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（1）	 研究概況については、とりあえず大津透「律令法と固有法的秩序－日唐の比較を中心に」（『新体系日本史2法社会史』山川出版社、2001年）を参照。

（2）	 後述のように、「太古の遺法」はおもに国の大祓に関わる祭祀研究、あるいは律令法以前の固有法研究のなかで議論されている。その内容を禁忌との
関わりで論及した研究としては、岡田重精『古代の斎忌－日本人の基層信仰』（国書刊行会、1982年）が注目されるが、岡田は註（10）のような仮説提
示の後、最終的にその禁忌の「理由は明らかでない」と述べている（同著書19頁）。

（3）	 折口信夫「国文学の発生（第三稿）まれびとの意義」（『折口信夫全集　第一巻古代研究（国文学篇）』中央公論社、1975年、初出は昭和4年）、同
「翁の発生」（『同　第二巻古代研究（民俗学篇1）』同）。以下折口説の引用は上記論文による。

はじめに
「癩者」差別の起源に関わる日本古代の身体観

とケガレをめぐる諸問題については、『延喜式』に体
系化された大祓儀とその由来を説明する『古事記』
『日本書紀』（以下『古事記』を『記』、『日本書紀』
を『紀』と呼称）のスサノヲ神話の評価をめぐり、膨
大な研究が蓄積されている。そのおもな議論のひと
つとして、いわゆる天津罪・国津罪に関わらせなが
ら、古代の固有法をいかに認識するか、という論点
があることは周知の事実であろう（1）。この課題は、神
道史・古代祭祀研究・神話学・古代法史の結節点に
あり、古代の罪意識をどうとらえるかという思想史上
の重大な論点とも関わり、容易には決着しがたい困
難な問題をはらんでいる。

本論は、こうした古代の罪と法意識に関わる先
学の研究成果を踏まえ、『紀』スサノヲ神話に「太
古の遺法」として登場する法慣行に論点を絞り、そ
の新たな解釈を通して、上記課題に取り組むため
の一つの検討材料を提示することを目的とする。

分析視角として、衣装の社会的機能を検討する
表象論的視点から、古代社会の禁忌に接近すると
いう方法を重視したい。それは、後述するように、
「太古の遺法」の内容が蓑・笠という特定の装束
を題材にとり、それをめぐる禁忌の問題として記述
されているからにほかならない。表象としての蓑・
笠研究は、民俗学、中・近世史においてすでに豊
富な研究蓄積があるが、古代史の分野で、蓑・笠と
いう表象をめぐる禁忌習俗の問題として「太古の
遺法」の法的性格を扱った専論はほとんどない（2）。
また蓑・笠は、後述のように、後世の「癩者」や非人
の表象の一つに位置づけられており、非人差別の

思想的源泉を古代社会にいかに見定めていくのか
という深刻な課題に取り組む上でも、それは重要
な検討課題となるはずである。

一方、蓑・笠論には、来訪神（マレビト神）とそれ
を仮装した神人のいでたちと見る、折口信夫以来
の民俗学・芸能史研究の系列がある。折口は、歳
神祭・新嘗祭等の農業祭事に来訪するマレビトが
「翁」の姿で現れるという民俗的コンテクストが、
古代には「翁さび」と表現された「翁舞」の神事歌
舞に反映し、それが中世猿楽そして能「翁」に昇華
していくという考えを提起し、「翁」に関する文化
史・芸能史研究の基礎を構築した（3）。この見解の
前提には、古代の「翁さび」という史料用語を「翁
舞」の範疇でとらえる認識があることは疑いがな
い。本論では「翁さび」の概念について、改めて史
料に即して厳密に把握することをもう一つの目的と
している。結論を先取りして言えば、古代の「翁さ
び」は「翁舞」と直接結びついた用語ではなく、老
人をめぐる古代の共同体と家族の禁忌に関わる概
念であり、本論を通じて、むしろ「太古の遺法」と
いう古代慣習法の世界の中に位相を見定めるべき
言葉であることを明らかにしたいと考えている。

「太古の遺法」と「翁さび」を手がかりに、古代
共同体における禁忌の構造の一端を明らかにし、
それを通じて古代社会固有の異人観の諸相を探り
出してみたい。

1．「太古の遺法」と古代の蓑・笠
（1）「太古の遺法」の施行時期

「太古の遺法」とは何か。まず、その言葉が登場
する『紀』の該当箇所を提示する。

「太古の遺法」と「翁さび」 
―古代老人をめぐる共同体の禁忌と自由―

田中　禎昭
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（4）	 石尾芳久『日本古代法の研究』（法律文化社、1959年）、同『日本古代法史』塙書房、1964年。

（5）	 ①石母田正「古代法」（『石母田正著作集　第八巻』岩波書店、1989年、初出は1962年）、②同「古代法の成立について」（前掲著作集所収、初出は
1959年）。以下、石母田説の引用は上記論文による。

（6）	 青木紀元「大祓の詞の構造と成立過程」（『現代神道研究集成（一）』神社新報社、1998年）等。

（7）	 水林彪『記紀神話と王権の祭り』（岩波書店、1991年）、矢野建一「天下（四方）大祓の成立と公民意識」（『歴史学研究』620、1991年）、神野清一
『日本古代奴婢の研究』（名古屋大学出版会、1993年）など。

（8）	 石尾芳久「あまつつみ	天津罪」（『国史大辞典	第一巻』吉川弘文館、1979年）。

（9）	 折口信夫前掲註（3）論文。なお矢野建一「大嘗祭試論－菅蓋儀の再検討」（『古代史研究』10号、1990年）は、蓑・笠と大嘗祭の関わりについて指
摘する。また萩原秀三郎『鬼の復権』（吉川弘文館、2004年）は、蓑・笠の原型を神の依代としてのチガヤとし、「招福」「除災」の二重の役割を持つ
来訪神としての鬼の「宿借り」習俗と関わらせて「太古の遺法」をとらえている。

（10）	岡田重精前掲（2）著書。岡田はこれを家の境界を冒すことの禁忌と結びつけ、蓑・笠、束草が「異形で、超自然性を帯びるため」忌みとしたと推察している。

（11）	石母田前掲註著作集、172頁。

史料1　『紀』神代上第七段一書第三
一書曰。（略）既而諸神、嘖

二
素戔嗚尊

一
曰、汝所行

甚無頼。故不
レ
可

レ
住

二
於天上

一
。亦不

レ
可

レ
居

二
於葦原中國

一
。

宜急適
二
於底根之國

一
、乃共逐降去。于時、霖也。素

戔嗚尊、結
二
束青草

一
、以為

二
笠蓑

一
、而乞

二
宿於衆神

一
。

衆神曰、汝是躬行濁悪、而見
二
逐謫

一
者。如何乞

二
宿於

我
一
、遂同距之。是以、風雨雖

レ
甚、不

レ
得

二
留休

一
、而辛

苦降矣。自
レ
爾以来、世諱

下
著

二
笠蓑

一
、以入

中
他人屋内

上
。

又諱
下
負

二
束草

一
、以入

中
他人家内

上
。有

レ
犯

レ
此者、必債

二
解

除
一
。此太古之遺法也。
史料1は、罪を犯したスサノヲが高天原を追われ

る、いわゆる「神はらい」（あるいは「神やらい」）神
話の一段であり、「太古の遺法」は下線部（筆者）
に記述されている。スサノヲは、天上での罪のため
諸神により高天原から「逐」われ、長雨のなか「青
草を結ひ束ねて、もって笠蓑となして、衆神に宿を乞
う」。しかし衆神は、スサノオが「逐い謫め」られた
「濁悪」の身であるゆえに宿りを拒絶し、そのため
風雨のなか辛苦することとなる。その時以来、世で
は①「笠蓑を著て他人の屋内に入ること」、②「束
草を負いて他人の家内に入ること」を「諱」むように
なり、これを犯した場合は「必ず解除を債す」ように
なったとし、『紀』はこのならわしを「太古の遺法」
と定義する（以下、①を「蓑・笠の禁忌」と呼称）。

当該史料は、下線部の後段とその前の前段でふ
たつに分けられ、前段は罪を負ったスサノヲに関す
る神話的記述、後段は『紀』編纂時代に認識されて
いた「世」の法（「太古の遺法」）の概要を述べ、そ
れが前段の神話に由来することの説明的記述となっ
ている。したがって「太古の遺法」とは、神話ではな
く、それを踏まえた古代の法の一種である。

これまで「太古の遺法」は、天武朝に原型が形成
され、その後付加・修正が加えられて『延喜式』大祓
祝詞として定着した「国の大祓」儀の一部として検
討されてきた。祓除の対象となる天津罪・国津罪に
ついて前者を外部的刑罰、後者を内部的刑罰に区別
する石尾芳久の説（4）に対し、石母田正は、それは神代
史の影響を受けた後次的区別にすぎず、元来は、5世
紀の族長法段階で共同体の宗教的贖罪手続きとし
て現実に機能した固有法が、6世紀の国造法に組み
込まれ、7世紀の天武期に「国の大祓」として儀礼化
したと位置づけた（5）。その後の研究では、『延喜式』
大祓祝詞の原型的部分・付加部分が分類され（6）、
また固有法段階の財産刑なのか追放刑なのか、スサ
ノヲ神話における『記』の「神やらい」と『紀』の「神
逐（はらい）」とは性格を異にするのか（7）、などといっ
た点をめぐり論争が展開されている。一方、「太古の
遺法」の内容自体については、蓑・笠、束草を祓の
「蒭霊」の象徴とみなす説（8）や、新嘗等の祭祀で来
訪神を待つ習俗に関わるとする説（9）、「家の内外を
分離する境界を冒すことの忌避と結びつく」とする
説（10）が提起されているが、未だ定見を見ない。

つまり議論が深められてきたのは、スサノヲ神話お
よび大祓の性格をめぐる諸問題についてであり、「太
古の遺法」自体の内容と法的性格についての研究は
比較的乏しいのが現状である。その内容の検討は本
稿全体の課題となるので、ここでは、まず「太古の遺
法」の法的性格に関わる石母田説の検討を試みる。

石母田は、「遺法」という表現が「大化前代にお
いてすでに、かれらの時代に先行する一段階前の
法の時代が存在していたこと」を意味するとし（11）、
「太古の遺法」が生ける法として機能したのは、5
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（12）	『日本古典文学大系　日本書紀　上』（岩波書店、1967年）、198頁頭注。

世紀以前の族長法段階であったとした。石母田の
この見解については、これまでほとんど検証されて
いないように思われるが、本当にそうだろうか。そ
こで『紀』から「太古の遺法」に類似した用語法を
抽出し、検討してみたい。
史料2　『紀』神武天皇即位前紀・戊午年八月乙未条
（略）已而弟猾大設

二
牛酒

一
、以労

二
饗皇師

一
焉。天皇以

二

其酒宍
一
、班

二
賜軍卒

一
。乃為

二
御謡

一
之曰、謡、此云

二
宇哆預

瀰
一
。（中略）。是謂

二
来目歌

一
。今楽府奏

二
此歌

一
者、猶有

二

手量大小、及音声巨細
一
。此古之遺式也。（中略部

分に歌謡が記載）
史料3　『紀』応神天皇十九年冬十月戊戌朔条
幸

二
吉野宮

一
。時国樔人来朝之。因以

二
醴酒

一
、献

二
于天

皇
一
、而歌之曰、（中略）。歌之既訖、則打

レ
口以仰

咲。今国樔献
二
土毛

一
之日、歌訖即撃

レ
口仰咲者、蓋上

古之遺則也。夫国樔者、其為人甚淳朴也。毎取
二
山

菓
一
食。亦煮

二
蝦蟆

一
為

二
上味

一
。名曰

二
毛瀰

一
。其土自

レ
京東南

之、隔
レ
山而居

二
于吉野河上

一
。峯嶮谷深、道路狭巘。

故雖
レ
不

レ
遠

二
於京

一
、本希

二
朝来

一
。然自

レ
此之後、屢参赴以

献
二
土毛

一
。其土毛者、栗・菌及年魚之類焉。（中略部

分に歌謡が記載）
岩波日本古典文学大系本『日本書紀』は、「太古

之遺法」（史料1）・「古之遺式」（史料2）をいずれ
も「いにしへののこれるのり」、「上古之遺則」（史
料3）を「いにしへののり」と訓むが、史料3の「遺」
のみ「のこる」の和訓をはずして訓む理由はなく、
「太古之遺法」「古之遺式」「上古之遺則」の和訓
はいずれも「いにしへののこれるのり」であろう。

史料2は、神武天皇による大和・宇陀地方の平
定説話の一部であるが、菟田県の豪族・兄猾を
誅殺した後、その兄弟の弟猾が設けた皇軍をねぎ
らう酒宴の席で天皇が歌謡を歌い、それが「来目
歌」（久米歌・久米舞）の起源であるとする伝承を
記している。ここに見える「古之遺式」とは、「今」
（『紀』成立・編纂時）の「楽府」（持統朝の「楽
官」あるいは令制の雅楽寮）（12）に伝わる久米歌・舞
の具体的な上演規則（手の広げ方の大小、歌声の
巨細）を表すものである。それは、神武天皇の時代
から『紀』成立・編纂時まで継承されてきた、「今」
に遺る「いにしへ」の法という意味でとらえられる。

史料3は、吉野川上流に居住した国樔が、大嘗祭
や諸節会において御贄（土毛）を献上する折に歌笛
を奏上する儀礼（国樔奏）の起源伝承である。応神
天皇が吉野宮に行幸した時に来朝した国樔が醴酒
を献じ、歌を歌った後に「口を打って仰いで笑った」と
いい、この伝に則って同様の所作が、「今」（『紀』成
立・編纂時）も国樔による土毛（御贄）献上儀に行わ
れるとし、これを「上古之遺則」と位置づけている。

したがって史料2、3の「いにしへののこれる
のり」は、「過去の法」の意味ではまったくなく、
『紀』成立・編纂時に神話・伝承に仮託され、現行
に執り行われている「昔から遺る法」の意味なので
ある。こうした『紀』の語法に従えば、「太古之遺
法」＝「いにしへののこれるのり」を「過去」の族長
法ととらえる石母田の見解は妥当ではなく、それは
律令施行下に在地社会に生きていた慣習法ととら
える必要がでてくるであろう。

では法が生きていたのが7・8世紀段階とすると、
当時それがいかなる機能を担っていたのかが問題
になる。そこで次に、「太古の遺法」の内容をなす
「蓑・笠の禁忌」を検討し、この問題を考察する。

（2）古代蓑・笠着用者の位相と機能
蓑・笠をめぐる議論の出発点が折口信夫のマレ

ビト論にあることは、周知の事実であろう。折口に
よると、古来、大晦日・節分・小正月・立春などに農
村の家を訪れる様々なマレビトは蓑・笠を着てお
り、スサノヲ神話は、古代の新嘗など祭事の夜の神
（マレビト）来訪の民俗を神話化したものである。
またそれは鬼の装束でもあった。時代が下るにつ
れ、蓑・笠を着る者が神格を得るという習俗は次
第に忘れられ、一方では妖怪に、一方では祝言職
から乞食の装いへと変貌を遂げていったという。
折口以後、蓑・笠に関わる民俗事例は、小正月の
仮面来訪者行事、春の田祭り、婚姻・葬送・雨乞
い・虫送りなど多様かつ膨大な量が集積され、さま
ざまな解釈がなされている。

歴史学の分野では、近世の百姓が一揆のいでた
ちとして、蓑・笠を非人・乞食の衣装とみなして着用
し、幕藩領主に境遇の改善を訴えたとする研究が
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（13）	斎藤洋一「武州世直し一揆の考察（続）－一揆勢の「いでたち」をめぐって」（『近世史藁』二号、1977年）、勝俣鎮夫『一揆』（岩波書店、1982年）、
網野善彦「蓑笠と柿帷－一揆の衣装」（同『異形の王権』平凡社、1993年、初出は1982年）。なお保坂智「百姓一揆の作法－徒党の形成と一揆の有
様」（同『百姓一揆と義民の研究』吉川弘文館、2006年、初出は1987年）は、蓑・笠着用で「百姓身分を一次的にせよ、自ら解放させる」とした勝俣
説を批判し、百姓身分を幕藩領主にみとめさせる百姓らしい「いでたち」とした。確かに蓑・笠は近世百姓の代表的雨具＝野良着であるが、雨中の農作
業という百姓の困苦の象徴でもあり、破れた蓑・笠を着用するなどで、その困窮した状況を領主に訴えるために一揆で装備されたとも考えられる。それ
は百姓としての最低限の生活水準を表すいでたちであり、だからこそ「非人の拵」（美濃「非人騒動」－網野著書参照）とも通底するのではないか。し
たがって「百姓身分からの解放」を示すものではないが、蓑・笠を雨風をしのげない非人・乞食が常用する（百姓の場合は雨具であり常用服ではない）
いでたちとする説自体は崩れないと考える。

（14）	網野前掲註（13）著書、河田光夫「中世被差別民の装い」（『河田光夫著作集第二巻』明石書店、1995年、初出は1984年）。

（15）	黒田日出男「「隠れ蓑」・「隠れ笠」－絵画史料の読解から」（歴史科学協議会編『歴史を学ぶ人々のために　第3集』三省堂、1988年）。

（16）	小松和彦「簑笠をめぐるフォークロア　通過儀礼を中心にして」（同『異人論　民俗社会の心性』青土社、1985年、初出は1983年）。

（17）	古代史研究における蓑・笠論の一端は、矢野前掲註（9）著書に示されている。

（18）	山折哲雄『神と翁の民俗学』（講談社、1991年、初出は1984年）。以下山折説の引用は同著書による。

（19）	金賢旭「古代の翁」（同『翁の生成　渡来文化と中世の神々』思文閣出版、2008年）。以下金論文の引用は同著書による。

ある（13）。蓑・笠は古代以来、「人ならぬ者・聖なる
者」や旅する人々の衣装であり、中世において、柿色
の衣・杖（六尺棒）・裹頭と並び、無縁の場を舞台に
活動した非人・乞食・「癩者」のいでたちになったと
いう（14）。また絵巻や昔話に見える「隠れ蓑・笠」が
変身・隠身の呪具とされた事例から、蓑・笠で身を
つつみ隠すことは、自らがこの世のものでないこと
を暗示する所作・衣装を示すとされている（15）。

以上のように、民俗学、中・近世史研究における
蓑・笠論の成果は非常に豊かで多岐にわたるが、
現時点では、それはこの世と異界との中間的・境界
的秩序に属する者を表象する装束であり、旅人・異
人（「異類異形」）・マレビトを象徴する記号と位置
づけるのが、妥当であろうと思われる（16）。

一方、古代史においては、史料の少なさにも起因
して、研究はきわめて乏しい（17）。そのなかで『紀』
神武天皇即位前紀戊午年九月戊辰条は、古代の
蓑・笠着用者の位相・機能を示唆する数少ない事
例として、早くから注目されてきた史料といえる。

伝承の内容は次のとおりである。神武天皇は、
大和国を平定するため、「天香山の埴を取り、もっ
て天平瓮を造りて天社・国社の神を祭れ」という宇
陀県主の祖・弟猾の助言に従い、大倭国造（倭直）
の祖・椎根津彦に「弊しき衣服及蓑笠を著せて」、
「老父の貌」につくり、一方、弟猾に「箕を被せて」、
「老嫗の貌」につくって天香山の嶺の土を取りにい
かせる。路を塞ぐ賊兵は、「大醜の老父老嫗なる」
と言って大いに笑い、道を開き二人を天香山に通行
させた。二人は無事に山の土を取り戻り、それを用
いて八十平瓮・天手抉八十枚・厳瓮を造作して、丹

生川上で天神地祇を祭ることができたという。
ここに見える「蓑・笠を著」た椎根津彦は、神武

即位前紀の甲寅年十月辛酉条では、名を「珍彦」と
いい自ら「国神」と称し、神武の「海導者」となった
と記されている。山折哲雄（18）は、「国神」を自称す
る椎根津彦の「蓑・笠」の扮装は、神人のいでたち
であると同時に「大醜」と嘲笑されているごとく蔑
みの対象でもあり、史料1のスサノヲの姿態と酷似
すると指摘している。

また『今昔物語集』巻第十五「比叡山僧長増往
生語第十五」に見える、「ヒタ黒ナル田笠」をかぶり
「蓑」を着、「杖」をつく「門乞匈」の老法師が実
は仏の化身であったという説話に注目し、中世初期
の蓑・笠着用者は門付けや乞食という零落した翁
形であると同時に、仏の化身としての翁（「化翁」）
という両義性を有し、その点にスサノヲや椎根津彦
の両義的スタイルとの共通性を見出している。

一方、金賢旭（19）は、天平期に編纂された『住吉大
社神代記』に椎根津彦伝承の類話が収載されてい
る点に注目し、住吉明神の教示を受けた神功皇后が
「古海人老父に田の蓑・笠・簸を着せ、醜き者として
遣して土を取り、斯を以て大神を奉斎祀」ったと記され
ていることを踏まえ、霊力をもつ埴土を取りに行く蓑・
笠姿の翁は、呪力を保持するマージナルな神人であっ
たと指摘する。また老父老嫗が「大いに咲」われた点
に注目し、『記』『紀』に見える「笑うことをめぐる神
話伝承」が、邪霊や災いを追い払う呪的パワーの発散
を意味し、中世芸能の発生にも深く関わるとした。

以上の先行研究の成果は、椎根津彦や古海人老
父に仮託された蓑・笠姿の「翁」が、蔑みの対象とな
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る「醜き者」としてのマイナスの側面と、「国神」の化
身・呪力をもつ神人としてのプラスの側面の両義性を
有していたことを明確に明らかにしたといえる。

ではこうした古代の蓑・笠着用者＝翁の両義性
は、何を意味するのだろうか。ところで蓑・笠に関
わる古代史料は、こうした周知の文献史料だけで
はない。実は人面墨書土器のなかに、蓑・笠の図
像らしき神（あるいは人）を描いたものが存在して
いる。それらについてはこれまでほとんど留意され
たことがないが、次に人面墨書土器を用いた祭祀
を通して、蓑・笠着用者の醜（穢）・聖の両義性が
何に由来するものなのかについて考察する。

（3）人面墨書土器と「太古の遺法」
図1は、秋田城跡第39次調査において、秋田城

東外郭線外側（秋田城東門下方）の隣接地に所
在する沼沢跡より出土した、古代の人面墨書土器
（甕）である。当該遺物が出た沼沢跡北側から
は、人面墨書土器甕が5個体のほか、多量の土器、
木製品が出土し、そのほとんどが斎串・刺串・人
形・馬形であることから、城柵内で執り行われた祭
祀遺物の廃棄場、もしくは本沼沢自体での水辺の
祭祀遺物と考えられている。図1の甕は、小ぶりの
もので、人面は胴部全体に3面にわたって描いてい
る。3面の人面は、いずれも頭部に山形の笠らしき
ものをいただき、顎から下に縦のラフなラインを各
7本程度描きこんでいることが留意される。従来、
顔面下の縦ラインは、髭の図像ととらえられること
が多い。そこで、髭を表現した人面墨書土器の代
表的図像数例との比較・検討を試みてみたい（20）。

図3・4・5は、図1と同じ秋田城跡39次調査で、や
はり沼沢地跡から出土した人面墨書土器である。
髭の図像表現に留意してみると、次の4つの特徴が
指摘できよう。まず図3・4・5は、①鼻の両脇の口
髭らしき表現とともに、②密度濃く稠密なラインを
重ねて顎髭を描いていることがわかる。また図3・
4は、③顔下部の輪郭を描かずに顎髭を描き、また

（20）	人面墨書土器の事例・研究は多い。それら図像の本格的な比較検討は今後の課題としたい。なお東国地域に限られるが、『シンポジウム古代の祈り　
人面墨書土器からみた東国の祭祀』（盤古堂、2004年）は、近年までの研究動向が知られ有益である。

（21）	『秋田城跡　昭和59年度秋田城跡発掘調査概報』（秋田市教育委員会ほか　1984年）。以下図3・4・5の引用も同書による。

（22）	『八千代市白幡前遺跡』（財団法人千葉県文化財センター、1991年）。

0 10cm図1（21）

0 10cm図2（22）

0 10cm図4

0 10cm図3
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図5は、④顔全体の輪郭線を描くが顎髭は輪郭内
の口の直下に描いている。

それに対して図1は、（1）顔の輪郭をはっきりと
描いているが、（2）縦ラインは顔の輪郭外で、しか
も（3）本数も圧倒的に少なくまばらに記されている
という点で、上記①～④の特徴とまったく合致しな
い。なお①～④の特徴は、全国から出土した人面墨
書土器に数多く共通して見られるもので、紙幅の都
合上、2例をあげるにとどめるが、たとえば図6（宮城
県市川橋遺跡出土）や図7（大阪府今橋4丁目遺跡
出土）は、①②③の類例に該当する。したがって私
は、この複数の縦線は、顎髭の表現ではなく、細長
い繊維状の物質で首から下をすっぽり覆っている装
束の表現とみる。頭にかぶる笠状の表現との対応か
ら、これを縦に細長い稲藁や茅などの茎を束ねて編
む、蓑とみるのが妥当ではないだろうか。なお人面
墨書土器に首から下の図像が描かれている事例は
少ないが、秋田城跡ほか、大阪南花田遺跡（図8）
や群馬県柳久保遺跡にも報告例もあり、したがって
土器図像のなかに首下の装束表現を見いだす上記
の検討視角はけっして不自然ではない。

ところで頭部にやはり山形の墨線をいただき、顔
の輪郭線をはっきりと描き、その下にやはり五本程
度のラフな縦ラインを描く人面墨書土器が、千葉県
八千代市白幡前遺跡からも出土している（図2）。白
幡前遺跡は、八世紀前半、および八世紀中葉から十
世紀初頭に及ぶ範囲の時期の集落遺跡で、竪穴住
居跡279軒、掘立柱建物跡150棟、井戸跡5基などが
出土しており、当該土器は、2群A遺構に属する258
号住居跡の西コーナー近く壁際から出た土師器甕
である。人面は胴部外面に描き、脇に「丈部人足召
代」の文字が墨書されている。この図像について、
報告書では、縦ラインを「長い口髭」とし、頭部山
形の図像表現を「中央から左右に分けた髪」として
いる（26）。しかし、口髭の表現としては上記した①～
④の特徴と適合しない点が不自然であり、むしろ図
1に見られる（1）～（3）の特徴との合致が指摘でき

（23）	加藤孝「東北地方出土の人面墨画土師器」（『山形史学研究』第5号、1967年）。

（24）	辻合喜代太郎「大阪出土の墨書人面土器」（『史迹と美術』31-3、1961年）。

（25）	『南花田遺跡発掘調査概要Ⅰ』（大阪府教育委員会、1986年）。

（26）	前掲註（22）報告書（本文編）335頁。

図6（23）

0 10cm図8（25）

0 10cm図5

図7（24）
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よう。また頭髪を中央から左右に分けた図像は珍し
い事例といえ（27）、図1の特徴との類似性から笠のデ
フォルメ表現とみることはできないか。したがって私
は、図2も蓑・笠（？）をイメージした図像表現の稀少
な事例と推測する。ちなみに、図2の人物右肩からT
字型をした棒状のものが飛び出しているが、これを
『伴大納言絵詞』等に描かれた「鹿杖」（28）（『和名
抄』では「横首杖」）の表現とみれば、蓑・笠・杖の
セットを描写しているとみることができよう。

図2の人面墨書土器は、平川南（29）により先鞭を
つけられ、高島英之（30）により検討されている「人
名＋「召代」」型人面土器の代表例のひとつでも
ある。平川は、「召代」を「国神」の饗応に用いら
れた「招代」、あるいは丈部人足なる人物が冥界に
「召」される代わりの供献物と理解する。一方、高
島は、当該例について、「形代」＝「召代」として人
面墨書土器を神霊に供献し、土器自体に神霊を降
して祭祀を行ったケースととらえる。

ところで折口が指摘する通り、笠が古代の鬼の
着用物であったことは、『紀』斉明天皇七年八月朔
条に斉明天皇の「喪儀」を「大笠を着」た「鬼」が
「朝倉山上」で見ていたという記述があることか
ら間違いない。また『常陸国風土記』久慈郡条の
「疾鬼」のように、奈良時代初期から疫神が鬼とと
らえられていることは明らかである。図1・2が蓑・
笠姿を現しているとすると、図像と疫神＝鬼との関
係は検討すべき課題となろう（31）。

なお『躬恒集』には、延喜十八年（918）の作とし
て、「おにすらもみやのうちとてみのかさをぬぎて
やこよひ人に見ゆらん」という、十二月大晦日の「追
儺」の場での歌が収められている。十世紀には、追

儺儀礼で招き払われる鬼は、確かに蓑・笠を着用
すると認識されていたのである。

ここで、『備後国風土記』逸文に載せる蘇民将
来伝承に注目したい。これは、備後国の「疫隈社」
という「国社」（国神を祀る神社）に伝わる伝承
で、「北海に座」せる武塔神が、蘇民将来兄弟の
もとに「宿処」を借りに訪れたが、豊かな弟の将来
は「惜しみて借さず」、一方、貧しい兄の蘇民将来
は「宿処」を「借」し、武塔神に「粟柄を以ちて座
と為し、粟飯等を以ちて饗へ奉」ったという話であ
る。後日、武塔神は、その報復として、蘇民将来の
女子一人を残しすべての人々を殺戮し、自らの正体
を「速須佐雄の神」と明かした上で、疫病が流行っ
た場合には、『蘇民将来の子孫』と唱えて「茅の
輪」を腰につけることで病気を免れることができ
る、という呪法を授けたと記されている（32）。

民俗学では、「厄神の宿」「鬼の宿」行事と呼ば
れる、大晦日や正月、節分に各地で営まれていた
疫神鎮送の年中行事が注目されている。それは疫
神をわざわざ家まで迎え丁重にもてなした上で改め
てこれを送り出す行事で、それにより疫神が疫病・
災厄から村を守る守護神に変わると考えられ、ま
た疫神を迎える家は村の中で特定の一軒にあらか
じめ定められ、それ以外の家ではこうした行事を
行わないケースが多いことが指摘されている（33）。ま
た関東地方各地に、旧家の主人が蓑・笠姿でイロ
リに足を踏み入れ（普段は荒神様の罰が当たると
いって忌まれた）、里芋など餅以外のものを泣きな
がら焼いて食べる「ドタバイリ」という行事が伝承
されていた（34）。餅無し正月の一種であるが、スサノ
ヲが泣きいさちる神であることを考えると、旧家の

（27）	拙稿「「ヨチ」について－日本古代の年齢集団」（『古代史研究』13、1995年）では8～9世紀の在地社会の髪型について検討したが、こうした類例は
史料上確認できない。

（28）	網野善彦「童形・鹿杖・門前一再刊『絵引』によせて」（同『異形の王権』平凡社、1993年。初出は1984年）。

（29）	平川南『墨書土器の研究』（吉川弘文館、2000年）。以下平川説の引用は同著書による。

（30）	高島英之『古代出土文字資料の研究』（東京堂出版、2000年）。以下高島説の引用は同著書による。

（31）	荒井秀規「鬼の墨書土器」（『帝京大学山梨文化財研究所所報』47、2003年）は鬼の墨書を有する墨書土器を集成し、文献史料との関係で課題を提
示されている。

（32）	当該説話の構造については、関和彦「蘇民将来考」（同『日本古代社会生活史の研究』校倉書房、1994年）が詳しく検討している。

（33）	大島建彦『疫神と福神』（三弥井書店、2008年）。

（34）	坪井洋文「民俗学－一つの視点の仮説」（大場磐雄編『神道考古学講座』六巻、雄山閣出版、1973年）、飯島吉晴『竈神と厠神』（人文書院、1986
年）。なお石垣島の川平には、マユンガナシという正月行事がある。きたない格好の旅の老人が家々に宿を断られたが、南風野家だけが宿を貸したの
で、以後、同家が豊作になったとする伝承を伝え、それを記念して村の若者がクバの葉で作った蓑笠を着て家々をまわり、祝詞を述べる行事を続けてい
たという。谷川健一はスサノヲ伝承との関係を指摘している（同『賤民の異神と芸能－山人・浮浪人・非人』河出書房、2009年、298頁）。	
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主人が蓑・笠姿で疫神に扮装し宿（イロリ）で饗応
を受ける擬態を行う、「厄神の宿」行事のバリエー
ションであろう。ここで、あえて病気・災厄をもたら
す疫神を「宿」に招き寄せるのは、蘇民将来伝承
が端的に示すように、作法に則った招魂・饗応祭祀
により疫神を鎮め、神の性格を共同体を守る「国
神」（「国社」の祭神）へと転換できると考えられ
たからといえる。『備後国風土記』逸文における蘇
民将来の「家」は、まさに民俗の「厄神の宿」に近
い存在のように見える。

以上の検討を踏まえ、改めて図2の人面墨書土器
の出土状況に注目したい。まず白幡前遺跡の50点余
の墨書土器のうち、人面墨書土器は、一軒の竪穴住
居（遺構D258）の壁際からのみ出土している点が注
意される。つまり、人面墨書土器を用いた祭祀は、村
落全体のすべての「家 」々で行われているわけでは
なく、ごく限られた特定の「屋内」で祭祀が行われて
いる、という事実が重要である。すなわち「厄神の
宿」のように、共同体内の疫神祭祀の資格を有する
特定の「家」のみが疫神を「召」しよせ「宿」を提供
し、一定の作法に基づき食事を饗応するのである。
図2の人面墨書土器は、それが出土した疫神を「屋
内」に招く資格を有する特定の「家」に「召」し寄せ
るための「依代」であり、疫神が「他人」の「家」に入
らないよう、蓑・笠（？）を着た神の姿に似せて描い
た土器を用意して神を寄りつかせ、招いた神を鎮送
したと考えられないだろうか（35）。「丈部人足」の記名
は先学の指摘のとおり神霊を招いた主の姓名であろ
うが、それは「厄神の宿」の主であるからこそ、「蘇
民将来の子孫」のように神霊に正体（名）を明らかに
しなければならないのである。そして饗応を受け立
ち去った蓑・笠の神は、武塔神が「国社」に祀られた
「国神」となったように、共同体を疫病・災厄から守
る神（国神・歳神）（36）に転化したと推察される。

以上の点から、蓑・笠の人面墨書土器から推

察した疫神鎮送の儀礼は、「太古の遺法」に見る
「蓑・笠の禁忌」の内容と酷似していることが理
解される。すなわち蓑・笠を着た疫神が祭祀の資
格を有しない「家」に入り饗応される（「蓑・笠を着
て他人の屋内に入る」）のは共同体にとって禁忌な
のであり、この事態が発生した時には、「太古の遺
法」のとおり、共同体全体に解除が科されたと想
定されるのである。そして蓑・笠姿の聖・醜（穢）の
両義性の認識には、穢れた疫神が正しい「鎮送」
の儀礼により聖なる神に転化する、そうした両義的
神観念の反映をみてとれるのではないだろうか。

2．古代の「翁さび」－翁舞始原説批判
（1）古代史料に見える「さび」

本章では、折口が蓑・笠というマレビト神と共通す
る装いをもつ古代・翁について論じた、いわゆる「翁さ
び」論を検証し、「太古の遺法」との関係を考察する。
史料4　『万葉集』巻十八　四一三三番歌
波里夫久路  己礼波多婆利奴  須理夫久路  伊麻
波衣天之可  於吉奈佐備勢牟
（針袋これは賜りぬすり袋今は得てしか翁さびせむ）
史料5　『続日本後紀』卷十五　承 和十二年
（八四五）正月乙卯（八日）条
（略）於

二
大極殿

一
修

二
最勝會

一
之初也。是日。外從五位

下尾張連濱主、於
二
龍尾道上

一
、舞

二
和風長壽樂

一
。觀

者以
レ
千數。初謂。鮐背之老。不

レ
能

二
起居

一
。及

二
于垂

レ

袖赴

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

レ
曲。宛如

二
少年

一
。四座僉曰。近代未

レ
有

二
如

レ
此者

一
。

濱主本是伶人也。時年一百十三。自作
二
此舞

一
。上表

請
レ
舞

二
長壽樂

一
。表中載

二
和歌

一
。其詞曰。那々都義乃。

美與尓萬和倍留。毛々知萬利。止遠乃於支奈能。
萬飛多天萬川流（七代の御代に遭へる百余十の翁
の舞ひたてまつる）。
史料6　『続日本後紀』卷十五　承和十二年
（八四五）正月丁巳（十日）条
天皇召

二
尾張連濱主於清涼殿前

一
。令

レ
舞

二
長壽樂

一
。舞

（35）	疫神ではないが、『常陸国風土記』筑波郡条および『万葉集』巻十四（3386、3460番歌）には東国の新嘗祭の夜の神の来訪と饗応に関わる伝承が
収載されている。平川氏が説くように、来訪神は疫神に限定されず、歳神・国神・祖神（『常陸国風土記』）など多様であるのは、民俗的事例からみて
も自然である。なお『万葉集』収載歌のうち3386番歌は、下総国葛飾郡の真間（現市川市）に関わる3首の歌に挟まれた「葛飾早稲」の「にへ」を歌っ
たもので、真間の手児奈という当地域の伝説的女性の祭祀に関わる可能性がある。このことも来訪神の饗応が共同体内の限定された「家」で行われ
た可能性を示唆する。

（36）	「国神」の語法は『記』『紀』『風土記』等テキストによる違いがあり、難しい問題を孕むが、ここでは『風土記』と墨書土器が「在地神」として共通す
る用いられ方をしているという平川前掲註（29）の指摘に従っている。なお平川は、人面墨書土器の祭祀は、疫神だけでなく、歳神・国神をも祭祀対象
としていたと指摘している。
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畢。濱主即奏
二
和歌

一
曰。於岐那度天。和飛夜波遠良

无。久左母支毛。散可由留登岐尓。伊天弖萬毗天
牟（翁とてわびやは居らむ草も木も栄ゆる時に出
でて舞ひてむ）。天皇賞歎。左右垂

レ
涙。賜

二
御衣一

襲
一
。令

二
罷退

一
。

史料7　『伊勢物語』第百十四段
むかし、仁和の帝、芹川に行幸し給ひける時、いま
はさること似げなく思ひけれど、もとつきにける事
なれば、大鷹の鷹飼にてさぶらはせ給ひける、摺
狩衣の袂に、書きつける。

翁さび人な咎めそ狩衣
　けふばかりとぞ鶴も鳴くなる

おほやけの御けしきあしかりけり。おのがよはひを
思ひけれど、若からぬ人は聞きおひけりとや。

以上が、折口の「翁の発生」論以来、翁舞の起
源を古代の「翁さび」に関連づける根拠とされて
きた史料である。「翁舞」＝「翁さび」論は、室町
時代の能「翁」に昇華する中世猿楽の「翁」（式三
番）の起源を古代に求める問題意識から派生して
きたもので、平安後期の『新猿楽記』に見える「目
舞之翁体」を翁猿楽の初源形態とし（37）、史料5・6
の承和十二年に元伶人・尾張連濱主が作ったとさ
れる「長寿楽」をその淵源とみて、それを『万葉集』
（史料4）、『伊勢物語』（史料7）に描写された古
代の「翁さび」（芸態の翁らしさ・翁形）と結びつけ
る学説である（38）。

私は、古代の「翁さび」の語を「翁舞」に直接結
びつける説には、史料解釈上、従うことができな
い。現在の芸能史の通説では、翁猿楽の史料上の
初見は弘安六年（1283）で、その成立の場は平安末
～鎌倉初期の修正会・修二会の「呪師走り」であ
るとされており、平安初期までその起源を遡らせる
史料的根拠は明確ではない（39）。また史料5・6の尾
張濱主の歌には、「わび」という詞はあっても、「翁
さび」という詞はどこにも出てこない。しかも古代に
「さび」と「わび」の概念を結びつける確実な史料

はなく、また舞自体を「翁さび」と位置づける根拠
もない。したがって問題は、「翁さび」の言葉が登
場する史料の解釈にあるといえる。

「翁さび」を翁舞と位置づける学説の主要な根
拠のひとつは、「さび」（「さぶ」）の語の解釈にあ
る。折口は、「おきなさぶ」の語を、「をとめさぶ」
や「神さぶ」とともに、「神事演舞の扮装演出の適
合」を示すものであったとし、それに基づいて上記
史料の「翁さび」を翁舞という芸態における「翁ら
しさ」と理解した。

一方、白川静は、「さび」とは、「ひたすらにそ
の状態に赴きゆくこと。それを接尾語化して『神
さぶ』『山さぶ』『男さぶ』のようにいう」と解釈す
る（40）。そこで、「さび」を接尾語として使用してい
る事例をみてみたい。まずもっとも多いのは、「神
さび」であり、『万葉集』中に21首の用例がある。
「神さび」は、それが指示する対象が「神らしく、
神々しくある状態」を表現しており、その対象は
「大君」（天皇）（36、45番歌）、「耳成山」（52番
歌）、「筑紫・葦北の水島」（245番歌）、「香具山」
（259番歌）、「富士山」（317番歌）、「伊豫温泉」
（322番歌）のように、天皇や神奈備山としての霊
峰など、神格化された人（天皇）と神のいます場
所の「神 し々さ」を形容する言葉として使用されて
いる。「山さび」の語も、これと同様の用例で、天
皇の宮北部にそびえ立つ神奈備山・畝傍山をたた
える表現である（51番歌）。したがって『万葉集』
の「神さび」「山さび」の用例に、「神事演舞の扮
装」との関わりはまったく見出せない。

次に、「翁さび」など、ある特定の人格を表す言
葉に「さび」がつく用例を見ていく。『万葉集』で
は、「ウマヒト（貴人）さび」（96番歌）、「ヲトコさ
び」（804番歌）、「ヲトメさび」（同右）の用例があ
る。「ウマヒト（貴人）」は、豪族・貴族層を表す身
分呼称で、96番歌は、男性（久米禅師）が「信濃の
真弓」を引いている姿を女性（石川郎女）から「貴

（37）	高野辰之『日本歌謡史』（春秋社、1927年）。

（38）	折口信夫前掲註（3）論文、山折前掲註（18）著書。

（39）	天野文雄「翁猿楽」（『講座日本の演劇3　中世の演劇』勉誠社、1998年）。天野は能「翁」の別名「稲経翁」が大嘗祭の「稲実翁」をモデルとする説
も、大嘗祭が修正会・修二会と関わりがないことから批判している。一方、萩原秀三郎（前掲註（9）著書）は、翁舞は「呪師走り」を起源とせず、むし
ろ神事神楽との関わりを指摘する。

（40）	白川静『字訓』（平凡社、1987年）。
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人ぶっている」（ウマヒトさび）と見られるのでは
ないか、と躊躇する心中を歌っており、「ウマヒトさ
び」とは、こうした特定のスタイル・所作を「貴人ら
しい」と形容する詞として使用されている。

804番歌に見える「ヲトコさび」「ヲトメさび」も、同様
にスタイル・所作に関わる用例である。しかしこれらは
単なる男性らしさ、女性らしさを表す言葉ではない。

「ヲトコ」「ヲトメ」が、単なる性別ではなく、一定
の年齢層を表示する言葉であることは、すでに関
口裕子（41）や服藤早苗（42）、拙稿（43）により解明が進
んでいる。まず自説では、髪型の違いにより古代の
年齢層が可視的に表示され、それが男性はワラハ
（子ども）－ヲトコ（青年）－ヲトコ（壮年）－オキナ
（老年）、女性は（メノ）ワラハ（子供）－ヲトメ（青
年）－ヲミナ（壮年）－オウナ（老年）として段階的
に区分されるとした。一方、服藤は、放髪・結髪の
変態（ヲトメ）から結髪（ヲミナ）へ移行するとい
う、髪型の違いにより年齢層を区分した拙稿を批
判し、ヲトメ（青・壮年）－オキナ・ヲミナ（老年）の
新たな年齢層区分を提示した。服藤の説は、対偶
婚段階の恋愛・結婚の曖昧さを説く古代婚姻史論
を背景にもち、老いの開始年齢を算賀儀の対象と
なる40歳以上に求めたことと深く関わっている。確
かに、男性も青年・壮年層はともにヲトコで違いは
なく、この呼称をヲトメと対照できる年齢層ととらえ
るならば、ヲトコ・ヲトメが、それぞれ性的交渉が可
能になり、老人（オキナ・オウナ）に到達するまでの
青・壮年層の年齢呼称を示す可能性は高い。した
がってこの点については、服藤の批判を踏まえ、一
部、自説を修正したいと思う（44）。

以上を踏まえ、次に「ヲトコさび」「ヲトメさび」の
登場する『万葉集』巻五・804番歌－筑前国司・山
上億良の嘉摩郡三部作の一首を見てみよう（長歌
の一部分を提示）。
・ヲトメさび・・・ヲトメらが　ヲトメさびすと　唐玉

を  手本に纏かし或いはこの句　白𣑥の　袖振り交わ

し  紅の  赤裳裾引きといへるあり　ヨチコラと　手携り
て遊びけむ 
・ヲトコさび・・・ますらをの  ヲトコさびすと  剣太
刀  腰に取り佩き  猟弓を　手握り持ちて  赤駒に  
倭文鞍うち置き  匍ひ乗りて　遊び歩きし  世間や  
常にありける  ヲトメらが　さ寝す板戸を  押し開
き  い辿りよりて  真玉手の　玉手さし交へ  

まず当該歌謡のヲトメさびの歌は、実は『琴歌
譜』短埴安扶理や『政事要略』巻二十七・五節舞
歌謡に類句があり、短埴安扶理という持統朝の天
香具山の麓・埴安での神事歌舞に起源する歌句を
億良が模倣して作ったものであることが、すでに明
らかにされている（45）。しかし、「ヨチコラと手携りて
遊びけむ」の歌句は、短埴安扶理には見えず億良
の創作であり、それが筑前国嘉摩郡という在地社
会における歌垣儀礼を踏まえていた可能性は、す
でに拙稿で指摘した通りである。またヲトメらと遊
ぶ「ヨチコラ」とは、古代の年齢集団（同輩集団）を
表す言葉であり、したがって「ヲトメさび」の内容
は、ヲトメがヲトメらしく、唐玉を手元にまき（ある
いは白𣑥の袖を振り交わし、赤裳の裾を引いて）、
ヨチコラという男性の同輩集団と手を携え、歌垣の
場で遊ぶことを意味していた。一方、「ヲトコさび」
は、在地のマスラヲ（大夫）、すなわち豪族層に属
する青・壮年の男性（ヲトコ）が、剣・太刀を腰に
佩用し、狩猟用の弓をもち、乗馬して狩に遊び、あ
る時は女性（ヲトメ）と寝る「マスラヲぶり」を表現
したものである。共通するのは、対象を在地豪族
層（郡司層レベル）に設定し、性的交遊・狩猟とい
う青・壮年層に可能な年齢層固有のスタイル・所作
を、「ヲトコさび」「ヲトメさび」と表していることで
ある（46）。短埴安扶理・五節舞はかかる言葉を歌句
に取り入れ、歌舞に昇華させたものにすぎない。ま
た「ヲトメさび」が宴の場の歌舞を背景にした歌語

（41）	関口裕子『日本古代婚姻史の研究』上、下（塙書房、1993年）、同『処女墓伝説歌考』（吉川弘文館、1996年）。

（42）	服藤早苗「古代女性の髪型と成人式」（塙書房、2005年）。以下服藤説の引用は同論文による。

（43）	拙稿前掲註（27）論文。

（44）	なお、服藤は『万葉集』の歌句の分析から8歳以後を性的交渉が可能なヲトメであるとするが、このヲトメの開始年齢については歌の解釈に検討の余
地があると思われる。この点の私見は別の機会に論じたい。

（45）	賀古明『琴歌譜新論』（風間書房、1985年）。

（46）	拙稿前掲註（27）論文、同「日本古代における在地社会の「集団」と秩序」（『歴史学研究』677号、1995年）。
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ではないことは、次の史料からも明らかになる。
『日本霊異記』上巻第二話は、「ヲトコ（壮）」の

もとに通う妻の姿を「彼妻、著
二
紅襴染裳

一
、今桃花

云
レ
裳也。而窈窕裳襴引逝也」と表しているが、平安

中・後期に写された興福寺本『霊異記』説話末尾
の訓釈は、女性のなまかしい美しさを表す「窈窕」
の語を「佐備」と訓む。「紅の襴染の裳」の「裳
襴」を引いて「ヲトコ」と会う『霊異記』にみる女性
のスタイルは、上記・億良の歌句にみる「紅の赤裳
裾引き」姿の「ヲトメさび」とまったく同じであり、
「窈窕」＝「佐備」は、「ヲトメさび」の表現とみて
間違いない。『霊異記』の説話には、神事歌舞の要
素はまったくなく、ここにみえる「さび」は、あくまで
も、ヲトコと通交する女性固有のスタイル・所作とし
ての「ヲトメさび」を表している。

以上、古代の「ヲトコさび」とは青・壮年男性と
いう年齢層に対応する固有のスタイル・所作、「ヲト
メさび」は同じく青・壮年女性らしいスタイル・所作
を表す言葉であり、歌舞との関係は二次的に派生
したものにすぎないことがわかる。そして「ヲトコさ
び」「ヲトメさび」が、「ヲトコ」「ヲトメ」という世代
区分に対応し、その固有の属性を形容する表現で
あるならば、「オキナさび」も古代の老人男性世代
の属性概念であった可能性が出てくるのである。
次に、『伊勢物語』『万葉集』に見える「翁さび」の
用例を検討し、この問題を追及してみたい。

（2）『伊勢物語』の「翁さび」
史料7『伊勢物語』の「翁さび」は、翁舞を意味し

ているといえるだろうか。折口は、当該史料に見える
「翁さび人な咎めそ狩衣けふばかりとぞ鶴も鳴くな
る」の歌意を「自分が「翁さび」しているのに、誰も
目をつけてくれるな」、つまり「自分は一生の思い出
に舞うのだが、若い人々からすれば、さぞ年寄の冷
水よりもみじめに映るだろう、と恥じている」翁の哀
しい物言いとしてとらえ、また「狩衣」が翁舞の舞
人が着る衣装であることから、歌を在原業平の兄・

行平が仁和二年の野行幸のおりに詠んだ「翁舞の
芸謡」と見る。しかし果たしてそうだろうか。

まず『伊勢物語』編纂の時点で、「狩衣」が翁舞
の舞人の衣装であったことを傍証する史料は確認
されていない。（47）したがって争点は、歌の解釈にな
る。歌を直訳すると、「私が老人風（翁さび）なの
を、人々おとがめなさるなよ。狩のお供の狩衣を着
るのも今日かぎり、狩場の鶴も今日かぎりと鳴いて
いるようだ」（岩波新日本古典文学大系本）となる
ので、ここでいう「翁さび」（老人らしさ）とは、直接
的には、翁が「狩衣」を着ていること自体を指す。
ところで「狩衣」は、本文によると、仁和の帝（光
孝天皇）の芹川での野行幸で、当時、六十九歳の
在原行平が大鷹狩の鷹飼として供奉した折に着用
した「摺狩衣」のことであり、そのたもとに当該歌
を書き付けたと記されている。つまり「狩衣」とは
鷹飼の「摺狩衣」のことであり、その風体を「翁さ
び」と言い、今日限りなので「とがめるな」というの
である。鷹飼と「摺狩衣」の関係については、次の
史料が注目される。
史料8『政事要略』所引　弾正台式　
凡摺染成

レ
文衣袴者。並不

レ
得

二
着用

一
。但縁

二
公事

一
所

レ
着。

并婦女衣裾。不
レ
在

二
禁限

一
。　

「摺染成
レ
文衣袴」とは、江馬務（48）のいう、木版

の上に裂を貼り、山藍の葉を以て摺って文様にし
た「摺衣」のことである。網野善彦（49）は、中世初期
において「摺衣」の着用は、通常、「禁忌」とされて
おり、非人やそれに出自をもつ放免にのみ許容され
た衣装であったと指摘し、弾正台式もそうした「禁
忌」に関わるとした。弾正台式では、特定の「公
事」に関わる者に着用を許しているが、史料8に続
く箇所には、天長二年（八二五）二月四日、仁和二
年（八八六）九月十七日、延長四年（九二六）十一
月四日の宣旨が引用され、「行幸の時、鷹を執り
供奉」する鷹飼が摺衣の着用を認められたことが
伺える。また『日本三代実録』仁和二年（八八六）
十二月十四日条には、光孝天皇が「芹川野に行幸」

（47）	楢𥔎久美子は、十二世紀半ばの『満佐須計装束抄』に「舞人の装束」として「摺り」の狩衣が見えることを指摘する（「古代の祈りのかたち－『万葉
集』の祈りの歌と摺り衣について」『古代服飾の諸相』東方出版、2009年）。しかし平安初期の状況は確認されていない。

（48）	江馬務「摺染と摺衣の史的研究」（『風俗研究』、1921年）。

（49）	網野善彦「摺衣と婆娑羅－『標注	洛中洛外屏風	上杉本』によせて」（同前掲註（13）著書、初出は1984年）。
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した折に参議以上に「摺布衫」と「行騰（行縢）」
の着用を許した、という記述がある。なお「翁さ
び」の歌は、『後撰和歌集』巻十五（雑一）にも収
載され、光孝天皇が「芹河に行幸したまひける日」
に行平が詠んだと明示されており、仁和二年十二月
十四日の作であることは確実である（50）。以上の史
料から、天長二年宣旨に始まる行幸時の鷹飼への
「摺衣」着用許可制は、仁和二年の芹川野行幸に
も適用されていたことが確かめられる。

私は、「摺衣」着用の禁忌と行幸に供奉する鷹飼
への許可という問題が、『伊勢物語』当該段の本文
と作歌の背景にあると考える。まず「翁さび」の歌
は、野行幸に鷹飼として供奉した老齢の行平の「摺
狩衣の袂」に書き付けられ、天皇はそれを見て「御
気色悪し」くなったというのであるから、翁舞など
ではなく、翁の「摺狩衣」とそこに記された歌をめ
ぐって問題が生じているにすぎない。そして歌で問
題にされている禁忌に対する許可（「人な咎めそ」）
とは、第一に、通常は禁止されている「摺狩衣」の
着用を、「今日」の野行幸で特別に鷹飼のみ着用す
ることを許す、という意味で理解できる。第二に、
通常は「似げなく」（似つかわしくなく）思われる翁
の供奉を「今日」のみ許す、という意味で解釈され
よう。つまり、当時問題になっていた「摺狩衣」着用
の禁忌と、老醜の翁が天皇そば近くに供奉するこ
との禁忌を、行平は二重に解除されていたことにな
り、それが野行幸時だけ（今日限り）の特権である
にも拘わらず、「すり狩衣」に「翁さび」歌を書き付
けるという行為を行ったために、穢らわしい開き直
りとして天皇を刺激したと考えられるのである。

（3）『万葉集』の「翁さび」
『伊勢物語』の「翁さび」は、以上のように、翁

舞ではなく、翁の服装・風体・所作に関わる禁忌と
許可の両面から把握できることが理解できた。そし
て同様の観点から、『万葉集』の「翁さび」も把握
することができる。

「翁さび」が登場する史料4の歌は、大伴池主
が大伴家持に送った六首の戯歌の一首である。歌
は、家持が「表と裏が違っている」変わった作りの

「針袋」を池主に送ったことから、それをめぐる戯
れのやりとりのなかで往来されたもので、作歌の背
景・場の両面において翁舞とは関係がない。そこで
さらに、六首のうち「翁さび」歌と関連する翁に関
わる二首の歌を掲出し、検討する。
史料9『万葉集』巻十八　四一二八番歌
久佐麻久良  多比乃於伎奈等  於母保之天  波里
曽多麻敝流  奴波牟物能毛賀
（草枕旅の翁と思ほして針ぞ賜へる縫はむ物もが）
史料10『万葉集』巻十八　四一三〇番歌
波利夫久路  應婢都々氣奈我良  佐刀其等

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

迩
  天

良佐比安流氣騰  比等毛登賀米授
（針袋帯び続けながら里ごとにてらさひ歩けど人
もとがめず）

これらの歌は、大伴池主が、越前国司（掾）とし
て国内を巡行する姿を自ら「旅の翁」に擬して歌っ
た戯歌である。したがって、歌自体は技巧を凝らし
た創作歌である。しかし、創作歌自体が現実を踏
まえたものではないとはいえない。むしろ池主と家
持両者が、当時の「翁さび」＝「翁らしさ」に関わる
社会的通念を共有しており、そうした当時の常識的
な認識を背景にして、はじめて歌の比喩や技巧の
おもしろさをお互いに楽むことができる、という事
実こそが重要である。技巧をこらした戯れの前提
として存在する「常識」を問題にすることで、創作
された歌から、むしろ逆に「翁さび」の社会的・実
態的観念が浮かび上がると考えられる。こうした観
点を前提に、以下、史料を検討してみたい。

史料4は戯歌六首の最後に位置し、「翁さび」の語
は前に位置する史料9、10を受けているので、これら
三首はいずれも「翁さび」（翁らしさ）を謡った歌と考
えられる。まず史料4では、すでに得た「針袋」に加え
て「すり袋」を備えれば「翁さび」が完成する、と謡っ
ている。次に史料9では、「旅の翁」は「針」（「針袋」
の中身）と「縫はむ物」を携帯する存在である。また
史料10では、「旅の翁」は「針袋」を腰に帯びて「里
ごとにてらさひ歩」く人を指す。以上三首から、「翁さ
び」すなわち「翁らしさ」とは、「針」と「縫物」を入れ
た「針袋」と「すり袋」を携帯して、「里ごと」に「旅」
することと考えられているようである。

（50）	『新日本古典文学大系　後撰和歌集』（岩波書店、1990年）318頁・註。
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「すり袋」とは何か。『和名類聚抄』（行旅具）
は、「簏」という語について、「簏子」の和訓を「須
利」とする『楊子漢語抄』を踏まえ、「すり」を「竹
筺」（竹の小箱）と注釈する。この点について、保立
道久（51）は、古代・中世における腰袋を詳細に検討
し、「すり」（簏・簏子）とは『大和物語』一六八話
に「蓑一つ着たる法師の腰にひうちげなどゆひつ
けたるなん」と見え、『梁塵秘抄』（巻二、三〇六）
に「聖の好む物」とする「燧笥」とある、腰に下げ
る小籠のこととし、また「すり袋」が、中世絵巻に
多く描かれた、腰に下げる革製の火打ち袋を指す
ことを明らかにした。また『兼盛集』に「旅人は、す
りもはたご（旅籠）もむなしきをはやもていましね
山のとねたち」とあることから、「すり」「すり袋」
には火打道具だけでなく、小物や貴重品も入れら
れていた可能性を指摘している。

ここで注目したいのは、その着用者の位相であ
る。『和名抄』が「簏」を「行旅具」の編目に入れ、
『大和物語』『梁塵秘抄』が「旅」する法師や聖の
所持物として、『兼盛集』が「旅人」の持ち物として
いることから分かるように、十世紀以後、それらは
まさに旅のいでたちを構成するものとなっている。
またここには、旅装として「蓑」（『大和物語』）、
「旅籠」（飼馬籠のこと）（『兼盛集』）が登場し
ていることにも留意したい。実は、『和名抄』は、
「蓑」「笠」「波太古」（

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

＝旅籠）をいずれも「行
旅具」の編目に入れ、すべて旅の道具と位置づけ
ている。火打ち石・小物・貴重品などを入れる「す
り」「すり袋」、および針・縫物を入れる「針袋」を
もつことが「翁さび」＝「翁らしさ」を表すとされて
いるのは、火打ち石が飲食の自炊の火の、針・縫物
が衣服の自製・修繕のために必要な品物であり、
それらこそまさに「家」を離れた「旅の翁」という、
衣・食を自弁する者の象徴とみなされたためではな
いか。また『紀』に、塩土老翁という「国神」の翁が
「嚢の中の玄櫛を取りて土に投げしかば、五百箇
竹林に化成りぬ」と記し、この竹林から「目無堅間
の籠」を作ったという記述がある（神代下第十段一
書第一）。八世紀の神話では、腰に下げる櫛を入れ

た嚢や竹籠は、神人たる翁の所持物とみなされてお
り、『万葉集』における「針袋」「すり袋」を携帯す
る「翁さび」との関わりが注目される。

『万葉集』にみえる「翁さび」は、ヲトコ（青・
壮年）－オキナ（老年）、ヲトメ（青・壮年）－オウナ
（老年）という八世紀の実態的年齢層区分と関わ
り、「ヲトコさび」「ヲトメさび」に対比し得る、「オ
キナ」世代固有の属性を表す用語であった。それ
は「旅の翁」の語に端的に示され、また「すり袋」
「針袋」が衣食自弁の旅姿を象徴するように、村
里を超えてさまよう、旅を基本的属性とするもので
あった。それは、蓑・笠を着て「翁の貌」をつくり、
村 ・々家々を来訪する疫神・国神の姿とまさに重な
り合うものといえるのである。

（4）嫗のスタイルと「さび」
「翁さび」に対して、「嫗さび」のごとき、老人女

性固有のスタイル・所作はあったのだろうか。
『紀』の椎根津彦伝承には、「老父の貌」として

の「弊衣服及蓑笠」が登場するだけでなく、「箕」
を被ることを「老嫗の貌」と記している。一方『神
代記』は、『紀』と異なり、「老父」と「老嫗」を区
別せず、蓑・笠・簸をすべて「老父」の着用物とし
ている。両書の成立はいずれも八世紀前葉で時代
差はないので、蓑・笠・箕・簸は、老父・老嫗を問わ
ず、老醜の老人すべてに通用する着用物とみなされ
ていた可能性が高い。

箕に関する古代史料はきわめて少ないが、『播
磨国風土記』飾磨郡伊和里条の地名伝承の中に
箕が登場する。伝承は、大汝命が、子の火明命を
因達の神山に置き去りにして船で逃れる途中、火
明命の起こした波風により難破し、大汝命の所持
物が落ちた場所が丘の地名起源になったとするも
ので、琴丘の琴のほか、筥、梳匣、箕、甕、稻、冑、
沈石、藤、鹿、犬、蚕の名を付した丘が紹介されて
いる。三谷栄一（52）は、この中に見られる箕・稲・甕
などは、大汝命にふさわしい「農祭」と関係する一
方、鹿と犬と藤があるのは、「この話を伝えた人々
が丘阜にわけ入っていた職業の人々ではなかった

（51）	保立道久「腰袋と『桃太郎』」（同『物語の中世　神話・説話・民話の歴史学』東京大学出版会、1998年、初出は1989年）。

（52）	三谷栄一「竹取物語」（同『物語史の研究』有精堂、1967年）。
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かと思われる」と指摘する。三谷は、柳田国男の説
を踏まえ、『竹取物語』に見える「野山にまじりて竹
を取り」とある竹取とは「本来、村居を定めず、野山
にまじっていた」存在であり、「鍛冶屋、くぐつなど
と同様、聚落から聚落へと股にかけて歩く特殊な
職業の団体であった」とし、その実態は「箕作り、
箕直し、笊作り」であると指摘している。史料が乏
しく詳細は不明だが、後述する『万葉集』巻十六・
「竹取翁」伝承歌謡との関係を考えると、「野山に
まじる竹取」と翁・嫗の関係を箕を介して理解しよ
うとするその見解は魅力的である。蓑・笠・箕・すり
袋という「旅具」を着用して、「野山」という「無縁」
の場にまじり遍歴（「旅」）する翁・嫗のイメージ。
それは「太古の遺法」にみる疫神・国神の村 ・々
家々への遍歴とも重なる。こうした遍歴する神の姿
と重ね合わせた、神人としての老人観こそが、八世
紀における「翁」「嫗」の「さび」なのである。

さらに、七・八世紀の共同体における嫗のスタイ
ルとその意味を伺わせる、興味深い史料がある。
史料11『日本書紀』天武十三年（六八四）閏四月丙
戌条
又詔曰、（略）女年卌以上、髪之結不

レ
結、及乗

レ
馬縦

横、並任
レ
意也。別巫祝之類、不

レ
在

二
結髪之例

一
。

史料12『続日本紀』慶雲二年（七〇五）十二月乙丑
（十九日）条
令

二
天下婦女

一
、自

レ
非

二
神部斎宮 人々及老嫗

一
、皆髻

レ
髪。

語在
二
前紀

一
。至

レ
是重制也。

これらは、七世紀末から八世紀にかけて出され
た女性の頭髪に関する統制法令である。永島朋子（53）

や服藤早苗（54）の研究を踏まえ、政策の推移を追う
と、まず天武十一年四月乙酉（『紀』）に、「男女
悉く結髪」することが命じられ、ついで天武十三
年（史料11）に、二年前の結髪令を緩和し、女の
四十歳以上は「髪の結う結わぬ」は自由とし、また
「巫祝の類」は結髪の例から外されることになっ
た。さらに朱鳥元年（六八六）七月庚子（『紀』）に
は、元のごとく婦女は「背に垂髪」することとされ

た。ところが慶雲二年（七〇五）（史料12）になる
と、神部・斎宮・宮人と老嫗を除くすべての婦女に
対して、再び結髪（髻髪）が義務づけられることに
なる。これら国家による女性の結髪奨励策にもか
かわらず、朝廷や宮人の一部を除いて、地域社会に
は結髪の習慣は定着せず、平安時代には垂髪が主
流になっていったことが明らかにされている。

拙稿で指摘したとおり、女性の年齢層に関わる
可視的表象としての髪型は、ヲトメ（青・壮年層）の
場合、放髪・結髪の変態に特徴づけられる（55）。では
オウナはどうなのか。史料12には、老嫗は、神部・
斎宮の宮人とともに結髪の対象から外されている
から、ヲトメ以上に放髪が基本であったのだろう。
四十歳を古代における実態的な老の開始年齢とみ
なす服藤説に従えば、史料11で結髪・放髪を「任
意」とされた「女年四十以上」とは、オウナ世代に
属する年齢層であったと考えられる。史料12に「語
在

二
前紀

一
。至

レ
是重制」と指示された前の法令とは、史

料11の詔以外には考えられないので、二つの史料は
対応関係にある。つまり史料12の老嫗が史料11の女
年四十以上に照応し、史料12の神部・斎宮の宮人
が史料11の巫祝の類に照応しているのである。

つまり嫗は、神祇祭祀に関わる巫祝の類と同一視
される一方、天下婦女、言い換えれば他のすべての
女性と区別され、放髪（垂髪）を基本とした自由な髪
型が許されていたのである。巫祝の類が垂髪であっ
たことについては、結髪は神人の職掌にふさわしくな
く、魂招きを行う神人は長髪でなければならなかっ
たとみる説がある。神事に関わる者は、死後の風俗
として想定されていた乱髪を職掌のしるしとし、神
事神楽の神 、々八瀬童子らの長髪もこうしたことと
関わるという（56）。年四十以上の女＝嫗が、神事に携
わる老女に限定されず、すべての老女を指しているこ
とは史料に限定句がついていないことから明らかで
ある。したがって七・八世紀において、地域社会の嫗
と巫祝の類との同質性が国家により認識されていた
と考えるほかはない。ところで、放髪のヲトメが結髪

（53）	永島朋子「女性服制に関する一考察－衣服令頭部装飾を中心として」（『専修史学』27号、1995年）。

（54）	服藤前掲註（42）論文。

（55）	拙稿前掲註（27）論文。

（56）	馬場あき子『鬼の研究』（三一書房、1971年）、志田諄一「被髪・八握鬚と古代信仰－茨城県金砂郷村猫淵横穴壁画の問題」（『茨城キリスト教大学
紀要』13号、1979年）。
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するのは、対偶婚段階の家族関係を構築するにあた
り、一人の男性との一対の対偶関係を表示する必要
があったためである（歌垣の場で男性の求婚を避け
たい場合など）（57）。しかしオウナの髪型の任意性は、
こうした流動的な対偶関係を表示する規制すら、オ
ウナには及ばなかったことを示唆している。髪型スタ
イル（の自由）から、オトメの帰属する共同体の規制
から解放された、巫祝に通じるオウナの神人として
の外部性を読み取ることができるであろう。

3．「太古の遺法」の社会的基礎
－翁と嫗をめぐる共同体の禁忌と自由

以上述べてきた、蓑・笠・箕・すり袋・針袋・すり
狩衣という、山野で活動し、また旅する者のスタイ
ルにまつわる伝承・記録は、一貫して装束に関する
禁忌と許可が問題にされている点で共通していた。
それは、整理すると以下のとおりとなる。
①疫神のスタイルである蓑・笠を着た者が「他人の屋
内」に入ることを禁止する一方、定められた特定の「家」
に入り饗応を受けることを許す（『紀』「太古の遺法」）
②蓑・笠と箕を身につけた翁・嫗が神山に入山する
ことを許す（『紀』椎根津彦伝承等）
③「すり袋」などの旅姿の翁が里ごとに訪れ歩くこ
とを咎めず許す（『万葉集』「翁さび」）
④「すり狩衣」という禁忌の衣装を行幸時の鷹狩
りで鷹飼のみ着用を許す（『伊勢物語』）

ここでは、こうした禁忌と許可に関する古代の習俗
を手がかりに、「翁さび」（「嫗さび」）と「太古の違
法」の関係を探っていきたい。まず古代に、一般的な旅
と禁忌の関わりを示すとされてきた史料を検討する。
史料13『紀』大化二年三月甲申条
甲申、詔曰、（中略）、復有

二
被

レ
役之民

一
、路頭炊飯。

於是、路頭之家、乃謂之曰、何故任
レ
情炊

二
飯余路

一
、

強使
二
祓除

一
。復有

二
百姓

一
、就

レ
他借

レ
甑炊飯。其甑触

レ
物

而覆。於是、甑主乃使
二
祓除

一
。如

二
此等

一
類、愚俗所

レ

染。今悉除断、勿
レ
使

二
復為

一
。（後略）

いわゆる大化二年（646）の風俗矯正詔と呼ばれる
詔である。当該詔についての研究は多岐にわたるが、
とりあえず関口裕子（58）の詳細な分析を参照されたい。
引用箇所は、関口によれば、「権力により徴収された
役民が、往還途上で経験する種々の習俗に関する指
摘」ととらえられる。役民が「路頭」で「炊飯」すると、
「路頭之家」が「何の故か人をして余路に炊き飯む」
と言って祓除を科すとし、また百姓が他人に甑を借り
て「炊飯」し、甑が物に触れて覆ると「甑の主」が祓
除を科すとする、炊飯に関わる二つの祓除の習俗の
記述である。柳田国男（59）は、竈に「出来るだけ素性の
わからぬ人を寄せ付けまい」とする習俗が山間部を中
心に伝承されており、それが「火の穢れを防ぎ」、神や
先祖に供える食物の清浄を防衛しようとした習わしに
起源すると指摘し、家永三郎（60）は、当該詔で役民＝
旅人の炊飯に祓除を科すのは、竈の「火の穢れ」を防
ごうとする習俗と関わるとしている。借りた甑を覆すと
いう行為が祓除の対象となるのも、甑が覆るという異
常が他「家」で「火の穢れ」を発生させ、返却時に、穢
れた火を受けた甑を通じて穢れが甑の主「家」に伝
染することを恐れたものであろう。ここに見える旅人の
「炊飯」の禁忌は、いわゆる「別火の禁忌」を意味す
ることは間違いない（61）。したがって旅人を「咎める」
習俗が、旅先での炊飯の火により他「家」の竈の火を
穢すという、共同体の閉鎖性に根ざした未開的思惟
に関わって存在していたことが伺われる。

しかし問題がある。「翁さび」では、「すり袋」（≒
火打ち袋）を所持する「旅の翁」は里ごとにさまよい歩
いても人は「咎めない」（忌まれない）とされているから
である。甲申詔の習俗から見れば、「すり袋」を持参す
る「旅の翁」は、彼がもたらす炊飯の火の穢れにより、
旅先の里・家で「咎められる」と考える方が自然であ
る。しかし彼らは「咎められない」。一見、矛盾に見え
るこうした事態を、どう理解すればよいのだろうか。
史料14『万葉集』巻二　126番歌
石川女郎贈

二
大伴宿祢田主

一
歌一首　即佐保大納言大伴

（57）	小林茂文『周縁の古代史　王権と性・子ども・境界』（有精堂、1994年）、拙稿前掲註（27）論文、服藤前掲註（42）論文。

（58）	関口裕子「大化二年三月甲申詔での対偶婚的様相」（同前掲註（41）著書）。

（59）	柳田国男「火の昔」（『新編柳田国男集　第10巻』筑摩書房、1979年、初出は1944年）。

（60）	家永三郎「孝徳紀の史料学的研究」（同『古代史研究から教科書裁判まで』名著刊行会、1995年、初出は1962年）。

（61）	岡田重精前掲註（2）著書、354頁。
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卿之第二子  母曰
二
巨勢朝臣

一
也

遊士跡  吾者聞流乎  屋戸不借  吾乎還利  於曽
能風流士（風流士と我れは聞けるをやど貸さず我
れを帰せりおその風流士）
大伴田主字曰

二
仲郎

一
  容姿佳艶風流秀絶  見人聞

者靡
レ
不

二
歎息

一
也  時有

二
石川女郎

一
　自成

二
雙栖之感

一
　恒悲

二

獨守之難
一
  意欲

レ
寄書未

レ
逢

二
良信

一
  爰作

二
方便

一
而似

二
賤

嫗
一
　己提

二
堝子

一
而到

二
寝側

一
  哽音蹢足叩

レ
戸諮曰  東

隣貧女将
レ
取

レ
火來矣  於

レ
是仲郎　暗裏非

レ
識

二
冒隠之

形
一
  慮外不

レ
堪

二
拘接之計

一
  任

レ
念取

レ
火就

レ
路歸去也  明

後　女郎既恥
二
自媒之可

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

レ
愧  復恨

二
心契之弗

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

レ
果  因

作
二
斯歌

一
以贈

二
謔戯

一
焉

上記は、『万葉集』巻二に収載する相聞歌のう
ち、石川郎女と大伴田主との間に贈答された相聞
歌である。大伴田主に想いを寄せる石川郎女があ
る晩、田主と交わるための計略を立て、「賤しき嫗
に似せて、己れ鍋子を提げて、寝の側に到りて哽
音蹢足（老女らしいむせび声とたどたどしい足取
り）して戸を叩き」、「東隣の貧女将に火を取らむと
して来れり」と言い、田主の屋内に入れてもらった
が、田主は暗闇の中、それが郎女と気づかず、火を
取らせて帰らせてしまったという。

まさに貴族層男女による遊戯的な相聞の戯歌にす
ぎないが、しかし石川郎女が田主の「家」に入る計略
として、夜、「哽音蹢足」の姿で、火を取るために「己
れの鍋子」（自分用の携帯鍋）をさげ他家内に入ると
いう所作自体は、作歌者および巻二編者に「賤しき嫗
に似せ」た姿として疑問なく受け取られている点が重
要である。つまり、こうしたスタイル・所作は嫗の風体
であるという認識が、歌の前提にあることが容易に
想像できる。貧しい老女が、田主のような貴族層（首
長層）の「家」を訪れて竈の火をもらい受けても咎め
立てされない（通常は咎められる）、そうした意識・習
慣の存在が伺えるのだ。それは『紀』に見るような通
常は祓除の対象行為とされた、他「家」の竈へのよそ
者の接近について、「己れの鍋子」をもつ貧しい別火
の老人の場合、貴族層（首長層）の「家」では特別に

許されていたことを示している。これは都の首長層の
「家」のケースだが、在地の首長層の「家」でも同様
の慣行があったことが、次の史料から伺える。
史料15　『日本霊異記』中巻十六縁
依

下
不

二
布施

一
与

中
放生

上
而現得

二
善悪報

一
縁　第十六聖武天

皇御代、讃岐国香川郡坂田里、有
二
一富人

一
。夫妻

同姓、綾君也。隣有
二
耆嫗

一
、各居

二
鰥寡

一
、曾无

二
子息

一
、

極窮裸衣、不
レ
能

レ
活

レ
命。綾君之家、為

レ
所

レ
乞

レ
食、日々

不
レ
闕、餔時而逢。主将

レ
試之、而毎

二
夜半

一
窃起爨、令

レ

食
二
於家口

一
、猶来相之。合家怪之。家室告

二
家長

一
曰。

「此二耆嫗、駆使非
レ
便、我慈悲故、入

二
家児数

一
」

（後略）
説話に登場する綾君は、その姓から首長層と考

えられている。本史料は古代の「家」における家
長・家室の分担機能や老人扶養の実態について
様々な論及がなされているが（62）、ここでは綾君の
家の隣に住む二人の独居老人（鰥寡の耆・嫗）が
綾君の「家」を乞食するところとしていたこと、また
食事時だけでなく、夜半にひそかに飯を炊いても
かならずやって来た、という記述に留意したい。服
藤早苗（63）は、『古事記』顕宗天皇段に見える、置目
なる老媼が天皇の宮内で扶養されたという伝承を
参照し、説話から、奈良時代以前から続く共同体
首長層による老人扶養の慈悲の慣行の存在がお
ぼろげながらうかがえるとする。服藤の指摘を踏ま
えるならば、貧しい独居老人達が首長層の「家」
の炊飯の火（「起爨」）に交わるかたちで、共同体
による老人扶養が実現し、史料14の「賤しき嫗」
が貴族層の「家」の竈の火を取る所作も、こうした
在地の慣行を前提に成立していた可能性が高くな
る。さらにここで留意すべき点は、貧しい老人達が
竈の火と炊飯の提供を受けていたのが、いずれも
首長層（首長・貴族・天皇）の「家」からであり、共
同体成員個々の「家」ではなかったという点であろ
う。鰥寡の耆・嫗は、他の共同体成員の「家」から
みれば相互扶助を受けられず、「別火」の状態で
貧窮化していたと考えられ（「極窮裸衣、不

レ
能

レ
活

レ

（62）	河音能平「日本令における戸主と家長」（同『中世封建制成立史論』東京大学出版会、1971年）、関口裕子「日本古代の家族形態と女性の地位」
（『家族史研究』2、1980年）、服藤早苗「古代の母と子」（『日本の古代12　女性の力』中央公論社、1987年）、義江明子「古代の村の生活と女
性」（総合女性史研究会編『日本女性生活史1原始古代』東京大学出版会、1990年）、拙稿「古代老者の棄「棄」と「養」」（『歴史評論』565、
1997年）、服藤早苗『平安朝に老いを学ぶ』（朝日選書、2001年）など。

（63）	服藤前掲註（62）著書。
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命」）、それゆえに「綾君」という首長の「家」に乞
食していた、という状況がうかびあがってくる（64）。

首長層の「家」とは別に、老人への炊飯の火の提
供がどのような場で行われたのかという点について、
次の史料は考察の貴重な素材を提供してくれる。
史料16『万葉集』巻十六　3791番歌題詞（歌略）
昔有

二
老翁

一
  号曰

二
竹取翁

一
也  此翁季春之月登

レ
丘遠

望  忽値
二
煮

レ
羮之九箇女子

一
也　百嬌無

レ
儔花容無

レ
止  

于
レ
時娘子等呼

二
老翁

一
嗤曰  叔父來乎  吹

二
此燭火

一
也  

於
レ
是翁曰唯々  漸趍徐行着

二
接座上

一
  良久娘子等皆

共含
レ
咲相推譲

レ
之曰　阿誰呼

二
此翁

一
哉　尓乃竹取翁

謝
レ
之曰  非

レ
慮之外偶逢

二
神仙

一
  迷惑之心無

二
敢所

篪箟簪篙篦簏燕楽冗談

レ
禁

近狎之罪希贖以
レ
歌  即作歌一首并短歌（歌略）

当該歌謡は、中国の神仙淹流譚の影響を色濃く
受けた、八世紀初頭の官人層により「創作」された物
語歌ではあるが、「登丘遠望」という春の国見と「娘
子等」による菜摘み・共食儀礼、「ヨチ」と呼ばれる
年齢集団という素材の選択、また娘子等の輪唱形式
の歌の様式などの点で、日本古代の地域社会の伝統
に即応する素材と型式を踏まえていることについて、
かつて指摘したことがある（65）。ここではとりあえず、
「竹取の翁」と九人の娘子等の「燭火」をめぐるやり
とりが注目される。土橋寛が指摘するように、春山入
りに伴うヲトメたちによる共食儀礼の場（66）で、春菜
粥を煮る火を吹こうとして座に交わった翁をヲトメら
が嫌い、それを受け翁は「近く狎れし罪」を謝罪し、
「贖い」の歌を作る。ヲトメらはそれを聞き、翁を許
す歌で応答する。翁のヲトメらとの接触がなぜ「罪」
とされたのかについては、彼女達が「神仙」（神女）
であったためと見られているが（67）、そうした要素とと
もに、このやりとりが直接にはヲトメらの煮炊きする
「燭火」への接触をめぐって展開したことに留意す
べきである。上述の別火の習俗から見れば、春菜粥

という神聖な儀礼の火に対する部外者の接触は、到
底許されないに違いない。炊事の火への、よそ者のま
じわり自体が「罪」なのである。しかし「竹取の翁」
は、その「罪」を贖われる。そこには、「竹取」という
山野で活動する翁が、別火の禁忌を犯しても咎めら
れない、という意識が見え隠れしている。こうした意
識は、別火の象徴である「すり袋」「己れの鍋子」を
所持する翁・嫗に対して、禁忌を解除し同火を容認す
る習俗と間違いなく通底している。ただし竹取の翁
伝承歌謡の場合、翁の同火を容認するのは、神女の
役割を演じるヲトメたちである。土橋寛が指摘するよ
うに国見と春菜粥の共食儀礼は春の共同体祭祀の
場であるから、翁の同火を容認する主体は、ヲトメた
ちの背後にある共同体全体とみることができよう。

「太古の遺法」では、蓑・笠を着た者が饗応の
火（竈）に交わることが許されるのは、共同体によ
り定められた「家」・「場」に限定されていた。蓑・
笠は古代老人の「貌」でもあり、「太古の遺法」に
見る禁忌と許可の習俗は、古代老人の同火・別火の
慣行とも深く関わっていると考えられる。上述のと
おり、八世紀の翁・嫗は、一般共同体成員の「家」
から見れば「別火」の存在＝旅や山野で活動する
外部の存在（68）と見られていたと同時に、神に近くお
り、そしてそれ故にこそ、国見・春菜粥のような共同
体祭祀の「場」や、共同体を代表して祭祀を執り行
う首長層の「家」において、同火＝饗応＝扶養され
る存在としてみなされたのではないだろうか。

おわりに
以上、本論で述べてきたことをまとめ、見通しを

含めて整理する。
『紀』神代上第七段一書第三に見える「太古の遺法」

は、石母田正説のように、7・8世紀に過去法となっていた

（64）	服藤は前掲註（62）著書のなかで、古代老人遺棄論を展開した拙稿（註（62）論文）を批判し、ここから老人の遺棄を読みとることはできないとされ
た。しかし拙論は、これを共同体からの積極的「遺棄」ではなく「放置」に関わる史料として位置づけ、9世紀の富豪的「家」の登場により新たな扶養
の段階に入ったという趣旨で論じたものである。ただ文脈上、誤解を招く史料引用の仕方があったことは認めなければならない。なお当該史料を含め、
古代に共同体首長層による老人扶養の段階を想定する服藤の見解は適切であると考えるが、その前提として本論は、小家族的「家」（子－孫二世代）
からの親世代の別居が、親世代の範疇に入る老人を、子の「家」ではなく、共同体全体を代表する首長層に扶養させざるを得なくさせた、という条件を
想定している。共同体成員の「家」相互の関係の中で古代老人が外部に置かれた、という意味で、前稿の指摘に付加・修正を加えたい。

（65）	拙稿「日本古代の友について」（野田嶺志編『村のなかの古代史』岩田書院、2000年）。

（66）	土橋寛『古代歌謡の世界』（塙書房、1968年）。

（67）	斎藤英喜「古老－語り手・伝承者論のために」（『古代文学』26、1987年）。

（68）	ここで言う「外部」とは、共同体の境界「外」に住むという居住地の意味では用いておらず、斎藤前掲註（67）論文のように「外部的性格」の意味であ
る。古代の村・里に境界があったことはそもそも確認されていない。また、集村と異なり小家族の散居・孤立荘宅を基本とし、田・荒廃田・原野が「家」
と交錯する古代村落では、老人たちの独居は際立った光景にはならないはずである。同心円的な村落イメージを前提としてはならない。
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国造法・族長法を意味するのではなく、奈良時代・『紀』
編纂時に現実に機能していた在地の慣習法であった。

「太古の遺法」に登場する蓑・笠を着た者は、第
一義的には、共同体の外部から訪れる神（鬼）の旅
のいでたちであった。それは、災厄・疫病をもたらす
疫神＝鬼の姿を意味したが、饗応・祭祀を受けた後
は、共同体を守護する国神（在地神）の意味に転化
した。「蓑・笠を着た者が他人の屋内に入ることを
忌み、それを犯した場合には祓除を科す」という習
俗は、疫神を招魂し饗応する祭祀手続き上の禁忌を
具体的に規定したものである。すなわち、蓑・笠姿
に象徴される疫神は共同体内の特定の「家」および
祭祀の「場」にのみ入り饗応を受けるべきとされ、そ
れ以外の共同体成員の「家」や「場」で饗応される
ことを厳重に忌み、違反した祭祀＝饗応があった時
には、共同体に祓除を科す、という規範である。な
お蓑・笠姿の疫神・国神は、人面墨書土器に描かれ
た事例があり、それらは「太古の遺法」に基づく饗
応祭祀に用いられた招代であった可能性がある。

蓑・笠姿は、箕や簸とともに、古代の老人のいでたち
でもあった。また古代老人固有のスタイルを認識する上
では、『万葉集』や『伊勢物語』に見える「翁さび」（翁
らしさ）の用例が手がかりとなる。折口信夫以来の通
説では、古代の「翁さび」は翁舞という神事歌舞にお
ける所作・ふるまいの意味で理解されてきたが、それ
を裏付ける古代史料はない。「さび」は、「ヲトコさび」
「ヲトメさび」「翁さび」のごとく、男性のヲトコ（青壮
年）－オキナ（老年）、女性のオトメ（青・壮年）－オウナ
（老年）という年齢区分に対応し、それぞれの世代固
有の属性を表現する言葉として用いられた。「翁さび」
の場合は、「針袋」「すり袋」（『万葉集』）や「すり狩
衣」（『伊勢物語』）等、旅や山野でのいでたちを翁の
属性とする観念を意味した。一方、嫗は、山人の象徴物
である箕を装備し、男女の対偶関係の表示を内容とす
る共同体的な頭髪（放髪－結髪）規制の適用外（放髪
の自由）とされた。これらの点は、翁・嫗がともに共同体
（村）の外部的存在であったことを示唆する。

また古代には「翁（嫗）さび」の旅姿で村里を遍
歴しても咎めない、という慣習が存在したと思われ
る。それは、よそ者＝旅人（役民）の別火を強いる閉

鎖的共同体の禁忌（『紀』）と関係している。古代の
翁・嫗は、「旅」そして「神」に通じるいでたちから、
共同体成員の各「家 」々から見れば「別火」の存在
＝外部かつ神近くある存在と認識されていたことが
分かるが、逆に、共同体を代表して外部に接し神を
祀る首長層の「家」や共同体祭祀の場においては、
同火＝饗応・歓待の対象とみなされた。したがっ
て、老人達の旅姿が旅人一般の禁忌に反して見とが
められないのは、その訪れが、首長の「家」および共
同体祭祀の場という、外部＝神の世界に開かれた
特定の場所に限定されていたためであろう。

以上の検討から、「太古の遺法」は、翁・嫗の「さ
び」（世代固有の属性）と密接に関わっていたことが推
察される。すなわちそれは、神を饗応する場所に関わ
る禁忌を規定した呪術的規範にとどまらず、神人・異
人とみなされた翁・嫗を饗応する場所を首長の「家」
と共同体祭祀の「場」に限定し、個 の々共同体成員の
「家」と老人の別火を定めた慣行の違反を戒める世俗
的規範としても機能したと考えられるのである。

ところで火が竈・炊飯の火を意味する以上、別火
－同火の呪術的な饗応・歓待法は、同時に扶養に関
わる実態的な社会構造とも関係していたのではなか
ろうか。古代の家族は、流動的な母－子＋夫の小家
族が一般的で、三世代同居は未だ成立していなかっ
たとされている（69）。こうした家族構造のもとでは、子
－孫をもつ老人男女は、翁－嫗夫婦の同居か、翁、嫗
の独居が増え、二世代を核とし、しかも離別の容易な
小家族的「家」による老人の扶養は、きわめて困難
な課題となっただろう。こうした状況を背景に、古代
老人は共同体成員の「家」にとって外部的な存在とな
り、共同体全体およびそれを代表する首長層に養わ
れるという構造が成立したのではないか。「太古の
遺法」に見る「蓑・笠の禁忌」は、神の饗応・祭祀の
習俗であるとともに、翁・嫗の社会的実存形態を背
景に成立した規範としてもとらえられるのである。

最後に、残された3つの研究課題を提示し、結び
にかえたい。

第一に、共同体における古代老人の居住形態の
実態解明が不可欠である。研究史をひもとくだけ
でも、おもに古代文学の立場から論及され、神人・

（69）	吉田孝「貧窮問答歌の事実と虚構」（『大系日本の歴史3　古代国家の歩み』（小学館、1988年）。



29

異人論のなかで指摘される古代老人の「外部性」論
（70）と、古代史研究の中で指摘される共同体および
国家において賢者として大切に扱われたという老人
扶養論（71）をどう整合させるのか、という問題が浮か
び上がる。本論では、禁忌の問題を切り口に、古代
老人の「外部性」論を発展させ、対偶婚段階の古代
家族形態論との整合を図ったが、それを検証するた
めには、古代的共同体の中に占める男女老人の位
置を正確に見定めていく作業（72）が必要であろう。

第二に、「太古の遺法」を、吉田晶（73）が提起した古
代法の二つの原理・「のり」と「ことわり」の連関構造の
いかなる段階に措定するか、という問題がある。自然
法的な民間習俗としての「ことわり」が人為的命令を属
性とする「のり」としての王法・国造法・族長法に包摂さ
れる首長制的法構造のなかに、「太古の遺法」はいか
に位置づくのか。それが「過去の族長法」ではなく、7
世紀以後の王法と同段階の「のり」であるならば、それ
以前の民間習俗＝「ことわり」は「遺れるのり」というか
たちで7世紀の王法を部分的に制約する存在として在
地社会に生き続けた可能性があろう。吉田は、本論で
も検討した大化二年三月甲申詔が、「ことわり」に制約
された「のり」（族長法・国造法）を打破する新しい「の
り」（王法）を樹立する画期となったとしたが、関口裕
子（74）は、原始社会以来の「ことわり」は大化以後も常に
「のり」に包摂され続けたと主張する。私は、古い「こ
とわり」の克服を図る新しい「法」（のり）と、「ことわ
り」を残存させた「遺法」（のこれるのり）の重層的法
構造を想定しているが、その究明は別稿に期したい。

第三は、古代老人をめぐる共同体の禁忌は、中
世以後の「異類異形」と呼ばれた「癩者」・非人・山
人・漂泊民に対する差別の構造といかにつながって
いくのか、という問題である。たとえば、古代老人の
表象物であった蓑・笠・杖・すり狩衣（すり衣）は後
世の「癩者」を含む非人の、箕は「山窩」等山人の、
すり袋は聖・法師等旅人のそれへと受け継がれてい
く。それらは、みな漂泊・移動を属性とする中世以

後の異人たちの表象だが、ではなぜ古代では、「翁
さび」のごとく、老人の属性を示すことになるのだろ
うか。私は、この問題のなかに、ハンセン病患者、そ
して非人差別の思想的起源を読み解く鍵が潜んで
いるように思われてならない。本論は、古代史研究
の立場からその回答を模索する試論でもあるが、
紙幅も尽きたので、さらなる究明は今後の課題とし
て稿を閉じ、諸賢の御叱正を待ちたいと思う。

（追記1）脱稿後、藤原茂樹「奴と翁さび－大伴池主
の戯歌」（『青木周平先生追悼古代文芸論叢』、2009
年11月）に触れた。「すり袋」「針袋」の実態と機能に
ついて詳細に検討されているほか、大伴池主が自らを
「奴」に擬した4132番歌と「翁さび」の歌の関係が論
じられている。家持と池主の戯れの技巧の意味を踏ま
えた上で、「「若者が若者盛りの時期を象徴する品具
を身につけ晴れ姿をもって「をとめさび・をとこさび」す
るように、翁が老いを象徴する品具を身につけ晴れ姿
をもって「おきなさび」する」のであり、その姿とは「す
り袋」を持ち、「奴」の振る舞いをなすこととする点は、
「奴」に関わる論点を除けば、拙稿の指摘と重なる部
分があり、学ぶべき点が多い。しかしそれを尾張濱主
による翁舞と関連づけ、「奈良時代の民間の翁芸の一
端が潜在している」とする点には従うことができない。
藤原は、『伊勢物語』の「翁さび」を検討されておらず、
「旅の翁」「山野（鷹飼）の翁」の装束に関わる「禁
忌」・「許可」（人な咎めそ）に対する評価が低いように
思われる。舞とのつながりは二次的に派生したもので
あり、その一次的意味は、本論で指摘したように、古代
共同体により定められた、「翁」の表象（装束・所作）に
関わる禁忌習俗・規制（年齢秩序）にあったと考える。

（追記2）拙稿に発表の機会を与えてくださった、
国立ハンセン病資料館学芸員の黒尾和久氏に、末
筆ながら厚く御礼申し上げます。

（たなか さだあき）

（70）	斎藤英喜前掲註（67）論文など。		

（71）	服藤前掲註（62）著書など。

（72）	儀制令に見える春時祭田は、古代の「村」に居住する老人を敬う「養老」の場と考えられているが、拙稿（前掲注（62））で触れたように、解釈に問題
があり、老人たちの所属を「村」に限定することはできないと考える。この点については別の機会に詳論したい。

（73）	吉田晶「古代における法と規範意識」（『日本の社会史』第五巻、岩波書店、1987年）。

（74）	関口前掲註（58）論文、271～273頁。
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