豊かな雨にも恵まれている。…… 
 
日本の水田は、単位面積あたりの生産性が世界最高である。国のほぼ半分の

地域は二毛作が可能で、一回は米を、米を収穫したあとは他の穀物か野菜を植

える。少なくとも中世以来、日本が西ヨーロッパのどの国よりも多くの人口を

維持してこられたのは、この集約的農業形態のおかげである。 
 



日本の地理的な位置は、とくに古代においては、決して有利な条件だったと

は考えられない。日本は、高度な文明を持つアジア・ヨーロッパの「古代世界」

の東のはずれに位置している。同じ旧世界の西端の沖合にあるブリテン諸島と

比べても、大陸からの距離は日本のほうがかなり大きい。日本は、世界貿易の

交通路からはずれていたばかりでなく、まったくの地の果てに位置していた。

近代以前において高度な文明を誇った主要国家の中でも、最も孤立した状態に

おかれていたのである。外の世界からの影響は、ゆるやかな形で日本に及んだ

が、それも、東アジアの近隣諸国を通して少しずつ漏れてくるといった状態で

しか入ってこなかった。 
 
 日本は中国を中心として朝鮮、ベトナムを含む東アジア文明圏に入る。東ア

ジア文明は、その基礎になっている文化のほとんどが古代中国北部の平原に発

達した文明を源にしている。東アジア文化圏は、古今の歴史を通じて、全人類

のざっと四分の一から三分の一という大量の人間を生み出した土地であるにも

かかわらず、古代文明の体制からは、最も孤立した状態にあった。中央アジア

の山脈や砂漠、東南アジアやマレー半島のジャングルや険しい地形などが大き

な地理的障害になって、東アジアは、インドや中東、地中海といった、他の古

代文明の中心からは切り離されていたのである。この孤立の度合いの強い地域

の中でも、日本は最も他から隔絶していた。フランスからイギリスを隔ててい

るドーヴァー海峡の幅が約32キロなのに対して、日本から朝鮮までは162キロ、

中国までは 810 キロもある。 
 
 （文化の中心地から遠かったことで）、日本では、借用した文化を新しい方向

に発展させ、独特な文化を作り出すチャンスにいっそう恵まれたのである。日

本民族は、借用とものまね以上のことは何もしてこなかったではないか、とよ

く言われるが、この指摘は全く事実に反している。地理的に孤立していたため、

日本人が意識して海外から学んできたことは確かであるが、同時に、他から隔

絶していたことにより、同程度の規模の他の地域に比べても、とりわけ特異な

文化を発展させることが可能だったのである。一例として、日本の伝統的な衣

服とか食事、住居、日常の暮らし方といった基本的な事項を考えてみよう。床

に敷く藁製の分厚いマット、壁の代わりに家の中を仕切る紙製の引き戸、開放

的で風通しのよい家屋全体の構造、美術品を飾る床の間、炭火を入れる火ばち、

木または鉄製の一風変わった浴槽、一日の仕事を終えてくつろぐ手段として、

入浴が日常生活の中に占めている位置（入浴はまた、冬季には身体を温め心の

豊かさを取り戻す手段にもなる）。以上挙げたもの以外にも、簡素ではあるが日

本の伝統的日常生活の基本をなす多くの事物は、日本だけにしか見られない。



このことは、日本の文化が単なる模倣の産物ではなく、きわめて独創的なもの

であることを証明している。 
 

日本語の特異性 
 
日本人は基本的にはモンゴロイド（蒙古人種）に属しており、近隣の朝鮮人、

中国人と近縁関係にある。しかし、現代のすべての民族がそうであるように、

日本人も広範な人種間の混血の結果生まれたものである。 
 
 日本人を構成している人種要素の一つで興味あるのは、アイヌである。アイ

ヌは原白色人種（コーカソイド）に属している。すなわち、白色人種の特色が

まだ全部出揃わないほどの昔に、白色人種から分かれたグループなのである。 
 
 日本人には、他のモンゴロイドに比べて顔や体に多毛な人が少なくないが、

これはおそらくアイヌの血を引いているせいであろう。 
 
 朝鮮半島から日本へのかなり大量な人間の流入が、八世紀までつづいたとい

う動かしがたい歴史的証拠が存在する。九世紀始めの記録によれば、当時の貴

族の三分の一以上が、大陸からの渡来人を出自としている。 
 

縄文文化 縄文土器 
 

弥生時代 水田による稲作 青銅器 
 
 古墳時代は紀元三世紀に始まった。．．．．．． 
最大の古墳は近畿地方にある。これは五世紀末以降に造られたものらしく、

長さは約 485 メートル、まわりは堀で囲まれている。古墳の多くは鍵穴形の前

方後円墳である。 
 
古墳は七世紀いっぱい築造されたが、それ以後はぱったり作られなくなった。

これはおそらく仏教の影響であろう。その頃には、すでに完全に歴史時代に入

っていて、日本を知しるためには、考古学的証拠でなく、文献に頼ることがで

きるようになってくる。中国の史書には、紀元 57 年に日本から使節が来たとい

う記録がある。また、三世紀末の中国の文献には、日本のことがかなり詳細に、

また、おそらく相当正確に書かれている。それによると、日本は、身分差のは

っきりした農耕社会で、数多くの小国に分かれているとある。おそらく部族単



位に分かれていたのであろう。各部族はなかば宗教的な指導者によって治めら

れていた。この指導者には、男性も女性もいたが、これらすべての部族は、こ

の文献の中に出てくる「女王国」の緩い支配下にあった。 
 
日本最古の史書、「古事記」（712 年）と「日本書紀」（720 年）は創世神話で

始まっているが、これは、東南アジアやポリネシアの神話を髣髴させる。また、

この二つの史書には最高の権威をもつ太陽女神（天照大神）や、女神の孫の地

上への降下（天孫降臨）、さらに、その天孫の孫による紀元前 660 年の日本建国

のことが記されている。…… 
現在も、天照大神は、近畿東部にあって日本で最も神聖視されている伊勢神宮

に祭られている。日本の皇統を、この太陽女神以来のものとする神話や、「女王

国」支配を記した中国の記述は、日本人がもともとは女家長制の民族だったこ

とを示している。次の時代に、中国の極端な家父長制社会からの影響を受けて

はじめて、日本にはそれ以後の歴史にみられるような強力な男性優位の社会が

出現するのである。次にこれらの史書には、九州から瀬戸内海を経て近畿地方

にいたり、さらに関東平野に達する、混乱してはいるがいかにももっともらし

い東征の物語が詳述されている。近畿地方の大和の一豪族が四世紀または五世

紀までに、他の大多数の部族に対する支配権を確立していたのである。そして

この政治集団が、ニホンあるいはニッポンという、確かに歴史上に存在する国

に成長するのである。 ジャパンというのは中国南部の発音に由来する呼び名

である。 
 
 最大級の古墳が現在の大阪市や奈良市周辺の近畿地方に集中していることは、

大和朝廷の支配権確立とうまく符合する。この古墳の中のいくつかは、従来か

ら、神官的性格をもった大和朝廷の初期の支配者のものだと伝えられてきた。

このなかば宗教的な支配者に代々伝わる権威の象徴が、いわゆる三種の神器で

あるが、これらも考古学上の証拠と合致する。一つは、鉄製の長剣で、北東ア

ジア一帯に普通に見受けられるものである。また、銅鏡は天照大神をあらわし

ているが、これは明らかに中国からきている。三つ目は、コンマの形をした小

さな宝石（勾玉）で、もともとは熊の鉤爪をあらわしていたらしいが、これも

朝鮮での考古学的出土品としてはありふれたものである。 
 
 五世紀から六世紀にかけて歴史に登場してきた日本国は、古い中国の記録に

出てくる、数多くの部族からなる国が、さらに発展したものであることは明ら

かである。大和朝廷の支配下で、日本国は、地方の世襲的集団「氏」に分かれ

ていた。それぞれの「氏」は、世襲的首長と氏神をいただいていた。支配的地



位にある一族の下に、これと擬似的血縁関係でつながっている「部」呼ばれる

世襲的職能集団があった。その大部分は農民であったが、登校、織物工などの

専門職の集団も含まれていた。「氏」は大和朝廷の支配下で階級的序列がつけら

れていた。また、朝廷の直轄化におかれて、軍事、製造業、祭祀などさまざま

な職務を果たした氏や、国内各地に散在する朝廷の直轄領の差配にあたる氏も

あった。 
 
朝廷はこの時期までには、本州北部と北海道を除いて、現在の日本のほとん

どを支配下におさめていた。また、562 年までは、朝鮮半島南岸に何らかの足が

かりを維持していた。日本の史書には、この朝鮮の拠点はある勇ましい皇后の

征討の結果であるかのように記されているが、むしろ、朝鮮から日本への人間

の移動にともなって、二国を隔てている海峡の両側の種々のグループ間で密接

な交渉が生じたことに関連があるものと思われる。いずれにせよ、五世紀から

六世紀にかけて、日本軍は朝鮮半島で勢力をふるっていた。そして、朝廷は再

び朝鮮南部に足場を築こうと何回か試みたのち、663 年には最終的に断念するに

いたる。そのすぐあと、668 年に半島の東南にある新羅が朝鮮の統一を行なった。 
 
初期大和朝廷のなかば宗教的な指導者は皇室に発展し、日本の歴史を通じて、

神官を兼ねた政治的支配者を出してきた。皇室は、今日、世界でもとびぬけて

古い君主の家系なのである。 
 
氏姓制度時代の信仰と神事もまた、日本における宗教の主流の一つとしてつ

づいてきた。この信仰には、初めは名前がついていなかったが、やがて仏教と

区別するために神道（神の道）と呼ばれるようになった。礼拝の対象は、天照

大神や氏族の祖先、そのほかの神々ばかりでなく、はるかに広範なものにまで

及び、豊饒、自然の驚異や神秘なども信仰された。滝、険しい岩山、神秘的な

洞窟、巨大な樹木、奇妙な形をした石、異常な人物なども畏敬の念を起こさせ

たようである。このような礼拝の対象が「神」と呼ばれる。「神」は“god 
”と英訳されるので紛らわしいのだが、明らかに、ユダヤ・キリスト教でいう

「神(god)」の概念とは全く異なったものである。神道のこの素朴な神の考え方

を心に留めておけば、近代における天皇の神格化や、「お国のために」と死んで

いった兵士のことを理解しようとするときに役立つだろう。 
 
 初期の神道には倫理的なものはほとんど含まれていなかった。ただ、宗教儀

式の際に清浄を重んじる考え方があったが、日本人の風呂好きは、このあたり

に由来しているのかもしれない。ところで、神道には、おびただしい数の礼拝



所があり数限りない祭礼や儀式がある。人々が畏敬の念を感じた場所がすなわ

ち祭儀の場所になり、ひいては神社になるのである。今日、そのようにしてで

きた無数の神社が日本の風景の中に点在している。神社には鳥居という独特の

門がついている。中には古代からつづいている壮大な神社もあるが、多くは、

村のお宮で、今でも土地の氏神が宿る場所とみなされている。そのほかのもの

は、節だらけの古木の前や山の頂に比較的新しく建てられた石造や木造の祠に

すぎない。 
 
 今日でも、神道の根底をなすものは、先史時代からほとんど変化しないまま

で残っている。ただし、過去一千年ほどのあいだに、神道をより組織的な宗教

にするべく、多くのことがなされてきた。分けても、この百五十年のあいだは、

神道は意識的に利用された。神道と結びついた古代の神話を強調することによ

り、国民の連帯感と狂信的愛国心を鼓吹したのである。このように後世になっ

て利用されたにもかかわらず、神道は基本的には変わらないままで今日にいた

っている。現在でも神道の中心をなすものは、自然を礼拝し、豊饒を願い、ご

先祖さまという神々を敬い、こういった八百万の神々や自然界の霊と交渉をも

つことなのである。 



第２章 中国の模倣時代 

  ――遣隋使、遣唐使の時代―― 
 
 日本人と中国文明との接触は、少なくとも紀元一世紀以来、使節や商人が両

者間を行き来していた。朝鮮からの移住者は、何世紀ものあいだ美術工芸や学

問技術などの大陸文明を、ある程度までは日本にもたらしていた。たとえば、

中国語の表記に対する知識など、日本人は五世紀までにはすっかり身につけて

いた。しかし、初期における中国からのこの手の借用は、ひじょうにゆっくり

と、しかもほとんど意識せずに行なわれたものだった。 
 
 ところが、六世紀のなかば過ぎになって、突然、大陸から文化を吸収する速

度が速くなった。この時期になって、日本人は、より高度な大陸文明がどれほ

どの利点をもっているかににわかに気づき、それをもっととりいれることがい

かに望ましいかに思いいたったのである。おそらくこの時期に、日本は、文化

的にある程度成熟し、政治機構も一定水準に達して、史上初めて、より早くよ

り意識的に海外から学ぶだけの下地をととのえたのだろう。さらに、当時の中

国文化自体が、再び活力を取りもどしていたことも、中国文化の吸収を促進し

た一因であったと思われる。 
 
 中国は、紀元前 220 年から紀元 220 年までの漢の跡、三世紀ものあいだ、内

乱と蛮族の侵入に明け暮れた大混乱がつづいたが、その政治的分裂期も六世紀

後半には終わりをつげ（581 隋建国、589 中国統一）、前よりもさらに強力な

新帝国が誕生した。この新しい帝国は、最初の帝国よりはるかに豊かで強大で

あった。のみならず、七、八世紀を通じ、中国が、世界でも最も富強にして最

先端の科学技術を有していたことはほとんど疑う余地がない。「唐」という王朝

の名で呼ばれるこの時期は、空前の壮麗さと力量、それに輝かしい文化的成果

を誇った時期であった。 
 
 日本がこの新帝国の威光を受け、世界から隔絶した自分たちの眇たる小島に、

大帝国をそっくり真似た小型のレプリカをつくろうとしたとしても別に驚くに

あたらない。他にも、朝鮮や満州や中国の西南国境などにある群小国が、壮大

かつ強力な唐の前に目を奪われて、同じようなもくろみを試みていたのである。

日本がこの古い時期に、より高度な大陸の制度や技術を、これほどの熱意をも

って、これほど系統立てて移植しようと努めたのは、まさに驚異的といってよ

い。その後に世紀のあいだつづいた借用の結果、日本文化は爆発的な大躍進を



とげるにいたる。これは、当時の北ヨーロッパにおける手さぐり同様のゆるや

かな進歩とは、はっきりとした対照をなしている。 
 
 538 年に仏教が朝鮮半島南部の一王国を通して大和朝廷に公式に伝来したこ

とが、中国の影響が日本に大きく及ぶようになった始まりである。それからの

二、三世紀のあいだというもの、仏教は、中国文化を日本に伝えるための重要

な媒体の役目をはたした。六世紀から八世紀にかけては、大陸からときとして

僧侶が日本へ渡来し、日本からも仏教に帰依した大勢の人々がこの新しい宗教

についてもっと学ぶべく、中国へ出かけていった。中国から帰国した日本の学

僧たちのほうが、中国から渡来した教師役の僧侶より、むしろ率先して新宗教

やその他の中国文明の諸相を日本に伝えたのだった。 
 
 六世紀後半には、仏教をはじめとする外国からの新しい影響が大和朝廷に大

きく及んできて、仏教など大陸伝来の事物の受け入れに賛成する派と、新しい

宗教ばかりでなくすべての変革に反対する派とのあいだで衝突が起こるまでに

なった。この衝突の根底にあったのは、大和朝廷とその半宗教的首長に対する

主導権をめぐっての、有力紙族間の戦いであった。そして、587 年には、天皇家

と姻戚関係によって密接に結びついていた仏教賛成派の蘇我氏が勝利をおさめ

るとともに、蘇我氏の精力的な族長である馬子が一連の注目すべき改革にのり

だしたのである。 
 
 後世になって、この刷新事業の大部分は、593 年から 622 年まで皇太子とし

て摂政の位にあった聖徳太子の業績とされたが、聖徳太子は、せいぜい馬子と

協力したパートナーでしかなかったようである。太子自身、蘇我氏の血を濃く

受けついでいたが、彼が皇太子になれたのも、馬子が自分の甥にあたる天皇を

殺害し、姪の推古天皇を擁立した後になってはじめて実現したのである。馬子

が 626 年に死ぬまで、朝廷における最大の実力者だったことは、疑う余地がな

い。 
 
 592 年から 770 年までのあいだに何人かの女帝が登場したが、推古天皇はそ

の最初の女性であった。女帝は、皇位継承の争いを回避するための妥協策とし

て選ばれるのが普通であった。この時期の最後に皇位についた女性が、ある僧

侶の感化を強く受け、ついにはその僧侶が皇位につく恐れまで出るほどになっ

た。そこで、女性を皇位につけることは、それ以来永久に廃止されることにな

った。（江戸時代に二人の女帝がいる） 
 



 七世紀初めに馬子とその協力者が行なったきわめて重要な刷新の一つに、中

国への使節派遣を再開したことが挙げられる。600 年にも一度、使節を送ったよ

うだが、607 年から 614 年にかけて三回、遣隋使を送ったことは確実である。

それ以後二世紀のあいだ、定期的に中国へ使者が送られるようになり、838 年ま

でつづいた。このような使節派遣からただちに政治的な成果があがることはほ

とんどないし、経済的意味もたいしてなかった。しかし、文化的重要性にはは

かりしれないものがあった。僧侶や学者、美術家をはじめとしてさまざまな分

野の専門技術者がこの使節団に加わり、中には、何年も中国にとどまって、熱

心に研究をつづけた者もいた。彼らは日本に帰ると、それぞれの分野で指導的

な立場についた。彼らは、この、他から隔絶した地に、卓越した大陸文明の科

学や芸術や思想を成功裏に導入するにあたって、最も重要な役割を果たしたの

である。このようにして中国に留学生を送ったという点で、日本の指導者はま

ことに賢明だったといわなければならない。これは、いわば世界最初の組織的

な海外留学生派遣計画であった。 
 
 冠位十二階 
 
 十七条憲法 
 
 聖徳太子は仏教に心から帰依していたようで、太子の作とされる仏教に関す

る著作の中にも、確かに太子の手になるものがあると思われる。奈良市近郊に

ある美しい法隆寺が太子によって建立されたことははっきりしている。現存す

る法隆寺の建物のうち、七世紀末に建てられたものは、世界最古の木造建築で

ある。その内部には、当時から伝わるおびただしい数の仏教美術の逸品がぎっ

しりと詰まっている。複雑多岐を極める仏教の教義が日本で確実に理解される

にはかなりの時間が必要だったが、日本人は、仏教の教えにともなって入って

きた大陸の美術を、驚くべき才能を発揮して自家薬籠中のものとした。そして、

たちまち、教師格の朝鮮や中国に勝るとも劣らないすばらしい作品を作り出す

ようになったのである。 
 
 一方、蘇我氏の専横ぶりに対する不満と、蘇我氏が天皇の位を簒奪するので

はないかという恐れとが大和朝廷の中に高まっていった。その結果起こったの

が 645 年のクーデターで、これによって蘇我氏は滅ぼされた。このクーデター

には二人の中心人物がいた。一人は中臣鎌足である。鎌足の一族は、新しく藤

原氏を授けられ、のちには宮廷を完全にその勢力下におさめることになる。 
 いま一人は天皇家の皇子である。後に即位して天智天皇となり、在位期間こ



そ 668 年から 671 年と短かったが、日本の君主には珍しく、君臨すると同時に

統治もした数少ない天皇の一人であった。ごく限られた数の、実権をもった天

皇の中には、天智天皇の弟である天武天皇（在位期間 673－686 年）――天武天

皇も皇位をみずからの手で戦いとらなければならなかった――と、天智天皇の

曾孫の桓武天皇（在位期間 781－806 年）がいる。要するに、天智天皇の代にな

ってはじめて、大和朝廷の半宗教的首長が中国皇帝を模した役割をもつにいた

ったのである。 
 
 この 645 年のクーデターが大化の改新である。「大化」の名は、日本ではじめ

て中国の方式をとりいれて、年代を数えるのに、任意につけた「年号」を用い

たものである。後世の歴史家は、645 年から 646 年にかけての一年を、中国の

模範に従って日本を改造すべく政治、経済上の大変革が相次いで行われた年だ

とみなしている。しかし、これらの改革は、実際には、七世紀後半から次の世

紀にかけて、少しずつ積み上げていってはじめて達成されたものだった。 
 
 政治制度の改革 
 土地所有制度 
 課税制度 
 
 中国の政治形態をとりいれたことの大きなあらわれとして、日本の最初の恒

久的首都の建設があげられる。そして、それは、日本最初の都市でもあった。

従来は、天皇の代がかわるごとに、新天皇の領地へ都を遷すのが通例であった。

これには先代の死による穢れを避ける意味あいも含まれていた。最初の首都は

大和（奈良）盆地につくられた平城京（現在の奈良）である。この都は 710 年

に開かれた。唐の長安を模した意欲的なもので、長方形の都には碁盤の目状に

街路が走り、中央を南北に伸びる大路の北端に宮殿と各役所がおかれた。広さ

は、長安が 8 キロ×9.6 キロであるのに比べ、平城京は 4 キロ×4.8 キロであっ

た。しかし、長安は人口百万人以上を擁する世界的大都市である。それにひき

かえ、人口も少なく遅れた状態にあった日本にとっては、長安より規模が小さ

い平城京でも大きすぎた。したがって、都の西半分はついに完成することなく

終わった。さまざまの不備な点はあったが、当時の日本で、このような大がか

りな試みがなされたことは、やはり特筆すべきことである。平城京の跡一帯に

は、今日でも、当時に建てられた壮麗な瓦屋根の寺院があちこちに点在してい

るが、これらは東アジアに現存する唐代の建物群の中でも最もすぐれたもので

ある。 
 



 八世紀の末近くになって桓武天皇は、この最初の首都を捨て新しい首都を建

設することに決めた。おそらく、奈良を取り巻く大寺院の影響を脱するという

意図が働いていたものと思われる。794 年にこの第二の首都、平安京が、奈良の

北 48 キロのところに造成された。平安京も、4.8 キロ×5.6 キロと規模は大きか

ったが、都の西半分はまたしても完成しないままに終わった。しかし、のちに

京都と呼ばれるこの第二の都市は、1868 年にいたるまで日本の天皇が住む首都

であった。そして碁盤の目をした京都の主要道路は、一千年以上も前に設計さ

れた中国式都市の名残りをいまでもはっきりととどめている。首都が平城京に

あった時期を奈良時代といい、京都遷都後の始めの数世紀を平安時代と呼ぶ。 
 
 六世紀から九世紀にかけて行われた大改革の時期に、政治、経済、生活上で

実施された数々の改変は、そのほとんどが精緻な中国式の法典の中に具体的に

あらわされている。その法典のうち、内容が伝えられている最古のものは、大

宝年間に完成した（701 年）。ただしそれももとの条文は残っていないので、今

日では、後世の記録を通してうかがい知るのみである。また、やはり中国の考

え方だが、政治の指針として役立てるため、過去のことを正確に記録した歴史

を編纂しておくのは政府の重要な義務であるという概念も日本にとりいれられ、

公的な史書を編纂する努力が 887 年までつづけられた。この考えのもとにつく

られたのが、「古事記」（712 年）と「日本書紀」（720 年）という、先にのべた

日本最初の歴史書である。この二つの史書は、紀元 400 年以降のことを記した

部分はかなり信頼がおけるのだが、同時に、素朴で原始的な古代神話も今日に

伝えている。神話および古くから語り伝えられてきた歴史的伝承を、大和朝廷

の権威を強化するようなものに手直しして利用したことは明らかである。後世

になって、これら初期の歴史や神話は、国民に日本人が他に類を見ない民族で

あるという認識を植えつけ、超国家主義的心情をかきたてるためにも何度か利

用された。 
 
 中国から学んだり模倣するという課程が政治の分野だけに限られていなかっ

たことはいうまでもない。それどころか、この時期に日本人が文化的、知的に

学んだことは、政治機構の借用よりも、深くしかも長く後の世にまで影響を及

ぼすことになったのである。政治機構のほうは、大部分が百年かそこらのうち

に朽ち果て、結局は有名無実のものになってしまった。それに引き換え、この

何世紀かのあいだに中国から学んだ宗教思想や美術工芸の技術、文学形式は、

その多くが、活力が衰えるどころか、その後も発展をつづけ、後年の文化様式

の基礎を形作ったのである。 
 



 仏教は首都周辺で強大な勢力に成長し、従来の神道崇拝よりも朝廷の愛顧を

受けるようにさえなった。しかし、地方に行くと、仏教の力は、依然として神

道に比べてずっと弱かった。天皇や名門貴族は、壮大な寺院や僧寺を建立し、

盛大な大法会を催した。なかでも聖武天皇は、国ごとに僧寺と尼寺を、首都に

は中心となる大寺院を建立する構想を立てた。これは政治権力の中央集権化と

いう概念を宗教的に象徴したものであった。その中心をなす東大寺にある高さ

16 メートルの大仏の坐像は、752 年に開眼された。この仏像は、現存する世界

最大のブロンズ像の一つである。ただし現在残っているものは、後世の修理の

ためいくらか形が変わっている。その近くに建てられた正倉院には、聖武天皇

が日常使用した品々をはじめとして、当時の工芸品やすぐれた美術品が数多く

保存されている。日本の天皇は、宗教的役割と世俗的役割の二つの役をこなさ

なければならなかったわけで、その重荷に倦み疲れた結果、皇位を捨てて寺に

入り静かな生活を送るという例が多くなっていった。 
 
 仏教のほかにも、日本人は数限りない中国の概念や理念を吸収した。その中

には、古代中国の歴史にもとづく学問である儒教や、実り豊かな文学はもとよ

り、種々の説話や迷信の類まで含まれていた。またおびただしい量の中国の進

んだ技術もとりいれられた。織物、金属加工、架橋工事、建築などがこれであ

る。仏教寺院自体が当時の建築を代表する傑作なのである。それらの寺院の内

部には、美しく、しかも深い精神性に満ちた仏像がおさめられていて、つくり

かたも、鋳造、乾漆、塑像、木彫りと多岐にわたっている。また、絶妙きわま

りない宗教画やその他のすばらしい美術品も含まれている。こういった美術品

の中には大陸からもちこまれたものもあるが、日本でも、大陸のものに負けな

いほど美しく芸術的価値の高いものがつくられた。このことからも明らかなよ

うに、日本人は、中国芸術の伝統の中でも最高の部分をたっぷり吸収すること

に驚くべき成功をおさめたのである。また、すぐれた芸術的感覚とみごとな工

芸技術の腕前が結びついた結構このうえない状態が、この時期にすでにできあ

がっていたことがわかる。高い美意識とすぐれた技術をあわせもつというこの

ことは、それ以来今日まで、日本人の特性となっている。 
 
 日本語の表記法 



第３章 国風文化の発展 
 ――藤原氏の時代―― 
 
 中国大陸から日本が最も精力的に学んだのは、六世紀末から九世紀中頃まで

の期間であったが、やがて、中国に対する日本人の態度に微妙な変化があらわ

れはじめた。中国の文物のもつ勢威は依然として高かったが、日本人は、もは

や中国から学ぶことにそれほど熱心ではなくなった。中国のものならなんでも

すぐれているとは、かならずしも認めなくなったのである。三世紀にわたる借

用の結果、中国の制度に由来するもろもろの事象は、日本人の生活の中にすっ

かり根づき、もはや少しも目新しいものではなくなっていた。当時少なくとも

都には、固有の政治社会制度をもった文化的社会が存在していた。それは、確

かに中国に範をとったものだったが、日本側の必要に適うように、意識的な手

直しが加えられたり、いつのまにかゆっくりと変容をとげたりしていた。 
 
 日本人は、もはや未開人ではなかった。圧倒的優位にある大陸文明に恐れを

なしたり、中国のものならなんでも猿まねをするというようなこともなかった。

日本の文化は成熟の域に達しつつあり、これから独自の方向へ発展しようとし

ていた。これ以上新しい文物を借用するより、すでにとりいれたものを、完全

に自家薬籠中のものにするほうへと力点が移っていった。中国から学ぶという

意欲が減退した一因は、九世紀が進むにつれ顕在化していた唐自体の勢力の衰

退にあった。894 年には、かの地の騒乱を理由に中国への使節派遣を廃止する決

定が下された（最後の派遣は 838 年）。商人や僧侶の往来は依然としてつづいて

いたが、次の二、三世紀のあいだに両国間の交渉は目にみえて減少していった。

その結果、日本の孤立化が進み、すでに国内で進行中であった文化上の変化に

拍車がかかったのである。 
 
 日本語の表記法 
 
 前にもみたとおり、中国模倣の最盛期でも、詩歌を和語で作詞し、その各音

節に、簡略化しない漢字を表音的にあてはめて書き下ろすという苦心は払われ

ていた。760 年頃に集められた 4516 首の詩歌がこの方法で記録され、すぐれた

和歌集である「万葉集」となった。 
 
 新しい表音文字の体系は、これよりずっと簡略なものであった。そのことも

大いにあずかって力があったらしく、宮廷に仕える男女のあいだで、ことある



たびに和歌を詠んで書きとめたり、さらには、のべつ取り交わされた恋文の中

に和歌を詠みこんで交換するという習慣が、ひそかに大流行するようになった。

こういった和歌の秀作が、905 年に公の手によって「古今和歌集」としてまとめ

られ、その後五世紀のあいだにさらに 20 集の勅撰集が編まれた。こういった和

歌のほとんどは、きわめて短いもので、31 音節の定型に従って書かれた短歌で

ある。短歌はひじょうに短い詩形のことで、自然のままの情景をほのめかす程

度のことしかできないが、句の巧みな展開により、情感や直感的なイメージを

喚起する。短さという制約の中で、繊細で感動的な作品を詠むことができたの

である。 
 
 カナはまた、日本語によるさらに広範な文学作品の出現を可能にした。十世

紀には、和語で書かれた物語、旅日記、随筆があらわれ、なかにはかなりの文

学的水準に達したものもあった。 
 
 教養ある男性のほとんどは、中世ヨーロッパの教養人がそうであったように、

卑しくもまじめな文章を書くにあたっては、自国語を使うことを潔しとせず、

歴史、随筆、公文書などのたぐいは依然として漢語でしたためていた。しかし、

宮廷に仕える女性たちは、漢語を操るだけの教育を受けていないのが普通であ

った。したがって、文学表現の手段としては、自国語に頼るしかなかったので

ある。その結果、男どもが得々として下手くそな漢文を書いている一方で、女

性たちは、みごとな日本語を書くことに慰めをみいだし、教養の欠如の穴埋め

をしていた。日本最古の散文文学の傑作は、こうして生まれたのである。 
 
 日本の散文文学がはじめて花開いた黄金時代は、十世紀末から十一世紀始め

にかけてであった。書き手のほとんどは、安逸と怠惰に明け暮れる宮廷の女性

たちで、最も一般的な文学形式は、随所に短歌をちりばめた日記であった。な

かには旅の日記もあったが、より頻繁に扱われた題材は、当時の宮廷生活につ

きものの権謀術数、儀式や行事、それに、のべつくりかえされる恋愛沙汰など

であった。しかし、この時期の傑出した文学作品は日記などではなく、十一世

紀始めに紫式部の書いたきわめて長大な小説「源氏物語」であった。この作品

は、架空の貴公子光源氏の恋愛遍歴と心理的展開を描いている。これは、単に

世界文学の一大ジャンルである長編小説の最古の作品であるというだけでなく、

世界最高の文学作品の一つに加えられている。日本語の原作のほかに、アーサ

ー・ウェイリー、エドワード・サイデンステッカー両氏による、それぞれにみ

ごとな英語訳がある。 
 



 宮廷の女性たちの手になる日記や小説は、日本に申請の固有文化が存在した

という確かな証である。これは中国文学の中にいかなる原型もみだしえない正

真正銘の日本文学であった。中国渡来の文明は、新しい文化となって花開き、

みずからの表記法を手にしたばかりの日本人は、たちまち独自の文学作品の逸

品を生みだしたのである。 
 
 和風の文学の目覚しい発達と同時に、ほかの分野でも、より微妙な変化が起

こっていた。絵画、彫刻、建築が明らかに日本的な特徴を帯びはじめたのであ

る。美術においては、日本人は抽象的意匠や絵巻物に才能を示した。絵巻物の

題材は、宮廷の儀式や寺社の縁起、合戦の顛末などであった。建築に関しては、

荘厳で均衡のとれた中国の建築物よりも、自然の環境に調和した建物を好むと

いうはっきりした傾向があらわれた。 
 
 中国渡来の政治経済制度にも、微妙ではあるが重要な変化が起こりはじめて

いた。そもそも中国式の制度全体が、おそろしく複雑かつ精巧なもので、まだ

中国より小規模で後進的な状態にあった日本の国土の要求にはあわないもので

あった。したがってこの制度が日本で崩壊への道を歩みはじめたのはべつにあ

やしむにあたらないが、日本人がそれをつくりかえることに成功したのは注目

に値する。中国においても、中央政府は、税の収入源となる農民や土地が、と

もすれば強大な豪族の私有地に吸収されていく傾向を防ぐべくやっきになって

いた。また宮廷内の諸派閥や、中央の力のほとんど及ばない地方豪族の手中に

権力が移っていくのを食い止めようと苦心惨憺していた。やっと中央集権化の

途についたばかりの日本でこういった傾向がとくに強かったのは当然で、これ

を食い止めることができずに制度の崩壊を見るのは避けられないことであった。 
 
 中国の制度において、中央の政治権力を守る要となっていたのは学識豊かな

官僚群であった。彼らエリート官僚は、主に学科の競争試験によって選抜され

たが、この任用制度は、七世紀に完成したばかりだった。この制度が本家の中

国においてさえ新しいものだったことに加え、日本では、貴族の世襲的な権利

意識が強かったために、日本人は、学識にもとづいて官吏を登用するという中

国式概念を喜んで受け入れようとはしなかった。むしろ日本ではこの試験制度

は主に下級事務職員を選抜するために利用された。そして政府の要職につくの

は権門の出自に限られているのが普通であった。このような状況下では真の官

僚制度は発達しない。権力は要職についた貴族の手中に握られ、彼らはそれを

自分たちの私益に都合がいいように濫用したのだった。宮廷貴族はまた、都で

の快適な暮らしを捨てて地方の任務につくのをいやがるようになった。すでに



八世紀には、貴族たちは、みずから任地に赴くかわりに代理を送ってすますよ

うになり、そのため、ただでさえ弱体化の傾向にあった地方に対する中央の統

制力がいっそう弱くなった。 
 
 八世紀のあいだにすでに、課税対象の土地が次第に侵食されて、中央政府の

財政基礎は弱体化していたのである。新田の開墾は金のかかる事業だった。灌

漑用設備を建設しなければならないからである。そこで、723 年に、新しく土地

を開墾した者は墾田を三代のあいだ私有してよいという決定が下された。743
年には、この私有権の永代保有が認められた。中央および地方の貴族は、もと

もと位階や官職、特別の功労に応じて、手に入れた私有地の多くを税のかから

ない荘園として保有していた（唐朝の初期にも同じような制度があった）。新田

開墾によって私有地を盛んに増やしていけるのは、こういった裕福な貴族だっ

た。彼らはまた、自分たちの免税特権を拡大したり、私有地を役人の立入調査

の対象外にする権利を手に入れるのに中央で最も都合のいい地位にいたのであ

る。 
 
 有力貴族の荘園が拡大していったいま一つの過程として、困窮した納税者に

よる土地の寄進があった。これはヨーロッパ封建制初期の現象と同じである。

寄進という手段に訴えたのは、新しい領主へ納める年貢のほうが、土地を所有

したままでいる場合に払わなければならない租税より安かったからである。そ

して寄進を受けた強大な領主は、荘園化にともなう手続きを画策するだけの、

中央での影響力とノウハウを有していた。 
 
 このようにして、九世紀から十二世紀までのあいだに、ほとんどの農地は課

税の対象になる公有地から私有の農地（荘園）へと次第に変質していった。こ

の手の荘園には、あちこちに散在する水田の寄せ集めのものも珍しくなかった。

所有者は地方の豪族のこともあったが、普通は、強大な宮廷貴族や畿内の有力

寺社であった。 
 
 荘園制度はきわめて複雑である。荘園からの収益権、すなわち職は、荘園の

中の各階層の人間や組織のあいだで分配された。底辺にいたのが実際に工作す

る農民とその家族、使用人だった。その上に、土地の豪族などが、一応は荘園

の管理支配をしていたが、実際は所有者の代理をする管理人にすぎなかった。

所有者は、さきにも触れたとおり、強大な宮廷貴族か寺社がほとんどだった。

多くの場合、所有者のさらに上に庇護者がいたようで、これは最有力な貴族や

寺社であった。一つの土地から幾重にも収益を吸いあげるこの制度は、中世ヨ



ーロッパの状況と似たところがある。 
 
 一方、私有地になることをまぬかれて国府の管理下にあった公有地でさえも、

荘園と似たような性格を帯びるようになった。国司の任命権が特定貴族の世襲

的特権となり、これら貴族は、公有地を地元で管理支配する役職に地方豪族を

選任し、これまたなかば世襲の姿をとっていることも珍しくなかった。このよ

うにして公有地の管理やそこからあがる収益が私物化され、その点で公有地も

荘園とあまり違いがなくなってしまった。 
 
 以上のような趨勢の行きつくところ、中央政府の歳入は確実に減少し、機能

が低下することになる。国内を動く物資のほとんどは、もはや中央政府へ租税

として納めるためのものではなく、荘園や公領から都の権門勢家や寺社へ上納

される貢納物や借賃としての産物になっていた。 
 
 複雑精緻な中国式の中央政府は次第にその機能を失い、その結果、朝廷はわ

ずかに儀式を司るだけという性格をいっそう濃厚にしていった。八世紀以降は、

比較的単純な官僚機構が発達し、中央政府の権限として残されていた政務をよ

り能率的に片づけていくようになった。時々、荘園の増加に歯止めをかけよう

という努力がなされたが、いつのまにかもとのもくあみに終わってしまうのが

常であった。 
 
 中央政府が少しずつ無力化していき、一群の貴族や寺社が土地の実質的支配

を手に入れたため、中央の権力が分散したにもかかわらず、日本が外敵の侵略

をまぬかれたのは、この国が島国だったおかげである。また、皇室が古来の宗

教的指導者としての侵しがたい権威をもっていたため、皇位が奪取されるとい

う事態も起こらなかった。もし中国で似たような状況になったなら、おそらく

帝位の簒奪が起こったことであろう。 
 
 とはいえ、ある貴族の一門は、二世紀ほど前の蘇我氏がしたように、皇室を

ほぼ完全に牛耳ることに成功した。大化改新（645 年）のときの二人のリーダー

の一人、中臣（藤原）鎌足を祖とする一族が、宮廷内で徐々に頭角をあらわし、

九世紀には政府高官の地位をほぼ独占するまでになっていた。蘇我氏と同じく

藤原氏も結婚によって皇室と姻戚関係を結んだ。858 年には、藤原良房が自分の

娘の生んだ幼帝の摂政の地位に就いた。皇族でないものが摂政職についたのは

これがはじめてである。義房の養子であり跡継ぎである基経も、876 年に摂政と

なったが、884 年、成人の天皇が位につくと、成人した天皇のための摂政とでも



いうべき関白（宰相）というポストをお手盛りで新設した。 
 
 藤原一族が宮廷において権勢をほしいままにした二百年を含む 858 年から

1160 年の期間は、一般に藤原時代とも呼ばれる。藤原氏の全盛期は、995 年か

ら 1027 年にかけての道長の時代であった。紫式部が「源氏物語」の中で、宮廷

貴族社会の洗練された文化と贅沢な生活を描きだした時代である。藤原氏の支

配に対抗しようとする皇族もときにはあらわれたが、権力奪取の成功が長つづ

きしたためしはなかった。九世紀末には、藤原氏の女を生母としない宇多天皇

がさまざまな試みを行っている。また、1086 年から十三世紀にかけて、宮廷に

おける実権を握った上皇（譲位した天皇）が相次いであらわれた。上皇の御所

は院と呼ばれたので、上皇の政治を院政という。しかし、院政の時代には、国

の実権は中央を離れて地方の名門武士の手中に移りつつあった。 
 
 藤原氏は、1868 年の政治的大変革までひきつづき京都御所で勢力をふるい、

交互に摂政関白職についたばかりでなく、朝廷での要職を独占していた。とい

っても、この期間の藤原氏の勢力はほとんど政治の実権をともなわないものだ

った。特定の一族がこれだけの長期間勢力をもっていて、しかも中央政府の政

治力が有効に機能しない状態が長くつづいたのである。これがほかの国であっ

たなら、かならずや帝位の奪取へとつながったに違いない。だが日本ではそれ

が起こらなかった。世襲制度の威力と、天皇の宗教的指導者としての役割が強

大であったため、表立った簒奪はついに企てられなかったのである。その代わ

り、藤原氏は、黒幕となって傀儡を背後から操るという、以後の日本人の典型

的支配形態に先鞭をつけた。日本の歴史を通じて、名目上の支配者かグループ

が、実は、ほかの人間かグループに踊らされているというケースは、例外では

なくむしろ通例なのである。 
 


