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プロローグ
二人間の直接物々交換は，お互いが相手の欲望（使用価値）の対象となる財
を所持し，自分の欲する財を入手するために手放す用意があるという，「欲求
コ

イ

ン

シ

デ

ン

ス

の二重の同時同所での一致」（ジェボンス [1893] 3 頁，訳は平山のもの）が成
り立つ場合にのみ行われ，そのような両者の意向の一致に頼るのは，はなはだ
不便であり，
現代理論風に言えばパレート的改善の機会を逃す場合が多いため，
交換手段として貨幣が導入された，というような説明は，アダム・スミスの『国
富論』([2000])の「第一篇第四章

貨幣の起源と使用について」以来，経済学

の最も基本的な命題の一つとして受け入れられ，マルクスの『資本論』（[1965]）
第一章の価値形態論もそれを前提として展開されたし，限界革命によって新古
典派経済学が古典派経済学にとって代わった後も，この点に関してはスミスの
説を否定することなく，より精密に展開する努力が払われてきた１。
このような通説に対する根底的な批判を展開したのがカール・ポランニーで
あり，彼の貨幣論はポランニー [1975] に手際よくまとめられている。古典派
・新古典派経済学の貨幣起源論は，論者たちの生きた時代にみられるような発
達した市場を論点先取的に暗黙の前提とし，そこで見られる交換手段としての
機能を基準に貨幣の成立を論じるが，未開社会や古代社会の貨幣は，互酬や再
分配といった非市場経済において，専らある種の支払（債務弁済）手段のみに
使われたり，価値尺度としてのみ使われるものもあるので，交換手段としての
機能が貨幣の起源にも本質にもあって，価値保蔵・支払手段・価値尺度といっ
た諸機能は後に派生してきたとは考えられないという風に，彼の通説批判の核
1

Menger [1892] がその最大の貢献であり，数理モデル化が Jones [1974]，永谷 [1977]「第 6
章 貨幣の起源と発展」や Kiyotaki and Wright [1989] [1993] で試みられている。Iwai [1996]
は類似のモデルによりながら，メンガーの発想に批判的な論点を提示している。逐一注記は
しないが，本稿に至る私の発想が多くの示唆を得た岩井の貨幣起源論については，そのほか
に岩井 [1985] 所収の「はじめの贈与と市場交換」「パンダの親指と経済人類学」や，マル
クスの価値形態論に論理的循環を指摘した岩井 [1993] をも参照。
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心を述べることができるだろう。
ポランニーの主張は，中国や小アジア・ギリシアにおいて最初に鋳貨やコイ
まじな

ンが登場した際に，そもそもそれらは交換手段としては用いられず，呪 いや副
葬，下賜ないし支払などの用途に使われ，国家の統合や富と繁栄の象徴だった
ことが，考古学的に明らかにされたことによって，実証的にも揺るぎない地位
を得たと言ってよかろう（Austin and Vidal-Naquet [1977] pp.56-8, 西谷 [1998]
を参照）。したがって，貨幣の起源の問題としては，事実が経済理論そのもの
の反証であるか，あるいは経済理論の誤った適用の反証であるのかが，問われ
なければならないだろう。
貨幣の起源に関する，旧来の経済理論的説明の大筋は次のようなものであろ
う。多数の参加者からなる市場において，人々は自分にとって最も，あるいは
ある基準以上に有利な交換となるような条件を提示する相手を探し，そのよう
な相手を見出し，相手も同様であれば，一回限りの交換が行われる。次の機会
には振り出しに戻ってまた新たにそのような相手を探す作業が始められる。こ
のような場合，より多くの人が欲する財を所持すれば自分の欲する財を提供し
てくれる相手と出会う可能性が高まるので，人々はしだいに，より多くの人が
欲する財を交換手段としてまず入手しようとするようになり，ますます多くの
人がその財を欲するようになるという，正のフィードバックが働いて，その財
を交換手段とすることの利便性が高まり，やがて一般的な交換手段としてその
財が広く使われるようになる。しかし，多数の参加者があり，各人は自分にと
ってより有利な取引相手を探し合うという市場が未発達な場合，そのような説
明が成り立つとするのは，理論的に考えても確かに疑わしい。
約束通りの品質や量の財を本当に相手が提供してくれると信用して自分が約
束通りの財を提供しても裏切られるかもしれないとすれば，契約は成立しにく
くなるし，仮に契約が成立しても忠実に履行しようとする人は少なくなってし
まう。正直者は報われないからである。市場が未確立な場合，このような，囚
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人のジレンマの如き状況を想定すべきであろうし，逆に，正直は最善の方策と
いう格言が成り立つような状況においてのみ市場経済も発展しえるのである。
Akerlof [1970] によって経済理論のテーマとなった，このような非対称情報や
機会主義の問題は，市場が未発達な段階において貨幣がいかにして形成される
かという文脈で貨幣の起源を説明しようとする際にも，避けて通れないもので
あろう（Hirayama [1983] 平山 [1984] を参照）。ポランニーのいう互酬は，囚
人のジレンマを特定の相手と繰り返しプレイすることによる相互協力の実現と
してモデル化できるような，特定の相手との長期的な信頼関係の形成を伴う交
換と解釈できる（North [1977] をも参照）。
したがって，原初の物々交換においては，自分にとってより有利な相手が見
つかれば以前の相手を棄てて新たに取引関係を結ぶことが簡単にできるはずは
なく，有利な条件を提示する相手を容易に信頼することはできないはずである
から，相手を相互に特定し，長期間維持される互酬関係を志向したはずであろ
う。
特定の相手との間で長期にわたって継続される互酬関係（互恵的利他行動
reciprocal altruism）は人間（ホモ・サピエンス）のみに見られる現象ではなく，
大きな魚の体についたゴミや寄生生物を食べるソウジウオやエビを，彼／彼女
はどん欲な捕食者であるにもかかわらず食べずにじっとしているといった，強
者と弱者との間に成立する御恩・奉公関係や，餌を得られるかどうか不確実性
が高いので餌をあまり得られずに飢えた際には，多くの餌を得た友から分けて
もらうというような，チスイコウモリたちの相互保険行為のように，動物の世
界においてしばしば見られるものであり，裏切り・抜け駆け・ただ乗りを防ぐ
ために，相手を相互に個体識別し，長期にわたって互酬関係を維持するような
進化を遂げており，人間の大脳や感情もそのような進化の所産であって互酬と
密接に結びついて機能している（トリヴァース [1985] 第 15 章，長谷川・長谷
川 [2000] 第 8 章を参照）。
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したがって，互酬関係としての物々交換は人間の特技とは言い難いが，貨幣
を使った交換は人間特有のものであるとすれば，物々交換と貨幣的交換との間
の飛躍は，人間が人間となる際の飛躍と不可分のものであると思われる。
チンパンジーやボノボなど，
人間に最も近い現存高等類人猿の社会において，
同一の群れのなかで雄と雌は乱婚的関係にあるが，雌は生まれた群れから他の
群れに移って生殖するという群れ外婚によって近親交配が回避されている。子
供の父親が特定されることはなく，群れの中には父母子からなる家族関係はな
く，母子家族，あるいは群れ自体が，その成年雄たちが子供達の共同の父親と
なっているような大家族である。他の群れに移った雌は生まれた群れに残った
母親やきょうだいなど血縁者との間に何の関係も持たないため，群れと群れと
の間の個体間女系血縁関係は一切無視され，共同の父親たちから共同の息子た
ちへと受け継がれていく父系的な群れと群れとの相互関係において，異なる群
れに属する雄同志は何の利害の共同を意識することもないため，雄が戦士とな
る群れ同志の争いに妥協の余地はなく，チンパンジーの群れ間戦争はしばしば
相手の雄が絶滅するまで戦い抜かれる。したがって，群れと群れとの間で，互
酬的な交換関係が見られることもない（霊長類の社会構造の特色については，
伊谷 [1987]，リドレー [2000] を参照）。
人間の先史ないし未開社会においても，チンパンジーやボノボの群れに相当
する共同体（移動性の高い狩猟採集民のバンドや定住性の高い農耕民の集落）
がみられ，多くの未開民族において，女性は生まれた共同体から婚出する。し
かし，婚出した後の女性と生まれた共同体に残った両親やきょうだいとの間の
血縁関係が，生家と婚家，共同体と共同体との間を結びつけるのであり，婚姻
とは日本の披露宴が現代においても形式上は両家の儀礼であるように，配偶者
それぞれが従来属してきた集団と集団との間に交わされる関係と観念されるこ
とが少なくない。
このような変化が起こった原因が何であるかについて，ここでは問わない２。
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人間においては，多くの場合父親が特定され，父母子の血縁関係が，女性の婚
出後も終生続き得るようになり，家族・親族・姻族関係が複数の共同体を巻き
込んで形成・維持されることを通して，共同体と共同体との間の関係は，武力
敵対・支配と服従から共生と緊密な協力までの，幅広い可能性をとりえること
になる。
市場・貨幣経済は，共同体と共同体との間でまず形成され発展したというこ
とが疑われたことはない。だとすれば，貨幣と女性は，複数の共同体間の関係
を作りだし，維持するという同じ役割を果たしていることになり，共同体間の
女性の移動やそれを通した遺伝子の交流と，貨幣を媒介とする共同体間の財貨
の交換との間には，不可分の関係があろう。このような観点から，貨幣の起源
について再検討してみよう。

第１章 理論とその検証
第１節

先史時代の遠隔地間交易

たとえば，共同体 A と共同体 B 出身の女性がいずれも共同体 C に嫁入りし，
親しくなれば，彼女たちを通して A と B は間接的に関係を持つことが可能とな
り，A と B との間に C が存在するため，直接の物々交換を行うことができなく
とも，C にいる彼女たちを仲介とする交換を行うことはできる。A と B とが，
距離のかなり離れた定住集落であるとすれば，その間にある C が A や B と直
接の物々交換をする際，C に AB 間の財の輸送を委ねたほうがむしろ取引コス
トを節約できて好都合である。
このように，女性を介して共同体と共同体との関係が形成されることを通し
て，共同体間の財のやりとりは，おのずから，二つの共同体の間で相互に必要
なものを直接物々交換するというやり方にとらわれない交換ルートを形成する
ことが可能となる。
2

平山 [2003a] でその点についての私見を提示した。

貨幣の起源について

7

そして，移動性の高いバンドから定住集落へと共同体のあり方が変化すると
ともに，共同体間の地理的な位置関係が固定され，共同体間の通婚パターンも
固まって女性を介した絆が深まり，相互信頼が増して機会主義が抑制されると
共に，直接物々交換以外の複雑な財の流通が可能となったと思われる。この日
本列島においても，縄文時代より前には，移動性の高い狩猟採集生活が行われ
たため，共同体は必要なものを必要な所に移動して入手できるので自給自足性
の高い生活をし，共同体間の互酬的交換も直接物々交換の域にとどまったと思
われ，石材産出地から遠く離れたところから石器が出土することは稀であった
が，定住集落を形成するようになった縄文時代以降，産出地から何百キロも離
れたところまで石が運ばれるようになったことが，黒曜石や翡翠の出土状況か
ら分かる（金山 [1993] を参照）。
縄文時代においてある産地の黒曜石が極めて広い範囲にわたって出土するこ
とはよく知られているが，たとえば，香川県金山産のサヌカイトは，九州から
東海にかけて，広く行き渡っていた（図 1 を参照）。

図１

金山産サヌカイト出土遺跡分布図（縄文時代前期～晩期）

出所：金山 [1993] 78 頁。竹広 [1993] 115 頁の図を一部改変したもの
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また，高品質で著名な糸魚川産の翡翠は，日本列島全域の遺跡から出土し（図
2 を参照），百済や新羅にも渡ったと思われる（門田 [1990] を参照）。

図２

ヒスイ製遺物の原材産地分析結果
出所：藁科 [1990] 208 頁

黒曜石や翡翠に見られる，財の長距離移動は，産地と最終目的地との間に，
いくつもの集落が介在していると考えるべきであろう。仮に移送者は途中で交
代しないとしても，いくつもの集落を通り，宿や食糧の提供を受けなければな
らなかったはずである。そして，仲介・介在する集落にとって，その財は，い
ったん受け入れても自らが使用することなく他の集落に渡すものである点で貨
幣と同型である。何らかの対価との交換によってその財が共同体間を次々と移
動していったとすれば，まさしくその財は交換手段として機能していたはずで
ある。そこで，遠隔地間交易を仲介する集落がまず，使用・消費しつくされず
に流通する財に関する経験を蓄積し，貨幣進化の推進役となったのではないか
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という仮説を立て，理論的・実証的に検討してみることにしよう。

第２節

交易発展のモデル分析

縄文時代になると，人々が定住して交易がさかんになったのは，定住によっ
て諸集落の位置関係が定まり，天然資源の所有・管理権や，比較優位生業が固
定化するからである。常に決まった集落が隣り合うために，相互信頼が高まり，
機会主義が抑制され，交換による相互の利益が確実に保証されるようになると
ともに，長期的に安定した比較優位に基づいた分業が進み，移動性の高いバン
ド生活期と比べて飛躍的な交易の発展が見られたのである。
しかも，集落間の位置関係も分業関係も固定化されるのであるから，長期継
続的な交換関係が優勢となる。取引は一回限りのものであり，より有利な条件
を求めて交換相手を取り替えることができると前提し，市場的行動や間接交換
機能の本源性をあらかじめ出発点に仮定した従来の貨幣起源論とは，全く違う
筋書きで，交易や分業は発展しはじめたのである。
このことは，縄文期日本列島に限られたものではなく，歴史的普遍性を持つ
現象であろう。というのは，先史時代の交易のあり方を保存していると思われ
る未開社会において，共同体間の交易は，それぞれの共同体に属する，あらか
じめ定められた人とだけ交換するというパートナー制か，それぞれの首長の間
で交換を行ったあとで再分配を行うか，いずれかのやり方をとり（サーリンズ
[1984] 310-11 頁，407 頁注 9 を参照），いずれにしても，交換を行う者たちの
間には，双方独占的な長期継続関係があり，市場的競争メカニズムは働かない。
多くの場合，慣習的な交換レートがあるのも交渉コストを節約するという意味
があろう。公正価格論もこのような文脈に発するものである（Friedman [1980]
を参照）。したがって，先史時代ないし未開社会における共同体間交易の単純
なモデルの場合，代表的なパートナー間の関係と首長間の関係とをあえて区別
する必要はなく，反復される双方独占的状況を想定すればよかろう。このよう
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な交易や分業の発展のなかで，いかにして貨幣が生まれたのかを問うのが，歴
史的事実をふまえた貨幣起源論の課題となろう。
一般に，1 から N までの共同体が財のやりとりをし，提供元の共同体から提
供先の共同体までの間の輸送を直接行う場合，往復を区別して N (N-1) 回の輸
送が行われなければならないのに対し，全ての輸送はある共同体 C を経由しな
ければならないとすれば，
C を除く共同体それぞれから C への往路と復路のみ，
すなわち 2 (N-1) 回の輸送ですむ。全ての輸送には一回当たり同じコストがか
かるとし，それを 1 とすれば，C を経由する場合と二つの共同体が直接財のや
りとりをする場合の輸送コストの差は N2-3N+2 となり，N>2 で正，N の増大
とともに等比級数的にコスト差が拡大する（常木 [1991] 179 頁を参照）。
参加する共同体数や扱う財の種類が増えれば，小規模な取引については C が
利用料を徴収して定期市を主催し，詐欺行為者を処罰したり追放するほうが C
にとっても都合良くなると思われる。したがって，場所と時を決めた定期市も，
二者間交換の集積というより仲介の一種と考えるべきであり，利用料は特定の
財の一定量として定められるはずなので，価値尺度・支払手段としての貨幣は
定期市開催の前提として成立していなければならず，その財が定期市における
交換手段としても利用される可能性が高い。というのも，財の種類を M とすれ
ば，任意の二財を直接交換しえるとするためには，M (M-1) / 2 種類の財交換が
許されなければならないのに対して，特定の財を売るか買うかする交換のみを
認めるとすれば，その財と他の財の間の，M-1 種類の交換しかありえず，定期
市の管理運営者にとっても利用者にとっても，後者の方が便利であるに違いな
い。したがって，定期市が組織された際には，既に予め交換手段としての貨幣
の利用に，管理者や参加者の少なくとも一部は習熟していて，交換手段として
の貨幣も定期市の規定の一つとして早期に導入されたと見るべきであろう。交
換場所（ないし仲介者）の限定と交換手段限定のコスト節約は数学的に同型で
ある。同じことは，価値尺度財の限定による計算コスト節約についても成り立
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つ。
交換手段の機能に即した貨幣起源論は，定期市に発するような，多数の参加
者を集める，かなりよく組織された市場において，交換手段たる貨幣がないと
どんなに不便かを論じたものではあっても，実際に貨幣が生まれた事情を明ら
かにするものではないとすれば，定期市として整備される以前における，共同
体と共同体との交換を第三の共同体が仲介するような，N2-3N+2 が最初に正と
なる N=3 のケースを想定して考察を始めるべきであろう。

Ａ0

原
石

Ｃ1
Ａ1
Ｃ0

（ｙ）
Ｂ1
Ｂ0

塩（ｘ）

図３

塩・原石の量と維持可能人口の関係

各共同体の利益を，それぞれが維持しえる人口規模によって表し，塩と黒曜
石原石の使用可能な量を除いて各共同体は同じ条件のもとに置かれているとす
れば，使用可能な塩と原石と維持可能な人口規模との間の関数関係を，二次元
平面上において，特定の人口規模を維持しえる両財の組み合わせの集合からな
る曲線として描くことができ，それを等給養曲線と呼ぶことにする。その曲線
は，人口を生産量に擬すれば等生産量曲線，効用に擬すれば無差別曲線と解釈
することができる。また，ある財の使用量の微少な増加がもたらす給養人口の
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増加を，その財の限界給養力と呼ぶことにする。さらに，ある共同体の現状の
給養人口よりも高い人口を給養しえるように，
財のバスケットが変化した場合，
その変化分を剰余と呼ぶことにする。剰余を確保した共同体が人口を増やし，
繁栄するのである。
女性は，生まれ育った共同体とは異なる共同体の男性と結婚するために婚出
し，生まれた子供はその共同体の成員として育つような，外婚規範が成立して
いるものとする。したがって，ある共同体の人口増加は，他共同体への女性の
婚出の増加を引き起こすが，一夫一妻規範がないとすれば，婚出先が不足する
ことはない。しかし，通婚可能な他共同体の人口増加率が相対的に低ければ，
従来通りのやり方ではその共同体への女性の婚入の充分な増加は保証されない
ので，その共同体の男性は配偶者獲得努力を増すよう強いられる。
共同体が任意の所与の人口を少なくとも維持することのできる塩と原石の組
み合わせを示す点の集合は以下の性質を持つものとする。すなわち任意の点が
その集合に属せば，その右上（境界を含む）の全ての点において維持可能な人
口はその点よりも多いような，左下に有界で右上に有界でない閉凸集合である
とする。したがって，その集合の境界線である等給養曲線は，右下がりで原点
に向かって凸な線であり，さらに限界代替率逓減（直線部分のない右下がり曲
線）を仮定する。使用しえる原石量が増えれば食物獲得量が増え，塩量が増え
れば保存量が増えるはずであるから，微少な一定量の原石の減少を塩の増加で
補って同じ人口規模を維持することが可能であり，原石が稀少なほど，その一
定量の減少を埋め合わせるために必要な塩の量は多いと考えることができるか
らである。
点 Zi の座標を（zxi , zyi）と表すことにする。交易を始める前（０）における，
三つの共同体 ABC が各期に生産・使用する塩と原石の組み合わせを，A0, B0, C0
とする３。AB の間を取り持つのが，C に嫁した両集落出身の女性達であるとす
ると，彼女たちが出身共同体よりも C の利益（この場合は人口増）を圧倒的に

貨幣の起源について

13

優先したがると仮定することができる。乳幼児死亡率が高い社会において女性
は，我が子が無事成長する可能性の高まることを，実家の子が無事成長する可
能性の高まることよりも優先するのは自然な仮定であろう４。
C は AB いずれとも通婚などを通して直接接触するが，AB が直接接触するこ
とはないとすれば，C は A について B よりも，B について A よりも多くの信頼
し得る情報を持っていることになる。そのような二重の情報の非対称性から C
は少なからぬ利益を得ることができる。そこで，AB に対して優位な立場にあ
る C は，交易による AB の人口増を，交易開始前と較べて無視しうる程度に抑
え，交易利益を独占しえるような場合を，以下で検討する。実家の子より我が
子が大事な女性達は抜け目なく C の人口増加最大化を追求し，その結果交易利
益を C が独占すると仮定すれば，AB 共に交易開始前の等給養曲線上に交易後
も存在することになり，A は A0 から A1 に，B は B0 から B1 に移ることになる。
C は A から受け取った原石と B から得た塩の一部を自分のものとして，残り
を B と A に引き渡すものとする。したがって，

3

4

単純化のために，ABC の原石と塩の生産量は，交換後も変化せず，人口増によっても変化
しないものとする。これは，いずれの生産においても自然条件の制約が強く，原石と塩の生
産の代替性と，両財に関する労働の限界生産力が極めて低いような状況を念頭に置いている
ことになる。両財の交換の効果を分離して取り出す理論的工夫として妥当な仮定であろう
し，生産の代替性や無視し得ない限界生産力を前提しても以下のものと質的に異なる結論は
得られないであろう。ただし，生産量や労働量の変化に関する情報が，自分たちよりも外部
には知られにくいとすれば，A と B はそのような情報の非対称性を利用して剰余の一部を獲
得しえることになるので，C の優位は割り引かれなければなるまい。
両親の間に血縁関係がないとすれば，親子と同父母きょうだいの血縁係数（遺伝子共有度）
はともに 1/2 であるから，Hamilton [1964] の包括適応度と血縁淘汰の理論によれば，女性が
我が子よりも同父母きょうだいを優先することは確率 1/2 でありえる。しかし，兄弟の子（甥
姪）との血縁係数は 1/4 であるから，我が子を優先するはずである。ただし，出身共同体の
同父母兄弟の子二人が助かるためならば，自分の子一人を犠牲にすることは確率 1/2 であり
える。嫁入りした女性が妊娠・出産するまではしばしば婚家や嫁ぎ先共同体の正式メンバー
とみなされないのは，我が子ができるまでは実家・出身共同体との血縁の絆の影響力が支配
的だからであろう。おそらく近親交配を避けるような進化の結果，チンパンジーやボノボの
女性には，出身群れの血縁者との絆はみられなくなっているので，このことと対比しても，
人間には近親交配を避ける遺伝的基盤が弱く，社会的規範としてインセスト・タブーを課す
ることで補っていると考えるべきであろう（Aoki and Feldman [1997], 青木 [2001] を参照）。
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cx1 − cx0 ≦ (bx0 − bx1) ＋ (ax0 − ax1)

……①

cy1 − cy0 ≦ (by0 − by1) ＋ (ay0 − ay1)

……②

治

を満たすという制約のもとで，維持可能な人口規模を最大とするような C1 を選
べば，C の繁栄が最大化することになる。
①②の右辺を正とするような，A1 が A0，B1 が B0 に十分近いような微少な交
易が必ず存在するので，C1 を C0 の右上に位置させ，C の人口規模を増大させる
ことが可能である。また，①②を満たすベクトル C0C1 の終点の集合が，右と上
に有界な閉凸集合であること，したがって人口規模を最大とする C1 の最適点が
一つだけ存在することも，容易に確認できる５。
具体例として，A は C に黒曜石の原石 9kg を与えて塩 1t を入手し，B は C
に塩 9t を与えて原石 1kg を入手するような場合を，図で示しておこう。それだ
けの交換が行われる期間に，相互に女性１人づつが，AC 間と BC 間で嫁入りす
ることとする。
原石 9kg

Ａ

Ｃ
１ 人

塩1t

図４

5

原石 1kg

１人

Ｂ

塩9t

遠隔地間交易の単純なモデル

T を，A の人口を A0 点以上に保つために必要な塩と原石を確保しうるような，A の塩と原
石の外部への供給量（負の場合は需要量）の組み合わせの集合とし，U を，B の人口を B0
点以上に保つために必要な塩と原石を確保しうるような B の塩と原石の外部への供給量（負
の場合は需要量）の組み合わせの集合とする。V をベクトル C0C1 がとりえる終点の集合と
すると，V =｛a＋b│a ∈T , b ∈ U ｝である。ここで，T は A0 を通る等給養曲線とそ
の右上の領域を，A0 を原点として 180 度回転させたものであるから，T は右上に有界な閉
凸集合である。同様に U も右上に有界な閉凸集合である。したがって，V（図 3 で C0 を原
点として，C1 を通る右下がりで原点に向かって凹な破線とその左下）も同様に右上に有界な
閉凸集合である。
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ここで，D という，海岸に平地
・砂浜がなく塩作りに不利で，石
D1

も A より品質の悪い集落が C の近
傍にあったとしよう。D は従来，

D2
1人

孤立して自給自足の生活を送り，
自己を内部で分割した D1 と D2 の
間で婚姻を結ぶため，外部との女

図５

自給自足的孤立集落のモデル

性の移動はなかったとしよう。
A と B との間の交易を仲介して原石 8kg と塩 8t を獲得した C は，仮に A や
B の二倍の人口をかかえているので，仲介で得た原石 2kg と塩 2t を消費したと
してもなお，原石 6kg と塩 6t が手元に残ることになる。
原石と塩の使用量を C がさらに増やしたとしても，限界給養力が低下するの
で，それらを手放して別の財を入手したほうが C の人口をより多く増加させる
（女性 1 人当たり出産回数を一定とすれば生殖年齢に至る前の子供の死亡率が
下がる）ことが可能であるとすれば，C はそのような交換を行おうとするであ
ろう。また，AB の人口が一定のまま C のみ人口が増えれば，外婚規範が守ら
れ続けるかぎり，C は新たな通婚圏を開拓しなければならないことになる。
そこで，C は孤立していたＤに接近しようとするだろう。具体的には，余裕
のある原石や塩を土産に C の男性達が D の女性のもとに妻問いを行おうとする
だろう。かくして，C と D との間に通婚関係が成立するとともに，D は C から
塩や原石を入手できるので塩・原石採掘をやめて，たとえば熊狩りに特化し，
C に与えるようになるだろう。
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原石９㎏

原石１㎏

Ｃ

Ａ
１ 人

１人

塩1t

Ｂ

塩9t

熊
50

２
人

原
石
２
㎏
塩
２
ｔ

頭

Ｄ

図６

交易関係拡大の単純なモデル

このように，仲介で剰余を獲得し，他集落よりも高水準の人口増加が可能と
なった集落は，剰余財を必要度のより高い他財に交換しようとして，剰余財の
少なくとも一部を手放すであろう。かくして，交換手段として剰余財は使われ
るようになる。また，妻問いの際の土産としても使われるとすれば，それが婚
資に発展することも考えられよう。
さらに，人口増加はそれ以前の人口停滞時よりも生活水準が高いために起こ
るのであるから，
ひとたび仲介に従事する共同体に顕著な人口増加が始まれば，
獲得した生活水準を維持し続けようとする動機を人々は強く持つだろう。人為
的に産児制限をする方法（たとえば授乳期間延長）が発見されない限り，嬰児
殺しをせずに上昇した生活水準を維持するためには，一定率のネズミ算的人口
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増加を維持しなければならないことになり，積極的な通婚・交易関係拡大努力
を永続化させなければならなくなる。定常的均衡からの逸脱，いわゆる冷たい
社会から熱い社会への移行，都市や国家の形成への道が，このようにして始ま
ったと考えることができる。

第３節

資本と Fiat Money の起源

前節の理論的考察を現実と照合してみよう。
まず，先史時代における貨幣の起源については，遺物の考古学的分析に依拠
せざるをえないが，実際の人々の行動を観察した成果である，未開民族につい
ての文化人類学的研究は，近現代の未開民族が先史時代の社会をそのまま保存
しているわけではないにしても，種々の文明制度が発達する以前の人間社会に
ついて考えるヒントを与えてくれることは否定できないので，サーリンズ
[1984] がとりあげた，ニューギニア島とニューブリテン島の間のヴィシアズ海
峡で活躍しているシアシ族のケースを検討してみよう。
サーリンズは次のように述べている。

シアシ族は，ウンボイ地区（この名前のつけられた大きな島もふくむ）の
土地の約三％を占有しているだけだが，人口はほぼ四分の一にたっしてい
る(Harding [1967] p.119)。この繁栄は，まわりの多くの村落や島々──自
然の恵みはゆたかだが，物質的効用から結婚の必要にいたる幅ひろい諸々
の理由から，シアシ族と通商せざるをえない──との交易であつめた利益
配当のおかげにほかならない。シアシ族は，定期的にウンボイ島の隣村と，
魚と根菜作物との交換をおこなっている。シアシ族だけがヴィシアズ地域
の多くの人々に陶器を供給でき，この陶器をニューギニア北部のごく少数
の製造地から船ではこんでくるのである。同じくまた彼らは，ニューブリ
テン島北部の原産地でとれる黒曜石の配分を支配している。シアシ族が交
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シアシ族交易者の仲介利得

出所：サーリンズ [1984] 293 頁，Harding [1967] によるもの
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易パートナーにとって，花嫁代償や威信財──曲った豚の牙，犬の歯，木
の椀といった品物──の貴重な，独占的な供給源であることも，すくなく
ともそれに劣らず重要なことだろう。ニューギニア，ニューブリテン島，
あるいはウンボイ島の近在の男は，シアシ族と前もって直接，間接に交易
することなしには，妻をめとることもできない。（サーリンズ [1984] 292-4
頁）

交換の仲介を独占することによって得た利益が人口増加をもたらすというこ
とは，私たちのモデルでよく説明できる。また，一般には，人口増加の著しい
集団が内婚を回避する傾向を強く持てば，男性が外に妻を求める際に，競争も
増す。このため，新たな通婚相手を求めてさらに遠征して，そこでの伝統的な
嫁ぎ先と競争したり，従来からの通婚圏であってもそこに出向く仲介集団の男
性の数が増えて競争したりといったことは不可避であり，高価な土産を女性の
生家に与えることによってライバルとの競争に勝とうとする者が増えるだろ
う。後者の場合，ライバルもそれに対抗するようになり，仲介独占集団に属す
る求婚男性が女性の生家にしばしば提供する財貨を他集団のライバルも入手し
て対抗するなどして，特定の財貨を花嫁代償として提供できない男性には結婚
の資格なしという慣習が定着したと考えることができる。わたしたちのモデル
でも，豊富な剰余財を仲介集落の男性が土産にするということは論じたが，そ
の知見を多少応用すれば，婚資慣習の成立について以上のような理論的説明が
できる。
また，豚がいかなる意味でも貨幣でないとしよう。それでも，手元に豚が 1
匹いれば，交換を仲介することで何匹もの豚に増やすという，マルクス [1965]
「第二編

貨幣の資本への転化

第四章

貨幣の資本への転化」におけるＧ→

Ｗ→Ｇ＋ΔＧという商業資本の定義と同型の，豚→他の仲介財→豚＋Δ豚とい
う現象がありえることも，シアシ族の例からわかる。仲介によって得た剰余財
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を元手に新たな交換に乗り出し，剰余財を増やすことは，交換の仲介が繰り返
し行われるようになった当初から見られたものに違いない。
豚→他の仲介財→豚＋Δ豚→他の仲介財＋Δ他の仲介財となるので，貨幣Ｇ
と商品Ｗの区別のある商業資本とは異なると考える人がいるかもしれない。し
かし，それと同様に考えるならＧ→Ｗ→Ｇ＋ΔＧ→Ｗ＋ΔＷであり，商業資本
は貨幣量増殖を目指しているとも，取り扱い商品量（事業規模）増殖を目指し
ているとも解せるので，貨幣と商品の区別ができるかどうかは問題ではない。
価値尺度・交換手段としての貨幣から資本が生まれたとするマルクス [1965]
の説は顛倒しており，交換仲介者の得る剰余財から価値保蔵手段や交換手段と
しての貨幣が生まれ，種々の財を扱う仲介者が仲介利得を計算・比較するのに
便利なために価値尺度としての貨幣も定着したとすれば，交換仲介者が剰余財
を手にしてそれを元手に増やし始めたときに資本が生まれ，資本から貨幣が生
まれたのである。産児制限の知識が普及しない限り一定の人口増加率を維持で
きなければ獲得した高い生活水準を維持できないということが，際限ない価値
増殖の根底にある動機なのであって，資本において使用価値から遊離した価値
増殖が自己目的化しているというマルクスの認識は誤っている。マルクスが人
口問題音痴であったことが，社会主義政権下において例外なく食糧事情が悪化
し，大飢饉が頻発した最大の原因であろう。
『資本論

第一巻』第二篇は第四章のみからなり，篇と章に同じ「貨幣の資

本への転化」というタイトルが付けられていることからも，貨幣から資本が生
まれたという説はマルクスにとってとりわけ重要なものであったと思われる。
貨幣経済が発展したところにはじめて資本があらわれるとするほうが，貨幣経
済以前から資本があったとするよりも，資本主義を打倒するという彼らの目標
にとって好都合だったからではなかろうか。
実際，ロシア革命以来のマルクス主義政権のなかで，貨幣全廃・物々交換回
帰の政策を採ったのはポル・ポトが率いたカンボジアのクメール・ルージュの
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みである（Jackson ed. [1989] pp.49, 62-5, 120-2, 157-8）。レーニン，スターリン
や毛治下の大飢饉など，全世界で約 1 億人という未曾有の犠牲者を出したマル
クス主義政権のなかでも，ポル・ポト政権は 200 万人以上の自国民を殺し，犠
牲者数では大国の中国・ロシアに及ばないが，全人口の 26％（男の 33.9％，女
の 15.7％，40 代男の 40％，60 以上男女の 54％）という異常に高い死亡率を記
録した（Courtois et al. [1999], Sliwinski [1995] pp.49-67）。
このことと，貨幣全廃・都市解消政策とは，無関係ではあるまい。社会主義
に移行し，資本や資本家をなくしても，ただちに貨幣を廃止することはできな
いという判断を，マルクスやその支持者の大部分が共有していたと思われるの
で，資本は貨幣よりも本源的であるという認識がもし彼らにあったならば，資
本主義を暴力的に打倒するという発想も生まれなかったのではなかろうか。ポ
ル・ポトより前の社会主義大飢饉の多くは，富農を撲滅して農業における資本
主義的要素をなくし，農業集団化を推進する際に起こったのであり，概して，
物資輸送を支配する都市・とりわけ首都の食糧事情は，自分たちが生産した食
糧を奪われた農村よりも良好であった。搾取者として弾劾された資本家がいた
ほうがよく，資本家なき社会においてなお残された搾取機構とされた貨幣や都
市があったほうがよかったというのが，社会主義の失敗から得られる教訓であ
ろう。社会主義政権に，過失と故意とが重なった，人道に悖る重犯罪性がある
ことは否定できず，彼らの政策のもとになったマルクス主義・マルクス経済学
そのものも責任を免れ得ないと思われる（平山 [2003b] を参照）。
始原の資本家の姿を髣髴とさせるシアシ族商人は，3 回の仲介で豚 1 匹を同
5～10 匹にする。仲介 1 回当たりの利潤率が 100％とすれば 3 回で豚 1 匹が 23
＝8 匹になるので，仲介一回当たりの平均利潤率（仲介者が負担するコストも
含む）はほぼ 100％ということになる。このような高い利潤率は，経済理論的
にいうと単なる独占ないし差別独占ではなく，わたしたちのモデルで指摘した
二重の情報の非対称性（二重というのは，二者間の交換の仲介だからで，シア
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シ族による仲介の場合は多重の情報の非対称性）も大いに貢献しているはずで
ある。
この点についてサーリンズは，次のように論じる。

種々ことなる交易民の領域は時として交錯しているものだが，シアシ族のよ
うな一集団は，自分の勢力分野内では運送をはっきり独占してしまっている。
そこでは《競争》は劇的に不完全なのだ。広く分散している周辺の諸村落は，
おたがいに直接の連絡をもっていない……。遠くはなれた共同体間のコミュ
ニケーションの欠如につけこみ，また交換レートをあげようとして，シアシ
族は，伝統時代に自分たちが運んでくる財の原産地について，このんで幻想
的な物語をひろめようとしたのであった。（サーリンズ [1984] 294 頁）

そして，シアシ族を介して壺を入手する人々が，人間の作った土器ではなく，
シオ族が深海に潜って採った貝の中身を食べた後で貝殻をシアシ族に売ってく
れたものだと信じていたという Harding [1967] pp.139-140 の記述を引用して，
次のように解釈している。

管見では（ごく短い訪問にもとづくと），《きつい仕事》には《きつく支払
いを》というこの地方の原則にしたがって，シアシ族は壺の稀少性よりもは
るかに直截に生産の努力の方をこの物語で誇張していたことになる。きわめ
て厚かましい重商主義的な悪知恵が，もっとも無邪気な労働価値説とかさな
りあっていたのだ。」（サーリンズ [1984] 295 頁）

ここでの情報の非対称性は，Akerlof [1970] の問題とは微妙に異なる。とい
うのは，中古車市場のように，売り手は財の品質をよく知っているが，買い手
は購入前に財の品質を見極めることができず，購入後実際に使用してみてはじ

貨幣の起源について

23

めて財の品質をよく知り得るような場合に Akerlof は着目した。このような場
合，買い手は売り手が粗悪品を掴ませようとするだろうと予想して，売り手が
正直である場合と比べて需要スケジュールを縮小させるため，
取引量が下がり，
一般にナッシュ均衡はパレート最適ではなく，競争的市場均衡も例外ではない
という結論が得られる。
しかし，シアシ族が売る壺の場合，購入した者は，使用してみて壺が貝殻で
はなく土器であることを，たとえば重さ，肌触りや破損の状態から知ることは
なく，実際に壺が作られているところを見ることができないこともあり，使用
後も壺が入手困難な深海の貝の殻であると信じ続けるのである。そのようにし
て高価な宝物とされていれば，壺を多く所有することから威信などの使用価値
も生じるのであり，そのような社会的価値体系のなかで壺が貝殻であるという
信念が機能しているならば，そうでなければ使用すれば土器だとすぐに気付く
としても，そのことの認識を彼らは拒絶してしまうのである。壺を多く集め，
威信を得ている有力者は，壺が土器であるという説が広まるのをなんとしても
避けるほうがよいので，自らはそうだと密かに知っていたとしても，その説に
反論を加えるだろう。つまりこの問題は，王様がたとえば閲兵の場に裸であら
われても，王の威信を社会的に必要とする人々には，王様が威厳に満ちた大元
帥の軍服を着ているように見える，見えなくても誰も見えないとは言わない，
言った人は非国民ないし狂人扱いされる，というような状況と似ている。
有名な Asch [1951] の実験は，棒の長さの比較のような単純な認知・判断で
すら，周囲の人々の誤った意見に同調して容易に歪められ，白を黒と言いくる
められることを明らかにしている。Deutsh and Gerard [1955] は，同調が生じや
すい状況として，同調を惹起する他者や集団が魅力的であることや，同調する
人の集団内での地位や身分が低いことなどを挙げている。遠方の珍しい財物を
運んでくるシアシ族とその顧客や，王様と臣下との間でそのような状況が生じ
やすいことは明らかであろう。現代の不換紙幣が単なる紙切れでないのも，一

24

平

山

朝

治

つにはそこにその国を代表する偉人の肖像が印刷されているためであろう。
このように考えると，壺が貝殻だという揺るぎない信念が入手者たちの間で
社会的に成立している状態で成り立つ均衡がパレート最適ではないという保証
はどこにもない。それどころか，土器が高価な宝物と同等の機能を果たすよう
になれば，政府が紙幣の兌換を停止して金準備の裏付けなしに不換紙幣 fiat
money を発行するようになることと同様に，資源がより効率的に利用されるよ
うになるのであるから，パレート的改善をもたらしていることになる６。王様
が裸でよいなら，高額の服飾代を節約できる。
古代中国においても，子安貝（宝貝）で作られた貨幣である貝貨が交換手段
となる前に富と威信の象徴でもある副葬品として使用されており，さかんに下
賜されだした商（殷）王朝後期には，銅製，さらには石製の模倣貝貨が出回る
ようになった（西谷 [1998] 12-6 頁）。貝貨の流通を支配する王様が製造・輸
送コストの安い模造品を作って下賜したため，賜った人々も王が独占的に下賜
するという点で子安貝と同様なので，子安貝の象徴として，本物と全く同一視
しないにしても，製造・輸送コストを大幅に上回る価値をそれに見出したはず
であるから，シアシ族が土器を貝殻だと人々に信じ込ませて売ったことと大差
ない。
貝殻だと信じられた土器も，模倣貝貨も，現代の不換紙幣も，供給者が供給
量を自制している限り，その価値は実質を大きく上回るレベルで，金銀財宝と
同等ないしそれらに準じるものとして人々に受け入れられるのであり，それが
可能なのは，供給者が独占的であり，自分の利益のために，値崩れ・ハイパー
インフレーションが起こらないレベルに供給量を控えるからである。
仮に，シアシ族の独占が崩れたり，シアシ族内部に，仲間を出し抜いて自分
だけ儲けようとして，より安く，より多く土器を供給するような裏切り者が現
6

交換手段としての機能に限定したものであるが，fiat money に関する厳密な議論は Kiyotaki
and Wright [1993] Section II にある。

25

貨幣の起源について

上 ：子安貝の貝貨
左下：銅製模倣貝貨
右下：石製模倣貝貨
図８

大 21.1mm 2.0g
21.3mm 1.6g
26.1mm 4.5g

小 16.3mm 1.1g

貝貨と模倣貝貨

出所：しらかわただひこ氏コレクション
『コインの散歩道』(http://www1.u-netsurf.ne.jp/~sirakawa/C001.htm)

れて，競争がはじまれば，土器の供給量も増加し，富と威信の象徴という役割
を果たさなくなるために需要は減退し，値崩れが起こって単なる土器として取
引されるようになるだろう。
貝殻だと信じられた土器は，富と威信の象徴として求められる価値保蔵手段
という，貨幣の役割の一つを担っており，それゆえにコストに見合わない価値
で取引されているのだとすれば，たとえ交換手段としては使われなくとも，現
代の不換紙幣にまで通じる，貨幣の属性の一部を早くも果たしていたことにな
る。
したがって，わたしたちのモデルにおいて，仲介者 C が交換の生み出す剰余
を独占するようなパレート最適を想定したことと，情報の非対称性を想定した
こととは，両立しえるし，遠隔地から運ばれる財物に独占的仲介者が人為的希
少性を与える結果，使用者たちの間で実際の製造・輸送コストと比べものにな
らない価値を持つ富と威信の象徴として重宝がられたとすれば，fiat money の
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起源すらそこに見出すことができる。

第４節

縄文前期黒曜石交易の場合

以上のように，わたしたちのモデルやそれをてがかりとする理論的考察は，
シアシ族の活動をかなりよく理解し，説明できるし，貨幣の起源の一端に触れ
ることすらできる。したがって，先史時代における仲介のあり方を解明するた
めにも，極めて有効なものであると期待してよいであろう。このことをふまえ
て，日本列島における史上最初の長距離交易と思われ，考古学的研究も進展し
ている，縄文前期における黒曜石交易を取り上げて，検討を加えてみたい。
信州産と推定される黒曜石の分布をみると，図 9 の①地域において，産地付
近の中部高地ではどの遺跡でも黒曜石を大量に出土するのに対し，関東北西部
や甲府盆地では糸井宮前遺跡，天神遺跡のような大型集落で大量の黒曜石や原
石を出土するものの一般の小型集落では僅かな量しかなく，信州から遠い②③
地域において出土量は全体的に激減する（金山 [1993] 69 頁）。関東北西部・

図９

環境区分図

出所：金山 [1993] 64 頁
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黒曜石産地推定分析データ

出所：金山 [1993] 68 頁

甲府盆地の大型集落は，黒曜石が信州から運ばれるルートの途中に位置してい
る（同，78 頁）ので，われわれのモデルにおける C のように大量の黒曜石剰余
をかかえて豊富化・人口増大を実現したが，黒曜石交易末端の村落は交易から
生ずる利益をあまり享受できなかったことを証している。
「石鏃の石材には原則として黒曜石が選ばれ，もし供給量に余裕があれば石
匙や石錐にもあてられる。因みに，熊の皮剥ぎ実験の報告によれば，黒曜石製
などの小型精製の石匙は脂をはじく性質をもち能率がよい」（同，80 頁）とい
うことは，黒曜石の使用に限界給養力逓減がみられ，黒曜石が豊富にあれば石
鏃を使った狩猟に次いで石匙などが使われたとみることができる。いずれにせ
よ，黒曜石が豊富になるほどにその限界給養力は逓減するのであり，それゆえ

28

平

山

朝

治

に黒曜石を手放してより給養力のある財を入手しようという動機が強まるはず
である。それに加えて，多くの剰余を獲得して従来から通婚関係のある他集落
と較べて人口増加率が高くなった場合，外婚規範を所与とすれば，配偶者を確
保するためには，今まであまり交流のなかった集落と新たに通婚関係を結ぶ必
要がある。剰余財の限界給養力低下と配偶者獲得という二つの動機が重なって，
豊かな集落は女性を得るためにも剰余財を与えるような，新たな関係をその集
落と結ぶことになろう。黒曜石交易の発展過程において，図 6 の C が D と関係
を結ぶようになるような現象が確かに生じたと思われる。
このようにして，交易を仲介し，剰余を獲得する集落は，剰余を元手にして
さらに剰余を獲得し，人口規模において周辺の他集落から突出するとともに，
1 人当たりの生活水準も相対的に高い水準を維持し続けることになったと思わ
れる。これは，都市と村落の格差の始まりということができよう。女性が婚出
する慣習を前提すれば，首都圏出身の女性の多くが地方都市を嫌い，関西圏な
らば許容するように，周辺の貧しい小集落を避け，遠方の豊かな大集落に嫁入
りすることを多くの女性達は望むようになろう。なぜなら，産まれ育って慣れ
親しんだ生活水準を放棄するのは嫌だろうし，生活水準は乳幼児死亡率に直結
しているため，自分の産んだ子の成長を望む女性は豊かな嫁ぎ先を好むからで
ある。このようにして，大集落間は配偶女性の交換を通じた太い絆で結ばれ，
安定した交易路が形成・維持され，小集落に対する優位も揺るぎなくなったと
思われる。
黒曜石産地から少し離れた八ヶ岳南山麓の天神遺跡から縄文前期後半（約
5000～6000 年前）の土器とともに出土した翡翠の大珠（図 10）は糸魚川産で
あり（藁科 [1990] 199～202 頁を参照），遠隔地から富と威信を象徴する宝物
が豊かな大集落にもたらされたことになる（金山 [1993] 81 頁を参照）。この
翡翠のような財宝は，威信と価値保蔵手段としての性格が当初は色濃かった，
貴金属貨幣の先駆をなすと思われる。
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図 10

天神遺跡出土・翡翠製大珠（長さ約 10cm）

出所：山形県埋蔵文化財センター・ウエッブサイト
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/maizou-bnk/74021383921.html

以上のような事態をモデル化すれば，次の図 11 のようになろう。ここでは，
A を黒曜石産地，B を翡翠産地，C1 を黒曜石交易の拠点大集落，C2 を翡翠交易
の拠点大集落とし，財の移動量を矢印の太さであらわし，富を蓄積した黒曜石
交易の拠点大集落 C1 が大量の黒曜石と引き換えに至宝を入手する仕組みを単
純化して示してみた。大集落で生育した女性が近隣小集落への嫁入りを回避し
たがり，C1C2 間での通婚が増大するのに対応して，小集落も近隣間で通婚する
ことが多くなると思われる。図 11 では，各地域の小集落を一つに代表させ，
近隣小集落間の通婚関係は省略した。

C1

A

C2

D

図 11

E

階層化の単純なモデル

B
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社会的威信を表す財宝である貴金属は当初，たとえ少量でも庶民が所持した
ならば見せびらかすべきでないゆえに，日常的な間接交換手段としての使用を
忌避されがちであったことを，ポランニーは，交換手段を唯一の端緒として貨
幣の起源をとらえる通説への反証として挙げている（ポランニー [1975] 70-4
頁を参照）。このような富と威信の象徴としての金銀財宝という初期貨幣の成
立も，私たちのモデルでは無理なく解釈することができる。C1 が交易で蓄積し
た黒曜石や塩のような富を交換手段として使って，D から食糧を獲得し，C2 か
ら社会的威信を高め，周辺小集落に対する自己の優位を象徴し，確実にする財
宝を獲得すると考えることができるのである。
C1 が交換仲介によって剰余として獲得する財は，獲得・蓄積量が増大するほ
ど限界給養力が低下するため，食糧や金銀財宝のような威信財と交換すること
の C1 にとっての利益が高まる。そのため，C1 はそれらの一部しか自ら使用せ
ず他は価値保蔵手段として貯め込むとともに，交換手段としても盛んに使い，
それらと引き換えに必要なものを獲得すべく，多数の集落と接触しようとしだ
すのであり，人口増に伴う新たな通婚圏開拓の必要もそれを助長する。このよ
うにして，交換仲介者によって蓄積された剰余財が，原初の価値保蔵機能をま
ず果たし，次いで交換手段としてさかんに使われるようになったと思われる。
このような大集落と小集落の階層化は，小集落にも実際には多少なりとも交
易利益が帰着するとすれば，小集落内部に，大集落の最上層ではない階層出身
の女性を配偶者として迎えうる上層と，一般庶民層との分化を生み出し，大集
落内部にも，他の大集落の同格の層にのみ娘を嫁がせる上層と，たかだか小集
落の上層にしか娘を嫁がせられない中下層等々といった階層分化を生み出す可
能性が高いだろう。このような階層化が最も精緻に進化したものが，インドの
カースト制だと見ることができよう。
極東から北米北西海岸に至る地域においては，狩猟採集民社会が階層化して
おり，日本の縄文社会もその例となるが，階層は，豊富な鮭鱒類を対象とする，
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非熟練漁猟に従事する者と，大型獣を主な対象とするような，熟練を要する狩
猟従事者との間の生業分化が生じ，後者が宗教的権威と威信とを帯びることに
よって形成されたと考えられている（渡辺 [1990] を参照）。これは，異なる
集落間の分業と階層化ではないが，おそらく豊富な水産資源によって時間的余
裕を得た一部の男性達が，レジャーの性格も帯びた，熟練を要する狩猟に特化
するようになったものと思われ，彼らが狩りも兼ねかなりの距離を移動するよ
うになり，他集落に妻問いする際に黒曜石・宝石などを土産にするなどしだし
たのが，遠距離交易の端緒ではなかろうか。大型獣狩猟のための弓矢は，貴重
な物資を運搬する際に盗賊を撃退するための武器にもなるので，彼らは容易に
貴重な物資の運搬にも従事するようになり，交易から多くの剰余を得ることが
できることを，他集落に妻問いし，子供が生まれたころに自集落に呼び寄せる
などした他集落出身の女性とともに学んだのではなかろうか。日本の在地支配
層たる武士が鷹狩りをはじめとする狩猟を貴び，弓矢を生業と意識するのも，
縄文期の上層狩猟従事者以来の伝統を受け継いでいるからであろう。
北太平洋沿岸の漁業や人工灌漑農業のように，高い生産性によって階層化が
始まると，社会の上層の男性たちに時間的余裕が生じ，彼らが近隣集落にアバ
ンチュールする際にもたらす珍しい土産物が，遠距離交易の端緒となって，彼
らがその担い手となり，交易が生み出す剰余の多くを獲得してますます富と威
信とを高めていった，という理論的筋道が，階層化初期の現実との適合度が高
いとすれば，貨幣の起源は遠隔地間交易の仲介者による剰余財の獲得・蓄積に
あり，石器・原石や塩のように，長時間かけての長距離移動や長期保存が可能
で，地域によって生産性に大きな差異があるため交易の結果莫大な剰余として
蓄積された財が，原初の貨幣であったと推測できる。
先史時代の遠距離交易において，産地からの距離が遠くなればなるほど遺物
の出土量が逓減する傾向が指摘されている（Renfrew [1977] を参照）。その最
も単純な説明は，生産コストのほかに輸送コストがかかるため，ライバルとな
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る産地がなく需要が一様に分布していれば，遠方に輸送されるほど財のコスト
が高くなり，入手困難となるというものであろう。輸送コストによる説明は従
来の研究では一般的な仮定である（Earle and Ericson eds. [1977] p.6）。しかし，
わたしたちのモデルは，輸送コストを無視しているので，それとは全く異なる
理論的説明が可能となる。
産地からの距離が遠ければ遠いほどその財の希少性が高まるのは，輸送コス
トだけによるのではない。ある財の需要が均等に分布する平面においては，そ
の財の産地が一箇所だけでそれを円の中心とすれば，産地から等距離の円周は
産地からの距離×2×円周率の長さになることから明らかなように，産地から遠
くなればなるほど潜在的な需要は距離に比例して増加するのに対して，隣接地
域との協調・友好が優先されがちなので産地から遠い地域に対する供給は近い
地域での取り残し分ということになる傾向があるはずで，遠くなればなるほど
等距離集落全体に対する供給も一集落当たりの供給も減る。競争的市場のメカ
ニズムは働かないとしても，産地から遠くなるほど需要は増え，供給は減るこ
とになるので，輸送コストを無視しても，産地から遠くなるほど財の希少性は
高まり，入手量は逓減するはずである。
Renfrew は，原産地の近くでは，ある距離までは出土量の逓減度が低く，そ
の距離を超えると逓減度が非連続的に高くなるという実証データを，その距離
までは一回の旅で到達でき，生産者が直接使用者に供給しえるために生じたと
解釈し，その距離以内を supply zone と名付けている（Renfrew [1977] p.84）。
つまり，その距離を超えると生産者と使用者との間に仲介者が介在するために
逓減度が非連続的に高くなるという風に Renfrew はデータを解釈しているわけ
である。
ところで，仲介者は剰余を獲得しえるため，仲介者の集落においては，周辺
と較べて相対的にその財は豊富となり，そこからの遺物の出土量も増える。し
たがって，輸送費を無視しえるとしても，産地からの距離が増えるとともに遺
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物の出土量が逓減する傾向が全体として見られるが，仲介によって剰余を取得
する集落の所在地からは比較的潤沢な遺物が発掘されるという風に，私たちの
モデルからは予想できる。図 12 において，矢印の太さで移送量，黒丸の大き
さで遺物の出土量を示すような結果が，わたしたちのモデルから導ける。これ
は，黒曜石に限らず，実際の発掘データの多くが示すパターンと一致する。
Renfrew [1977] においても，趨勢よりも多量の遺物が残された地域は，周辺
地域への移送の拠点であると解釈されている（図 13 を参照）が，そこになぜ
多量の遺物が残されるのかについて経済理論的な説明はない。
拠点集落からの放射状の財の流れを，Renfrew [1975] はポランニーに従って
central-place redistribution（pp.48-9）としている。しかし，中心地からの一方的
指示を含意する redistribution＝再分配という表現は，「縄文社会は階層社会と
いえるが，権力社会ではない」（渡辺 [1990]）とすれば，強すぎるように思わ
れる。わたしたちのモデルにおいては，交換仲介者は剰余の多くを取得して富
と威信を集中しえるが，未だ周辺集落に対して権力と呼べるものを行使し，国
家の中心・首都として君臨しているとは呼べないような段階として，国家無き
階層社会における遠距離交易を無理なく解釈できる７。

7

Renfrew [1975] では，free-lance (middleman) trade においては，middleman が交易を行う範
囲では逓減度が少なく，その外では逓減度が増すという非連続性を想定している（pp.48-50）。
これは，交易に特化した者たちが従事する範囲では輸送コストが低く，大量輸送が行われる
ことを想定したものであろう。仲介者が剰余財（あるいは在庫）を蓄積する可能性を除けば
そのような傾向は確かに見られるであろう。しかしこのことは，仲介者による剰余の取得や
その運用についての認識や理論的説明が，Renfrew の理論においては抜け落ちていることの
例証となろう。
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出土遺物分布の単純なモデル

generated

図 13

レンフリューの交易モデル
出所：Renfrew [1977] p.86.
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女性の象徴としての貨幣

交易における仲介者が，
交易の生み出す剰余の多くを取得するということが，
わたしたちの理論の核をなしており，仲介者が得た剰余財は限界給養力逓減ゆ
えに，一定率の人口増加を維持すべく，女性の嫁入りや種々の他財入手の際に
手放されることが，婚資や交換手段としての貨幣の端緒であるという風に，貨
幣の起源をも理論的に説明しえる。
仲介者が扱う財の種類が増え，仲介を求める者も増えるほどに，仲介者は小
規模な取引については，定期市のような取引機会の設定と，詐欺行為の取り締
まりといった管理のもとで，市場参加者の自由な交渉に委ねるようになりがち
であろうということも，既に見たように，理論的に示すことができ，定期市に
発する市場経済も仲介の展開形態であると考えることができる。
さらに，中心と周辺との間の再分配も，仲介者を中心に据えるような形で仲
介が展開したものであると見ることが可能であろう。たとえば，図 6 において，
C が D に対して，原石や塩の代わりに自分に提供すべき財の生産を具体的に指
示するといったことも想定可能であり，そのようなやり方が普遍的となれば，
ソ連型の社会主義計画経済とみなすことができる。
だとすれば，ポランニーが単に並列した，互酬・再分配・市場の三つは，

二者間の直接的関係としての互酬
単純な仲介
第三者による仲介

再分配
市場

という風に書き直すべきことになろう８。経済全体が一つの市場とみなされる
8

Renfrew [1975] は，recprocity/central place/freelance (middleman) に三分し，central place を
さらに redistribution と market に分けている。私の見方は，middleman 仲介者が central place
に発展するという風に，Renfrew の静態的分類を動態化したものと言えよう。
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場合でも，市場を管理する政府は不可欠であるし，実際に見られる高度に組織
された市場も，東証のように，他の企業と法的に同格な株式会社たりえるので
ある。
ここで，人類史的観点において眺めれば，共同体と共同体との間の仲介は，
出身共同体と嫁ぎ先共同体との間の絆となる女性を端緒とするものである。父
系的外婚規範のもとでは，女性は出身共同体においては男性の性的対象とはな
らず，外に出てはじめてそうなるべきものであり，貨幣も使用価値とはならず
に交換手段として外に出される。女性も貨幣もそれによって共同体と共同体と
の間を結び，剰余を生み出し，経済成長や人口増加をもたらす。かくして，女
性と貨幣は互いに他を象徴し合うという意味づけが，父系的外婚規範の強い社
会においてはとりわけ，生まれやすいと考えることができる。父から子へと姓
が受け継がれ，同姓不婚の外婚規範を根強く維持してきた中国文明において，
宝貝（子安貝）が担った象徴的な意味は，まさにその例証となろう。
中国新石器時代晩期（前 30～20 世紀）の遺跡からは宝貝が出土しているが，
全て副葬品である（西谷 [1998] 10 頁を参照）。また，馬家窯文化半山類型（前
26～23 世紀頃）の墓の副葬の壺に描かれた卵型模様も宝貝である。それは「多
産と生命力のシンボル」であり，「タカラガイは，暗くさびしい死出の旅路を
いく者への副葬品として，葬送儀礼の中で伝えられてきた。すなわち卵形紋は
再生を願う呪術紋である。」（白井 [1997] 36 頁）。当時において再生とは，
その人が輪廻転生するということではないにしても，その人の死を埋め合わせ
るような新生がもたらされるということであろう。宝貝が呪物として副葬され
るのは，それが有限な個々人の生命を超越する力を象徴しているからであり，
「子安貝」のごとくしばしば宝貝の呼称として出産や女性器の名称が使われる
ことが示唆するように，その形状が女性器に似ていることが，そのような象徴
的意味を宝貝が担うようになった原因であろう。
西周中期以降になると宝貝は交換手段として使われるようになるが，それ以
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前すでに宝貝を模した銅製貝貨が鋳造されており（西谷 [1998] を参照），円
形で中央に方形の孔がある半両銭の形が中華文明圏における鋳貨の標準となっ
たのも，宝貝以来の女性器象徴性を継承するものであったからだと言えるので
はなかろうか。
孔あき銭は正面から見た男根，あるいはその断面で，孔は尿道口という説が
ある（栗本 [1980] 102 頁，同 [1981] 88 頁）。しかし，中国銭の孔は女性的シ
ンボルであるようだ。というのは，西晋（265～316）の魯褒が著した『銭神論』
（福原訳注 [2001]）によれば，銭貨の円は「天」を，方形の孔は「地」を象徴
する。天は父性，地は母性を表すが，性器象徴としてみる場合，女性器が孔で
表されることは宝貝との連続性としても自然であり，だとすれば，穴を貫通し
て貨幣をまとめる紐が男性器象徴のはずであろうが，それでは男性原理をあま
りに貶めることになってしまう。
宝貝の単位である「朋」の原字は紐に通された貝の形象

であり，図 8 のご

とく裏面に孔が空けられたのも紐を通すためであった。女性器象徴であった宝
貝に孔を穿つことが処女喪失や出産時の産道拡張に擬えられたことも容易に推
察でき，穿孔工程は多産・豊饒を祈る呪術的作業であったと言えよう。しかし，
有孔銭貨鋳造の際には，孔は鋳型において凸なのでそのような意味が希薄にな
り，紐は女性の稼ぎに寄生する男性を意味するようになったと思われる。
貝に孔を穿つ工具が膣を通る男性器あるいは新生児に喩えられたはずだか
ら，貝貨に男性（器）象徴性はなかった。したがって，方孔円銭の円形は方＝
地と対比される円＝天を意味するものではなく，丸みを帯びた女体あるいは妊
婦の子宮・腹部の象徴，方形の孔は男根や新生児を通すべく開いた膣の象徴で
あったとみるほうが，宝貝の延長としても自然である。半両銭は始皇帝が貨幣
統一の際に定めたとされてきたが，秦は貨幣を統一できず，半両銭そのものは
戦国時代から秦が発行していたものである（山田 [2000] 第 2 章を参照）。戦
国時代に秦が貨幣を鋳造する前からあった円孔円銭を秦は採用し，後に方孔に

38

平

山

朝

治

改めている。円孔円銭は環銭とも呼ばれ，玉璧の形あるいは刀銭の環の形から
きたとされており（同，30-2 頁を参照），貝貨ほど女性原理と強く結びつかな
いのと比べ，孔を方形にすることは，それが地＝女性原理を意味することから
して，女性原理を円孔よりも強調し，象徴性を貝貨に回帰させる意味合いがあ
ったと思われる。孔が方形とされた後に，銭貨鋳造には（鋳型からはみ出た部
分を削る程度しか）穿孔工程がないことを埋め合わせるべく，銭貨の円形を父
性原理とみる解釈があらわれたのではなかろうか。
かたど

魯褒は「内方をして地を 象 り，外員（圓）をして天を象らしむ」と方＝地を
円＝天より前に置き，「親愛なること兄の如く」と，畏怖される父（天）では
あざな

なく親しまれる兄に擬えつつ，「 字 して孔方と曰う」と述べているように，円
＝天よりも方＝地をむしろ強調している。方孔円銭が父（天）を象徴する意味
合いは薄く，それは主に，貝貨を承けて女性原理を象徴するものだったのでは
なかろうか。このことは，貨幣の「貨」をはじめ，「財」「寶（宝）」「賣（売）」
「買」「販」「貿」「賈」「價（価）」「貯」「貸」「負」「債」「質」等々，
貨幣・財宝・売買・貯蓄・貸借に関わる漢字の多くが「貝」を一部に含み，甲
骨文字や金文から「貝」は子安貝の象形を原字とする（白井 [1997] 93～105 頁，
山田 [2000] 18 頁を参照）ことからも示せるだろう。
外婚規範によって人口増加と交易発展との間に正のフィードバックが働くた
め，外婚規範が定着している中国において，貨幣と女性との相互象徴関係も長
く持続しえたと考えることができる。宝貝が貨幣として使われはじめて以降近
代西欧の勃興に至るまでの間，中国が貨幣経済の最先進地域として発展しえた
大きな要因として，宗族という父系出自原理に伴う同姓不婚という外婚規範を
挙げることができるのではなかろうか。
ちなみに，穴がなく，為政者・皇帝像を刻んだ古代ローマのコインは，一見
男性原理的であるが，必ずしもそうとは言い切れない。英語の money の語源は
ローマの最高神ユピテルの妻である女神ユーノー＝モネータ(Jūnō Monēta)の
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添名モネータであり，次のような事情に由来する。紀元前 390 年のケルト人侵
入をカピトリウムの丘のガチョウが鳴いて知らせたのは，モネータの力である
とされて，その丘に忠告の女神ユーノー＝モネータの神殿が作られ，やがてロ
ーマで最初の造幣局が建造された。

図 14

右手にパテラ，左手に芍を持って立つユーノー女神
サビーナの黄銅貨

2 世紀

大英博物館蔵

出所：グラント＆ヘイゼル [1988] 570 頁

ユーノーは，出産の女神・月の女神でもあり，3 月 1 日の大祭マートローナ
ーリアは，サビーニ人の娘たちがローマに掠われたと争いになった際，彼女た
ちが自分らは妻としての扱いを受けているので戦わないようにと仲介し，和平
が結ばれ，まもなく統一されてローマの版図が拡大する第一歩となった記念日
とも伝えられている（高津 [1960]「ユーノー」の項を参照）。したがって，ユ
ーノーは，共同体と共同体を媒介し，増殖を司るという，女性と貨幣に共通す
る本質を体現する女神とされていたことになる。モネータを語源とするフラン
ス語の monnaie やドイツ語の Münze などが女性名詞であるように，古代ローマ
以来，中近東以西においても，貨幣は基本的に女性的なものとされ続けたと思
われる。
近現代西欧においてユーノーを体現したのが，ローマ帝国直系を誇るハプス
ブルグ帝国の女帝マリア・テレジアであった。多くの子宝に恵まれた女帝崩御
の年である 1780 年銘をもつ，マリア・テレジアの 1 ターレル銀貨がイスラム
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圏とエチオピアにおいて，ケインズやロバートソンが経済学的説明を放棄する
ほどの異常な人気で流通し続けた（黒田 [2003] 第 1 章を参照）。この現象は，
ローマ帝国コインの流れを汲むが，コインから偶像や象徴的表現を排し，コー
ランの言葉などを記したイスラム圏においても，貨幣に女性的な意味を求める
底流が生き続けたことを意味しているだろう。1935 年にオーストリアがこの銀
貨の鋳造権をイタリアに譲って以降，イタリアのほかに英仏ベルギーが発行し
た。交換手段としてだけでなく，上部に孔を穿って紐を通され，安産などの護
符としても珍重されたのは，子安貝がモルジブからイスラム圏を経て西アフリ
カにもたらされ，貨幣として使われていたことの影響もあろう。
この銀貨が流通地域内で地銀や他の素材的に同等な銀貨を大幅に超える価値
を獲得し続けたことからして，女帝と同名の聖母マリアをもつキリスト教以上
に父権的なイスラム教徒にとって，おそらく父権的な建前のもとで長らく抑圧
されてきたものが呼び覚まされたがために，女帝の貨幣はとりわけ魅力的なも
のであったのだろう。

図 15

マリア・テレジアの１ターレル銀貨
41mm

28.0668g

品位 833

出所：しらかわただひこ氏コレクション
『コインの散歩道』(http://www1.u-netsurf.ne.jp/˜sirakawa/E015.htm)

孔のある貨幣の例として，Rai と呼ばれるヤップ島の石製貨幣（Gillilland
[1975] を参照）を挙げることができる。Rai は等身大前後の大きさである点か
らして，女性との象徴関係も際だっている。このことは，Rai の前で孔に差し
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図 16
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ISLAND DANCERS IN FRONT OF THE STONE MONEY

出所：“The Stone Money of Yap”
http://www.econ.utoledo.edu/faculty/tank/stone3.htm

込めるような棒を女性が持って踊るダンスによっても裏付けられよう。
200 マイル以上離れたパラオ島で切り出された Rai の価値は，カヌーでの帰
路に嵐に遭ったり誰かが犠牲になるなどいかに多大な苦労が払われたかで決ま
り，苦労話が語り継がれる。Rai を求める旅はまるで結婚前に課される試練で
ある。つまり，Rai は，パラオ島からヤップ島に嫁入りした女性を象徴してい
ると思われる。
ヤップ島民の伝承によれば，賢老人 Anagumang が妖精たる母（fairy mother）
Le-gerem に導かれてパラオで美しい石を発見し，魚や三日月の造形を試みたあ
とで，満月を象り，真ん中に孔を空けたところで，二人は満足した（Christian
[1899] p.319, Gilliland [1975] p.19 を参照）。Le-gerem は Anagumang の亡き母で
もあり，彼女の供養に作ったという意味合いは自然なものではなかろうか。月
の女神ユーノーもそうであったように，月の満ち欠けは女性の排卵周期や妊娠
出産の繰り返しを象徴するので，満月に孔を空けるとは，月満ちた出産・新生
を寓意している。Rai の原石は洞窟で採られる石灰岩であり（Fitzpatrick [2004]
を参照），洞窟は母の胎内や墓，水の滴る鍾乳石は文字通り母乳の滴る乳房を
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連想させることから，亡き母の生地パラオ島の鍾乳洞を訪れたあるヤップ島民
が，霊感に従って貨幣を刻んで持ち帰り，墓碑ないし供養碑としたのが，Rai
の起源であろう。
亡き母の供養が貨幣の起源にかかわることは，白鶴美術館所蔵・小子
銘文（白川 [2000] 31 頁）に，商末期，

卣の

が王子から子安貝二朋賜ったことを

記念して，母を祀る卣（祭器）を作ったとあることや，マリア・テレジアの没
年銘が重要な意味を持ったことからも示唆されよう。図 17 のように，卣は妊
婦の腹部を連想させるような形状をしている。

図 17

小子

卣

出所：白川 [2000] 33 頁

第２章 日本における貨幣経済の起源
第６節

斉明女帝メモリアル銀貨

以上の考察をもとに，皇朝十二銭やそれに先立つ富夲銭といった，中国に倣
った方孔円銭よりも前から流通し，日本最古の銭貨コインとされる銀貨（今村
[2001]，松村 [2005] を参照）について，検討してみよう。この銀貨は中国起源
の銭が文字を鋳込んでいるのに対比して，考古学界では「無文銀銭」と呼び習
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わされているが，「田」や「十」などの刻字があるので，無文とは言い難い。
また，鋳造されたものではなく９，銀板をたたいて成形し，重さを調整するた
め銀片を貼り付け，小さな中心円孔を空け（孔のない図 18 a については後述），
文字等を刻印しており，周円・文字・内方が凸となるよう鋳造している中国起
源の銭とは極めて異なり，むしろ小アジア起源の西方コインに近い印象を与え
る。後述するように 1780 年銘マリア・テレジア銀貨とのアナロジーが成り立
ち，東南アジア銀貨やローマ（東ローマを含む）・コインの影響を実証するこ
ともできるので，本稿では，「無文銀銭」ではなく，「（和製）銀貨」と呼ぶ
ことにする。

a

b

d
図 18

e1

崇福寺塔心礎出土の和製銀貨（近江神宮蔵

a：39.1mm

35.7g

b：29.2mm

8.8g

「○」または「Ｃ」刻印 2
「○」または「Ｃ」刻印 2

c：30.3mm

9.5g

d：29.1mm

10.0g

e：31.3mm

（6.7g

大型

c

e2
12 枚中 5 枚）

中心孔なし

「田」刻印
銀片剥落跡 2）

「○」または「Ｃ」刻印 2 と「十」刻印

出所：a, b, e1 は東洋貨幣協会［1942］口絵 e2 は同 9 頁
c d http://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/data/kouko/58mumon01.htm
9

銀は鋳造しにくい金属である（今村 [2001] 151 頁を参照）。
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中国の円孔円銭は，肉の部分が 2 に対して穴の部分が 1 になるという，玉璧
以来の 3 分割制を標準としており，方孔円銭にもその比率がほぼ踏襲されてい
る（山田 [2000] 30 頁）。それに対して，和製銀貨の穴は例外なく中国の有孔
銭より有意に小さい。これらから，和製銀貨は中国の有孔円銭の影響を受けつ
つも大きな方孔を小さな円孔に変えるという差異を際だたせたものであると言
えよう。
発掘された和製銀貨が埋められた年代は，七世紀後半以降であるから，当時
の日本が中国文明との差異化を意図した銀貨をあえて発行した動機を考える
と，朝鮮半島において，唐・新羅連合軍と対立し，663 年白村江の戦いに敗れ，
唐の侵攻に備えて水城などが築かれたことを挙げ得るだろう。そのときの天皇
が斉明女帝である（661 年崩御後空位）ことと合わせると，小さな円孔は，日
本が女帝の統治する国であることを意識したものかもしれない（当時の中国は
武后即位前であり，女帝の前例はなかった）。方＝地，円＝天といった中国的
な意味になじみのない人にとって，角ばった方孔は女性的ではなく，女性象徴
としては円孔のほうが望ましいという印象は自然なものであろう。b，c と e の
「○」または「Ｃ」刻印 2 は乳房を表しているとも解せる。
東洋貨幣協会 [1942] が「○」とする刻印を，長戸・百瀬・磯部 [1996] では
「Ｃ」としていることが，相互に他方が宛てている記号を欠いていることから
分かるが，b c e の写真を見る限り，「Ｃ」が正しいのではなかろうか 10。また，
「Ｃ」のほうが乳房を表すのにふさわしいだろう。次節でみるように，和製銀
貨は図 23 の東南アジア大陸部標準銀貨の大きさと重量に従って作られており，
アニュレット

図 23 右の上方には，
太陽と対になって
「ⓒ」があり，
解説には
「 環 縁 月」（Wicks
[1992] p.117）とあるので，東南アジアでは「Ｃ」は三日月である。基本的に同
じデザインで，太陽と対に環縁のない三日月が描かれたコインもある（同，石
10

東洋貨幣協会 [1942] は，e の「○」を一つとするが，e1 と e2 をよく見ると b c と同様に
「Ｃ」が 2 つある。
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井・桜井 [1999] 116 頁を参照）。しかし，和製銀貨においては太陽と対になっ
ておらず，「Ｃ」が二つ組になっているので，三日月という解釈は採れないと
思われる。
和製銀貨は女性を意図的に象徴するものであるらしく，発行された当初，そ
れは斉明女帝を象徴する意味があったのではないかという仮説を立てることが
できるだろう。その仮説のもとでは，Rai の起源伝説，小子

卣の銘文や，マ

リア・テレジア銀貨の 1780 年銘を参考にすれば，それは斉明崩御ののちに作
られ始め，亡き女帝の霊威を体現していたからこそ前例がないにもかかわらず
流通力を持ち，日本最初の十全な貨幣たりえたと論ずることができる。また，
図 19 のように銀貨出土地点が飛鳥と琵琶湖周辺に偏っていることなどからし
て，銀貨発行主体は彼女の愛息・天智天皇と目されている。日本における貨幣
経済は，天智天皇が発行した，斉明女帝メモリアル銀貨で幕を開けたという仮
説は，理論的にも実証的にも，検討に値するものではなかろうか。

①
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩
⑫
⑬
⑮
⑰
図 19

崇福寺跡 ② 唐橋遺跡
狐塚遺跡 ④ 赤野井湾遺跡
尼子西遺跡
小倉町別当町遺跡
平城京右京二条三坊四坪
川原寺跡 ⑨ 飛鳥京跡
石神遺跡 ⑪ 飛鳥池遺跡
藤原京左京六条三坪
都跡村 ⑭ 船橋遺跡
真宝院 ⑯ 北野古墳群
霊仙寺遺跡

和製銀貨の出土地

出所：滋賀県埋蔵文化財センター編 [2004]
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ここで示唆的なのは，661 年の斉明崩御ののち，天智は即位せずに称制を続
けていたが，667 年近江に遷都し，668 年ついに即位していることである。先
帝の慰霊行事や貨幣発行が統治者・皇帝の権威を高めることからして，即位間
もなく 671 年に崩御した天智が亡き母斉明女帝に因む銀貨を発行したとすれ
ば，それは即位前後を措いてありえないだろう。
和製銀貨が斉明女帝に因むものであることは，後述のように斉明没 11 年目
に因んで埋められたと思われる崇福寺出土小型有孔銀貨 11 枚中 2 枚（そのう
ち 1 枚は図 18 d）に「田」字の刻印があることによっても支持される。という
いみな

たからのおうじょ

おくりな

あめとよたからいかしひたらしひめのみこと

のは，斉明の 諱 は 宝 皇 女 ， 諡 は 天 豊 財 重 日 足 姫 尊 であるから，「田」
は宝のタであると解せる。
「田」は斉明の夫・天智の父である舒明の諱・田村皇子にも因むものであろ
う。しかし，舒明その人を指すものではなく，斉明を指すことは，大津京に近
い京都府小倉町別当町遺跡（図 19⑥）出土の，七世紀後半から八世紀初頭のも
のとみられる円孔銀貨（図 20）によって示せる。その右側には「高志」と不明
の一字？の打刻銘がある。「タカラ」は形容詞「高(タカ)シ」の語幹タカに，
形容詞語幹などを承けてその状態を表す接尾語「ラ」を加えたものなので，漢
字「高」はタカラと訓読できる。それは，「高ラカ」の「ラ」を省いて「高カ」
としても「タカラカ」と読めることからも明らかだ。
「寶」でなく「髙」が使われた理由としては，打刻しやすいということのほ
かに，斉明天皇越智崗上陵（奈良県高市郡高取町大字車木）が文字通りかなり
高い崗の上にあることを挙げ得るだろう。天皇陵を高い自然丘陵上に築くこと
は前例がなく，その後も宇多天皇大内山陵しか例がない。「タカラ」に因んで
崗の上が選ばれ，それによって「髙」で亡き女帝をあらわすことも定着したの
ではなかろうか。銀貨に刻まれた「髙」は下が広がる特殊な形であり，高い丘
陵に階段と墓がある様を象形化しているように見える。
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図 20

？

「タカラ・シ・巳丁」刻銘入り銀貨

京都府小倉町別当町遺跡出土 直径 31.5mm 9.5g 側面に「×」針書き 1 つ
出所：長戸・百瀬・磯部 [1996] 143 頁

667 年の斉明葬儀の際，即位前の天智は「我，皇太后天皇（斉明）の勅した
うけたまは

めぐ

ねが

まへる所を 奉 りしより，万民を憂へ恤む故に，石槨の役を起さしめず。冀ふ
所は，永代に以て鏡誡とせよ」（『日本書紀』天智 6 年 2 月 27 日条）と述べ
ており，憂救万民のため横穴式石室を伴う大規模な古墳造営をさけ，自然丘陵
を利用したという事情もあったようだ。しかし，翌月の近江遷都に関して「天
そ

あざむ

おほ

下の百姓，都遷すことを願はずして，諷へ 諫 く者多し。童謡亦衆し。日日夜夜，
失火の処多し」（同，同年 3 月 19 日条）とあるように，天智即位への気運は
盛り上がりを欠いたようであり，他方，唐の高句麗攻略が最終段階を迎えつつ
あり，大和国高安城・讃岐国屋島城・対馬国金田城が築かれている（同，同年
11 月条）。銀貨発行はこのような困難な状況を打開すべく立案された，憂救万
民と国防費捻出の切り札であったかもしれない。
臨時の大規模な事業のために，
遷都直後でこれ以上の課役は困難なので，政府は銀で支払うことにし，銀貨と
いう形で流通させたのではなかろうか。
「志」は同音の「死」に通じるとすれば，斉明女帝メモリアル仮説と符合す
、
る。左側の一字「Ｔ」は，斉明崩御日が 661 辛酉年 7 月甲午朔の丁巳（24 日）
であることと符合し，「高」＝「タカラ」と「志」＝「死」の傍証になる。「志」
の下の「コ」のような文字を，長戸・百瀬・磯部 [1996] は「史」を刻みかけ
たものかとしている（145 頁）。それは，斉明忌日の十二支「巳」の一部が剥
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落したものとも読め，
他の刻字との間に有意味な連関がつくことからして，
「巳」
と解釈すべきであろう（「史」の「ノ」を除けば「巳」のようになる）。また，
「高」「志」に比べて三字目は小さく，「Ｔ」と同等の大きさの漢字のように
見えることも，干支「丁巳」説の支持材料となろう。左側三文字が鋭利な刃を
使ったのに対して，「Ｔ」だけ右側にあり，丸みを持つ刃先で刻まれていると
いうように特別扱いされているのは，天智の父母の諱が共に「タ」ではじまる
、
のと似て，父舒明崩御日も，641 辛丑年 10 月己丑朔の丁酉（9 日）なので，父
の供養を兼ねる意味合いがあるためと解せる。
タカラを名に持つ母に因んで子が銀貨を作ろうとするのは自然な発想であろ
しろがね

くがね

う。のちに詠まれた「 銀 も 金 も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも」
（『万
葉集』803）という山上憶良の歌を連想せずにはいられない。
銀貨発行には素材となる銀の裏付けが必要だが，674 年に日本ではじめて銀
が出たとされる（『日本書紀』天武 3 年 3 月 7 日条）対馬は，それ以前から銀
貨の素材を産出していたのではないかという仮説がある（今村［2001］第六章
を参照）。だとすれば，10 年ほどの間，銀産出は極秘のうちに行われていたこ
とになるが，当時の国際情勢のもとでは，銀が出るという情報が流布すれば唐
・新羅の侵攻を招く危険が高いという，軍事上の理由から，厳重に秘密が守ら
れたと考えることができよう。また，銀鉱脈発見それ自体も，国防上の必要に
よる対馬調査の副産物であったかもしれない。金田城のある浅茅湾南岸には，
、、
その南南西約十キロの樫根（金田山の地名あり）で採れた銀を積み出す港があ
ったと思われ，山城であるにもかかわらず金田城と名付けられたことも，貴金
属鉱山・輸送路防衛を目的とした城であることを意味していると思われる。
国際情勢が安定し，銀貨に代えて銅銭を流通させようとする政策を採って富
ことごとく

夲銭を発行した天武にとって，対馬銀産出を公にし，「故， 悉 に諸の神祇に
あまね

奉る。亦 周 く小錦より以上の大夫等に賜ふ」（『日本書紀』天武 3 年 3 月 7
日条）と大盤振る舞いすることは，銀の埋蔵量の多さを印象づけ，銀を銅に対
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して切り下げる意味があったとも考え得る。その前後に銅銭発行が立案された
のではなかろうか。
おそらくこのころ以降の銅銭の素材を提供した銅鉱山は，和銅改元で有名な
武蔵国秩父郡（『続日本紀』和銅元年正月 11 日条）ではなく，近年の発掘に
よって明らかになった長門国の長登銅山であったが，正史に記録されていない
（今村 [2001] 第六章を参照）。これには，政府が豊富な銅鉱脈を確保してい
ることを隠して銅の価値をつり上げる意味があったと思われる。いずれにせよ，
貨幣発行とかかわる正史の鉱山記事は，安全保障やより有利な発行条件のため
の政策的意図による情報操作を被ったと思われるので信用できず，対馬銀山発
掘の成果が期待されるところである。

第７節

東南アジア規格と東ローマの影響

斉明の飛鳥川原宮の地に天智が勅願で建立した川原寺跡の塔心礎の南に接し
て円孔銀貨が半分だけ発見されている（図 21）。塔が仏舎利供養のためのもの
であることと併せて，
亡き母の供養の意味を込めて埋められたものと解せよう。
なぜ銀貨を二つにタガネで裂き，半分だけ埋めたのかは分かりにくいが，銀貨
に錆び付いて直径 24mm の銅製金メッキの円盤も出土していることから，円盤
は天智の父舒明をあらわし，父母の供養という意味を込めたと解せるのではな
かろうか。息子は母親を巡って父親とライバル関係にあるというエディプス・
コンプレックス理論に従えば，母を表す銀貨の半分は父と一緒に，残り半分は
自分と一緒にというアイディアで，天智は埋めずに手許にとっておいたという
推測が可能であろう。またここにはもう一点直径 20mm の銅製金メッキの円盤
が埋められていたが，これは舒明をあらわす円盤より小型なので，斉明の同父
母弟である孝徳をあらわしているのではなかろうか。
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銀貨半分と銅製金メッキ円盤

奈良県明日香村・川原寺跡塔心礎穴出土
直径 31.3mm

表

有孔銀貨半分

奥

銅製金メッキ円盤

6.99g

直径 24mm

縁から 1mm はなれて，

1mm の小孔あり
出所：奈良国立文化財研究所編 [1960] PL.53

ところで，川原寺中金堂の礎石が珍しくも大理石である（奈良国立文化財研
究所編 [1960] 16 頁を参照）ことも，鍾乳洞・鍾乳石や Rai を参照すれば，亡
き母を供養する意図を込めたものと解釈できる。
半分に割られた銀貨は滋賀県栗東市霊仙寺遺跡（図 19⑰）からも発見されて
おり（図 22 a），扶南（カンボジア〜ベトナムの南部）などで 10 グラム程度の
銀貨を 1/2，1/4 や 1/8 に分割して用いていた（図 22 e f，石井・桜井編 [1999] 118
頁，伊東 [2001] 213 頁）ことを連想させる。飛鳥池遺跡から出土した銀貨断片
（図 22 b）の一つ（上）は，扇型 1/8 であり，他（中と下）も 1/4 程度なので，
東南アジア同様，1/2，1/4，1/8 に基準銀貨を分割したものも流通していたので
はなかろうか。この習慣は最初の和同開珎（銀製）にまで引き継がれている（図
22 c）。
霊仙寺遺跡の銀貨は「断面の観察からは，製作中に入ったヒビによって割れ
た可能性が高いことが推定できる」（滋賀県埋蔵文化財センター編 [2004]）と
あるが，ヒビが過失ではなく，分割しやすいよう意図して制作時に入れられて
いた可能性もある。というのは，チャオプラヤー流域からは分割しやすいよう
中心近くまで切り込みを入れた銀貨が出土している（図 22 g，伊東 [2001] 213
頁を参照）からである。
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a

b

e

c

d

f
図 22

a（滋賀県雲仙寺遺跡出土）
d（奈良県谷遺跡出土）

g

銀貨の切断・分割

b（奈良県飛鳥池遺跡出土）

e（モークカンラーン出土

f（オケオ出土

蔵

鈴木恒之撮影）

土

ロッブリー国立博物館蔵）

c（千葉県日秀西遺跡出土）

ナコンシータマラート国立博物館

ホーチミン歴史博物館蔵）

出所：a 滋賀県埋蔵文化財センター編 [2004]

g（ナコンパトム出

b 松村 [1999] 10 頁

c 千葉県教育委員会・千葉県文化財センター編 [1980] 図版 11

挿図 18

d 桜井市文化財協会 [1994] 図版 11
e f g 伊東 [2001] 212 頁

ピュー（イラワジ川中流域）を中心に，直径 3 センチ，重さ 10 グラム前後
の，表面がスリバッサ（吉祥天の館），裏面が旭日マークの銀貨（図 23 を参
照）が東南アジア大陸部で広く認められており，この地域の国際交易の標準決
済手段となっていたと思われる（Wicks [1992] pp.116-8，石井・桜井編 [1999]
116，118 頁，伊東 [2001] 213-5 頁）。日本の円孔銀貨も同じ直径・重量である
から東南アジア大陸部共通の標準規格に従ったものに違いない。吉祥天はヒン
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東南アジア大陸部の標準銀貨（約 28～33mm

9.2～9.4g）

出所：Wicks [1992] p.117

ドゥー神話のヴィシュヌ神妃で美と豊饒・繁栄の女神ラクシュミーに由来し，
『金光明経』「大吉祥天女増長財物品」に従って天下太平・五穀豊穣を祈願す
る吉祥悔過の法要が古くから行われていたように，価値増殖を担う貨幣にふさ
わしい象徴的意味を持つ点でも，斉明女帝メモリアル銀貨につながる。
従来，「無文銀銭」と呼ばれる和製銀貨の重量約 10 グラムは唐の重量単位
の 1/4 両であると解されてきた（今村 [2001] 112 頁，松村 [2003] ）が，唐代
の 1/4 両は 10.38g なのに対して，いわゆる無文銀銭一枚の重量は 8.2～11.2g で
平均 9.7g である（今村 [2001] 114 頁）。東南アジア標準銀貨は約 9.2～9.4g で
あるから，1/4 両より 0.1g 程度軽く，ピュー中心に分布し，イラワジ川流域で
発行されたことは間違いなく（Wicks [1985] p.216），スリバッサのコインは 2
世紀の南インドのサータヴァーハナ王朝起源である（Gutman [1978] p.14）よう
に，唐からの影響は考えられない。日本の銀貨は，東南アジア標準より誤差分
散が大きくサンプル数が少ないので東南アジア標準に従ったものと見てよい。
唐 1/4 両説は東南アジア標準説よりもかなり不利であり，その上，621 年に発
行された唐の代表的銭貨・開元通宝は直径 24mm であるのに対し，和製円孔銀
貨の直径約 30mm は東南アジア標準に合致するので，大きさ，重量ともに東南
アジア標準に従ったと見て間違いなかろう。
日本の銀貨が東南アジア大陸部起源で，そのころ西方から南インド・スリラ
ンカに大量の銅貨が流入して現地でさかんに模造もされていたローマ・コイン
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（蔀 [1999] 152 頁）の象徴を取り入れたと考えるべきであることは，以降の検
討によって種々な角度から確証される。
東南アジア銀貨の源流はインドであり，
インド・コインの源流は西方である。日本の銀貨に対する「無文銀銭」という
呼び名は，中華標準のもとでの不完全ないし原始的な銭といったイメージを喚
起する不適切なものであることは明らかで，すでに見たように漢字を刻印した
ものもあれば，以下でみるようにキリスト教的象徴を刻印したものもあるので
「無文」ではない。
「賤」「銭」の旁「戔」は小さい，少ないという意味であり，「賤」は小さ
い（少ない）貝貨すなわち安価の意味，「銭」も小額貨幣の意味であり，重量
単位としての「銭」は「両」の 1/10 をあらわす。唐代の 1/4 両にほぼ相当する
約 10g のいわゆる無文銀銭は，小額貨幣とは言い難い点からしても「銀銭」と
呼ぶべきではない。しかし，和同銀銭は平均 5.5g（今村 [2001] 122 頁），約 1/8
両なので「銭」と呼んで支障ないだろう。
今村 [2001] によれば，銅銭発行当初，政府は富本銭 1 枚や和同銅銭 1 枚と
約 10g の銀貨 1 枚とを等価と設定した形跡がある。そのような極端な設定は現
実性がなかったにしろ，流通している 10g 銀貨の価値にひきつけて地の金属価
値よりもかなり高い価値で新たな銭貨を流通させて新貨発行差益を稼ごうとも
くろんだことは間違いない。その立場からすれば，当局は約 10g 銀貨の価値を
貶めるような表現を好むはずであり，和同銅銭に先立って 1 枚 5g 前後の和同
銀銭を発行し（これも今村 [2001] によれば 10g 銀貨と等価とされた），『日
本書記』において皇朝十二銭以前からある銀貨を銀銭と表現し，斉明・天智に
かかわる由緒を隠して発行主体不明のものとしたのも，既存銀貨の価値を貶め
て新規銭貨の価値をつり上げるという政策意図を反映したものとして説明でき
る。その点でも「銀銭」という蔑称は，東南アジア標準に従った 10g 銀貨の歴
史を隠蔽する役割を果たしてきたのである。いわゆる無文銀銭は「無文」では
ないし「銀銭」でもなく「銀貨」だということを，はっきりと見極めなければ
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ならない。
図 23 右のように，東南アジア標準銀貨が太陽と月や卍のような宗教的象徴
（「卍」と対になっている太鼓のようなものは玉座）を有するのも，和製銀貨
と似ている。「田」と「卍」は似ているように，象徴そのものについても影響
を認められないことはないが，影響はごく限られたものであろう。中心に孔を
開けるという，中国銭からの影響や，後述する東ローマ・コインのキリスト教
的象徴の影響もあるが，大きさや重さや材質（銀）に限れば東南アジア大陸部
の標準銀貨に全面的に依拠していることになろう。
また，ピューでは銀貨を切断せずに用い，1/2 や 1/4 に相当する補助貨幣とし
ての銀貨もあった（石井・桜井編 [1999] 118 頁）が，奈良県桜井市谷遺跡から
は，直径 1.28cm の円盤をタガネで二つに切った重さ 1.22g のものが出土してい
る（図 22 d，桜井市文化財協会編 [1994] 21 頁）。10g 銀貨の 1/4 補助貨幣をさ
らに半分にしたものである。日本には，扶南などの銀貨切断法とピューの補助
貨幣との両方が混在していたことになり，東南アジア大陸部の銀貨制度全般に
精通しているが，銀貨制作の技術的ノウハウはほとんど持たない渡来者が和製
銀貨の原案を作ったと思われ，製作には当時日本で知られていた銀細工の手法
が用いられたのであろう。
天智が即位した 668 年ころに和製銀貨が発行されはじめたという仮説を支持
する考古学的知見は他にもある。現存和製銀貨を最も多く出土している崇福寺
は，『扶桑略記』によれば 668 年に天智が建立した寺であり，銀貨が出土した
塔が建立されたのは，668 年以降であろうと指摘されている（今村 [2001] 87
頁を参照）。塔の心礎の横を穿った舎利孔（図 24 を参照）のなかで，舎利容
器の周囲に鏡などとともに銀貨 12 枚を安置するという丁寧さは，川原寺の出
土状況と比べると，単に生母女帝を供養するだけでは済まない，願主の特別な
意図の存在を示唆する。
とりわけ，水晶の舎利三粒を瑠璃壺，金製内函，銀製中函，金銅製外函で入
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れ子状に収めるような舎利容器の外観は，当初金色に輝く函＝棺であったと思
われ，釈迦示寂納棺後，母の前で棺の蓋を開いて再生し，説法したという『摩
訶摩耶経』にある釈迦金棺出現のテーマを連想させる。瑠璃壺を直接収める内
函が本物の金製であることによって，この印象は強化されよう。銀貨は，復活
した釈迦の説法を聞こうとするかのように，金銅製外函の周囲に置かれた。

図 24

崇福寺塔心礎復元断面図
出所：今村 [2001] 84 頁

金銅製外函
銀製中函
金製内函 瑠璃壺

図 25

舎利容器実測図

出所：滋賀県史蹟名勝天然記念物調査会 [1949] 137 頁
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舎利容器と銀貨（左・陳列写真，右・位置関係復原図）
右

出所：左 東洋貨幣協会 [1942] 口絵
滋賀県史蹟名勝天然記念物調査会 [1949] 138 頁

斉明は 661 年，天智は 671 年に崩御しており，没年を 1 として数えると，671
年は斉明没 11 年目，天智没 1 年目である。この数値によって，銀貨が大きな
孔のない大型と，川原寺出土のものと同様に孔のある小型の二種類であり，前
者が 1 枚のみ，後者が 11 枚である

11

ことも説明できる。女性を象徴する有孔

小型銀貨と対比して作られた無孔大型銀貨は男性，具体的には天智を象徴して
いると解せるからである。小型銀貨が容器に密着しているのに対し，大型銀貨
は少し離れているのも，斉明が没後十年経って仏に近づいているのに対し，天
智は母のいる世界のすぐ近くに来たことを意味していると解釈できるのではな
かろうか。
天智崩御は 671 年 12 月 3 日であり，翌年 7 月 23 日に近江朝廷は滅びた。こ
のわずか半年余りの間に近江朝廷が天智・斉明供養のため大規模な塔の建立を
計画し，少なくとも心礎部分を完成させるような余裕があったとは考え難い。
11

銀銭 12 枚のうち 1 枚は紛失したと滋賀県史蹟名勝天然記念物調査会［1949］にあるが，早
い段階での調書には銀銭は 11 枚で，10 枚はいずれも銅函の脚台に錆び付いて発見されたと
あり，それに基づいて脚台に 10 枚の小銀貨が乗る様が図 26 左のように再現されたので，
紛失した 1 枚は小型か大型か不明であり，早期の調書が正しく紛失はなかったとも解せる
との説がある（松村［2003］註 35）。しかし，図 26 右の位置関係復元図には，銅函の脚台
から離れたところに大小各 1 枚（図 18ab）が描かれているので，1 枚紛失が確認された後
で，発見者の記憶をもとにして描かれたはずのこの復元図によれば，紛失した 1 枚を含む
脚台に錆び付いていた 10 枚と図 18b の，合計 11 枚の小銀貨が出土したに相違ない。ٛ
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また，壬申の乱勝利の一日後が斉明の忌日であるから，乱後に天武が母と兄を
供養したとすれば，円孔小型銀貨は 12 枚でなければならないし，母のもとに
兄天智を象徴する大型銀貨を 1 枚だけを添え，自分のものは添えないはずもな
かろう。
だとすれば，671 年の斉明忌日である 7 月 24 日ころに塔建立がはじめられ，
死が間近に迫ったことを悟った天智天皇自身が，
母の供養と自らの後生のため，
自らを象徴する大型銀貨を作って母に因む 11 枚の小型銀貨とともに，仏舎利
の脇に埋めたという筋が，最も納得のゆくものではなかろうか。自らの死が迫
っていることを自覚し，『摩訶摩耶経』の講説を受けるか，それによって仏母
摩耶夫人を描いた釈迦涅槃の図または像（図 27 右を参照）を拝み，感銘を受
けた天智天皇が，仏舎利の脇に，来世にまで続く母と子の絆の徴を，人知れず
残したのではなかろうか。

図 27

イエス・釈迦の復活と母

西：Hubert van Eyck ( ?– 1426) De drie Maria’s bij het graf van Jezus『イエスの墓
を訪れた 3 人のマリア』(Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdom 蔵)
東：日本（11 世紀後半）『釈迦金棺出現図』（京都国立博物館蔵）
出所：西 http://boijmans.informationstore.net/
東 http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kaiga/butsuga/item01g.html

初唐期の敦煌莫高窟第 332 窟の涅槃経変画には『摩訶摩耶経』に従って釈迦
が金棺の上から脆く摩耶夫人に説法する図があり，現存している初唐より前の
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作には摩耶夫人だと確証できる女性のいる涅槃図像はない（平野 [1992] 1 節 2
を参照）。入棺していた釈迦が再生して母に説法する場面は，唐代になってか
ら興味を持たれ，盛行したと考えられる（小野 [1989] 第 2 巻，461-464 頁を参
照）。伝来した景教（ネストリウス派キリスト教）を通して，イエスの磔刑・
埋葬・復活に母マリアを含む三人のマリアが深く関与したという死と復活のキ
リスト教的テーマ（図 27 の左を参照）の影響を受けたものである可能性が高
い。涅槃と摩耶夫人のテーマは当時の大陸における仏教信仰のニュー・モード
として日本にも伝えられて間もないころであり，天智もそれを知り，死期に臨
んで自分と母とのことを重ね合わせたであろう。
『善光寺縁起』（従来の縁起を集大成したいわゆる「応永縁起」，『続群書
類従』第 28 輯上所収）は，死人が墓から復活し，地獄の斉明女帝も復活した
と述べている。善光寺初期伽藍のあったあたりの本格的な考古学的調査は未だ
なされていないが，川原寺の蓮華紋軒丸瓦・重弧紋軒平瓦をモデルにした瓦が
出土する（小林 [2000] 149-66 頁を参照）ので，斉明崩御・川原寺創建後に善
光寺の瓦屋根が造られたことは間違いない。したがって，崇福寺塔心礎におけ
る，釈迦金棺出現を連想させる仏舎利の扱い方は『善光寺縁起』の復活信仰と
つながり，それらにはキリスト教の影が濃厚に見られるように思われる。「君
が目の

こほ

は

恋しきからに

泊てて居て

かくや恋ひむも

ほ

君が目を欲り」（『日

本書記』斉明 7 年 10 月 7 日条）という，天智の斉明哀慕の歌も，死者復活祈
願を込めたものと思われる。
敦煌出土『一神論第三』「世尊布施論第三」第 149 行に「向五蔭身六百四十
一年不過」とあるように，A.D.645 大化改新のころすでに A.D.（キリスト受肉
紀元）が唐に伝わっていた（羽田 [1923] を参照）。『日本書紀』は緯書佚文
の辛酉革命説によって B.C.660 の辛酉年を神武即位・皇紀元年としたが，辛酉
革命説自体は斉明崩御・天智称制開始年である A.D.661 辛酉年を契機として唐
で生まれたものである

12

。その年に則天武后が龍朔と改元しており，そこから
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一蔀＝1320 年前の辛酉年が B.C.660 である。B.C.660 と A.D.661 のちょうどま
んなかの辛酉年が A.D. 元年である。よって，辛酉革命説は，龍朔元年と A.D.
元年がともに辛酉年であることに拠って唱えられはじめたものであることがわ
かる。それを考案したのは，緯書佚文を多く伝える『大唐開元占経』を著した
インド人暦学者・瞿曇悉達の父で，則天に重用されていた瞿曇羅であり，則天
のために自ら考案した辛酉革命説を，緯書鄭玄注に仮託したものと思われる
（詳
しくは平山 [2005a] を参照）。
景教それ自体が日本に伝わった形跡はない（神 [1981] を参照）ものの，こ
の時期にキリスト教の影響が日本に及んで，日本文化・社会の個性形成に貢献
したのであり，このような西方からの影響を考慮すれば，文字を刻印した和製
円孔銀貨にも，天智の目に触れたかもしれない西方コインの影響を想定するこ
とは許されよう。「高志」銘入り銀貨の側面にある「×」針書き，崇福寺出土
銀貨にある「十」の刻字（図 18 e）や，江戸時代に約百枚もの和製銀貨が発見
された，大阪市天王寺区真宝院出土の銀貨のうちの一枚（図 28 e）にある「十」
の刻字は，東ローマ・コインにある十字架の影響を受けたものではなかろうか。
中国では，ヘラクリウス（在位 610-641）までの東ローマ金貨が流入しており，
発行から埋葬までおよそ 20～50 年かかっている（原州聯合考古隊編 [2000] 238
頁）。おそらく，イスラムが台頭して，東方へと東ローマ金貨を媒介していた
ササン朝ペルシアが 642 年のニハヴァントの戦いで完敗し，651 年に滅びたた
め，東ローマ金貨も中国に届かなくなったと思われる。
東ローマ金貨には，和製銀貨同様，小型の十字架が好んで使われている。と
りわけ，7 世紀の東ローマはラテン文字・ラテン語からギリシア文字・ギリシ
ア語へと急速に転換し，大ざっぱな傾向としてはコインの十字架も縦長のラテ
ン十字（図 28 a b）からギリシア十字へと変化していると言えよう（図 28 c の
12

1260 年が一蔀であり，聖徳太子が推古 9＝601 年の 1260 年前を神武元年に設定したとする
那珂通世説はおかしく，1320 年一蔀によって 661 年を基準とすべきことは，安居 [1983] に
説かれている。
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表面，久光 [1995] 上，325-9 頁，Wroth [1908] を参照）。日本においても図
18 e や図 28 e など和製銀貨の十字は縦横ほぼ等しいギリシア十字であり，図
29 d の「夲」の十字も同様である。したがって，和製銀貨の十字は 7 世紀に造
られた東ローマ・コインに倣ったものと思われる。

a

b2

b1

c

d

e
図 28

十字架入り東ローマ金貨（中国出土）と，十字刻印入り和製銀貨

a：北周田弘墓出土

東ローマ・ユスティニアヌス 1 世摂政期金貨

円孔 3

527 年製・575 年埋葬
b1：咸陽底張湾隋墓出土
の球上に十字架）
b2：同上拓本

東ローマ・ユスティヌス 2 世金貨（裏面は a 同様，女神左掌
円孔 1

在位 565-78 年

600 年埋葬
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c：唐長安城内興化坊窖蔵出土

東ローマ・ヘラクリウス金貨（表面右は息子のヘラクリ

ウス・コンスタンティヌス，裏面は三段階上のポテント十字）

在位 610-41 年

756

年埋葬？
d：大阪市天王寺区真宝院出土
e：同上出土

東京国立博物館蔵？（所在不明）

国立歴史民俗博物館蔵（資料番号 H-242-29-3-1）

出所：a は，原州聯合考古隊編 [2000] 29 頁
b1，b2 は，夏鼐 [1983] 図版三二
c は，陝西省博物館 [1972] 36 頁，図九・一〇
d は，今村 [2001] 81 頁（『古泉大全』による）
e は，http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/syuz2/db_param

図 28 e の十字部分拡大写真 2 つから，それを「米」と見る説は成り立たない
と思われる。四つ葉のような十字で凹みをつけたところに，縦横が等しいギリ
シア十字が浮かび上がっている。また，図 28 e の裏面には「Ｃ」が 4 つ刻印さ
れており（阿部 [1998] 43-4 頁)13 表面に「十」と「Ｃ」2 つがある図 18 e と通
じるところからも，図 28 e の表面刻印は「十」であろう。
セヴェリウス（A.D.146-211）期をはじめとする後期ローマ金貨はインドで孔
を穿たれ（Burnett [1998] p.186），中国でも孔の空いた東ローマ金貨がしばし
ば出土しており（図 28 a b，原州聯合考古隊編 [2000] 29，234-9 頁を参照），
ローマ金貨に孔を空けてアクセサリーにすることがインドや中国で流行してい
たので，和製銀貨の中心に孔を一つ空けるのは中国銭の影響としても，方孔で
はなく円孔を空けることは，孔を穿ったローマ金貨から得られたものではなか
ろうか。円孔の大きさや開けたあとの感じは極めて似ている。
「田」刻印にも十字架の影響がありえる。ローマ・コインの十字架には「

」

のように，四端に短い直交線分があるポテント十字架（エルサレム式十字架）
に似て見えるものが多く，図 28 c の裏は明らかにポテント十字架である。四端
13

「Ｃ」2 つが一人の女性の乳房をあらわすとすれば，この銀貨は二人の女性をあらわすと解
せる。斉明天皇越智崗上陵には，娘で天智の妹・孝徳皇后の間人皇女も合葬された（『日
本書紀』天智 6 年 2 月 27 日条）ことが想起される。
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に直交する線分を延ばして十字架を囲む方形にすることによって「田」が得ら
れる。真宝院出土 d の刻字を，今村 [2001] は「井」とするが，

の十字端の

直交線分が方形からはみ出すまで延びたとも，「田」とも見れなくはない。
「十」ないし「×」は，図 18 e や図 28 e に限らず，多くの和製銀貨に打刻
ないし針書きされているので，極めて重要なシンボルと思われる。「×」は聖
カイ

アンドレの十字またはキリストのギリシア語頭文字「Χ」である（濱崎 [2003]
402 頁）から，いずれにしてもキリスト教起源の象徴であると解せるが，東ロ
カイ

ーマ銅貨にはしばしば価値単位として「Χ」印があり，それが十字架とうけと
られた可能性もあろう。
図 28 d 拓本と同じ銀貨のスケッチである図 29 a には六叉「＊」がある。これ
は，東ローマ・コインにしばしば見られ，星をあらわすとされることが多いが，
イオータ

ギリシア語のイエス・キリストの頭文字 Ι ＋Χからも「＊」がえられる（濱
カイ

ロー

崎 [2003] 402 頁を参照）。これは，東ローマ・コインにみられるΧ＋Ρ＝ （キ
リストのギリシア語最初の 2 文字からなるロゴ，図 30 b を参照）にも似ている。
図 30 a は，＊，小円球とその上のポテント十字などからなり，図 29 a の図柄も，
＊，小円孔と，ポテント十字をもとにしたと考えられる「田」のような記号か
らなるというように，両者はよく対応しており，同じ銀貨であるから，直接的

a

b

c

a b c は和製銀貨，d は富夲銭（銅銭）
出所：a b は吉田賢輔編 [1925] 27 頁
c は今村 [2001] 81 頁(『古泉大全』による)
d は奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編 [2000] 12 頁

図 29

「＊」と「

」と「三位一体」

d
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a

b
図 30

「＊」や「

」のある東ローマ・コイン

a：東ローマ・ヘラクリウス銀貨

615 年以降発行

b：東ローマ・ヘラクリウス銅貨 発行年不特定（在位 610-41）
出所：Wroth [1908] HERACLIUS AND FAMILY No.106 (Pl.XXIII-20), No.471 (Pl.XXX-11)

な影響を想定してもよさそうだ。
天武朝につくられたと思われる富夲銭（図 29 d）の表面左右にある 7 つの点
「

」について，陰陽（太陽と月）の 2 に 5 行（木火土金水の 5 惑星）を足し

て 7 曜であり，5 行をさいころの目状に配し，その上と下に陰陽を加えた両儀
四象生成図と富夲銭の 7 星が一致するとの解釈が提起されている（松村
[1999]）。この説は説得的である

14

が，必ずしも他の解釈を排除するものでは

なかろう。いくつかの解釈を引き出せることが，

の魅力を増し，富夲銭に採

用されたとも考え得るからである。
三本の線分が一箇所で交わった「＊」は，6 つの端点と交点である中心点の，
合計 7 つの点を，中心点に向かう 6 つの線分で結んだとも考えられる。そこで
7 つの点を●で表し，線分は省略したものが富夲銭の
であろう。その場合，キリスト・ロゴ

であるとの解釈も可能

が 6 端点のうちの一つだけに○をつけ

ているようにも見える（Ρの小文字はρ）ので，それにならって他の端点と中
心点にも丸みを付け，線を消去したという風に考えることもできる。図 29 a の
「＊」も「
14

」も

のヴァリエーションとしてとらえることができるのが，こ

なお，七曜はバビロニア起源の暦・占星術のものであり，日本への伝来は 8 世紀なかばに
漢訳された『宿曜経』によるとされているが，富夲銭はそれ以前なので，別の伝播ルート
を考えなければなるまい。以下でとりあげるように，ベンガル湾岸から東南アジア経由の
ルートで，七曜も 6 世紀後半の日本に伝わった可能性を考え得る。
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の解釈の利点であろう。そう考えた場合，所在不明であるが，図 29 b の左側に，
富夲銭の「

」に似た点（7 つ目の点が摩耗したため描かれなかったとも見え

る）があり，有孔銀貨段階ですでに富夲銭の「

」が使用されていたと考えら

れる。
図 29 d の富夲銭の「夲」は「本」＝「木」＋「一」ではなく「大」＋「十」
である。「夲」は「本」と全く別起源の漢字であり，トウと読み，走るという
意味であるが混用される（今村 [2001] 45 頁）。だとすれば，「富本銭」とい
う通称も，「富本」の典拠を『晋書』食貨志に求める（村松 [1999]）ことも，
誤りとは言えないが，「大」＋「十」にも意味がありえる。「夲」の十字は上
下左右が明瞭なので，聖アンドレの十字ではなくギリシア十字であることがわ
かる。
聖霊はヘブライ語では女性名詞である。またイエス受洗のさいに聖霊が鳩に
なぞらえられており，鳩はオリエントではイシュタル女神の象徴であるから，
東方キリスト教にもそのような象徴理解があって不思議はなく，女性象徴であ
る方孔・円孔は聖霊を表すにふさわしい。また，聖霊は語源的には気息のこと
であり，口や鼻の孔から出入りするという点からしても，銭貨の孔は聖霊を意
味しえよう。したがって銭貨の方孔や円孔は聖霊を意味していると解せる。
孔が聖霊を表すことをふまえて図 29 d の富夲銭をよく見ると，「夲」が方孔
の周囲の「□」に接続していることに注目せざるをえない。のちのキリシタン
時代には，大臼＝ダイウス＝デウスから「大」は父なる神をあらわした（濱崎
[2003] 402 頁を参照）が，同様のことが当時も考えられ得たであろう。だとす
れば，「□」と「大」が接続し，「大」と「十」も一つの漢字「夲」となって
いるということは，上から順に，聖霊・父・子の三位一体を表現していること
になる。
これからただちに連想されるのが，「日本」国号である。「日」を「口」と
「一」に分解し，「本」を「夲」にすれば，やはり，「口」「大」「十」三位
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となり，「口」のなかの「一」が一体をあらわすと解釈できるのである。一見
こじつけのようだが，「日本」国号は，最近の日本史の大辞典類に採用されて
いる通説に従えば，大化（645～）以降，大宝のころ（701～4）までに決まっ
たもので，朝鮮半島を巡る三韓・中国との国際関係から生じた呼称であり（古
田[1990] を参照），史料上初出は，664（天智 3）年，太宰府で唐人に与えた「日
本鎮西筑紫大将軍牒」のようだが，のちに「倭」を「日本」と改めた可能性が
あり，確実なのは，大宝 2（702）年，32 年ぶりの遣唐使が「日本国使」と称
したものである（青木 [1993] を参照）。なお，9 世紀はじめの唐の公文書であ
る「伝教大師入唐牒」や「伝教大師請来目録」で最澄も遣唐使も唐の行政官も
「日夲國」としている（京都国立博物館・東京国立博物館編［2005］No.21, 26
を参照）ことから，「日本國」ではなく「日夲國」が正式の国号であったこと
がわかる。
朝鮮半島を巡って中華帝国と対峙するという前代未聞の国家の危機における
ナショナリズムが「日本」国号を生み出したのであるから，中国の銭貨とは異
なる銀貨と「日本」国号とはいわば双生児であり，銀貨にキリスト教的記号を
とりいれたのと同様に，中華帝国に匹敵するローマ帝国の国教をとりいれ，国
号にその教義を込めることは，当時において極めて自然な発想である。辛酉革
命説が神武紀元設定に採用されたのも，A.D.と結びつくものだからであり，当
時の日本において，キリスト教は対中軍事・外交の精神的支柱であったと言え
よう。おそらく 8 世紀になってから『日本書紀』編纂者に黙殺されて正史から
抹消された点でも，銀貨発行とキリスト教伝来とはパラレルである。
また，「富」も分解すれば，「宀」「一」「口」「田」となる。「一」は神，
とりわけ父なる神（濱崎 [2003] 399，402，465-7 頁），「口」は聖霊，「田」
はポテント十字でキリストとすれば，それら三つが一つ屋根「宀」の下にある
ということを「富」字は表現しているとも解釈できる。したがって「富」も三
位一体を象徴している可能性がある。
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このような漢字分解を適用すると，図 20 の「宝・死・巳・丁」の「死」を
「志」で置き換えたと解釈したことにも，深い意味を読み込める。つまり，上
から「十」「一」「心」と読めるのである。「十」の横棒よりも「一」のほう
が長く

15

，「十」＋「一」は「士」ではなく「土」であることも，「一」に特

別な意味を持たせたことを示唆する。「心」は信心の意を込めて，後のキリシ
、、、、、
、、
タン墓碑の戒名の頭書きにしばしば見られ，受難の意味もありそうだと指摘さ
れており（濱崎 [2003] 399-400，457-9 頁），「志」と「死」との間には音だけ
でなく意味上のつながりもありえることを示唆する。聖霊をあらわす円孔と
「志」をあわせて，「志」は，故女帝の三位一体への信心（と，キリスト受難
に重なる死）をあらわすと解釈できる。彼女は百済救援に出征して九州朝倉宮
で崩御しているように戦死者であり，戦のために在位中畿内・首都圏の外で崩
御した天皇は（後鳥羽と並存していた安徳を除けば）他に例がなく，内戦では
なく対外戦で崩御した天皇も異例であることからして，斉明崩御は日本の天皇
のなかで最も受難の意味合いが強いのではなかろうか。中華帝国との戦いのた
めにも，その渦中崩御した君主の冥福のためにも，中華帝国に匹敵するはるか
かなたの大帝国の国教であるキリスト教が求められたと言えよう。
また，図 29 b の右側は太陽であろう（図 23 右の右上の太陽を参照）。太陽
神はしばしば多神教においても最高神とされ，ザビエルが来日当初神を大日と
訳したように，太陽は父なる神を寓意し， ＝父と

＝子の間にある○（円孔）

が聖霊をあらわし，それら 3 つが一枚の銀貨にまとめられているので三位一体
を読み込むこともできる。
図 29 b ときわめてよく似ているが細かな点では異なる同図 c は，b と同じ銀
貨の拓本かもしれず，だとすればこちらのほうが正確であろう。「＊」と「

15

」

図 20 右のスケッチでは，「十」の横棒の右側を，長く修正しているように書いてあるが，
写真を見る限り，コインが割れた際に出来たもので，打刻したものではないように思われ
る。
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が通じ合うと想定できるとすると，「十」と図 29 c の 5 点も同様であり，そう
すると，この銀貨も，「

＝父」と「5 点＝十＝子」と「○（円孔）＝聖霊」

の三位一体を表現していると読める。このような和製銀貨における三位一体表
現が富夲銭にも引き継がれたと思われる。
次節で詳しく見るように，三位一体像を三人の人物像で比喩する場合には父
が中央に来るので，図 29 b c を三位一体表現と解した場合，孔＝聖霊が中央に
来るのは，奇異かもしれない。しかし，斉明女帝に因んだものだとすれば，定
型を破った聖霊中心の表現もありえよう。富夲銭や日本国号における「□」と
「大」と「十」の三位一体が女性≒聖霊上位であることと通じるし，当時の日
本においてキリスト教は仏教と明確に区別されていなかったと思われ，教条的
定型を頑なに固守するようなものではなかったとも思われる。
次節でみるよう，
日本にキリスト教信仰をもたらしたのは，既婚（俗人）の西方系インド人女性
と思われ，伝道者と第一の外護者が共に女性であるから，女性≒聖霊が上位や
中心に来る三位一体表現がなされて不思議はなく，貨幣が本来女性的象徴であ
ることともよく調和する。ちなみに，これら漢字による三位一体表現と比較し

図 31

奉納祭壇画：聖三位一体，聖母マリア，聖ヨハネと寄進者

Jacopo del Sellaio (1422−1493) 作 1480-85 年頃のフィレンツェ 国立西洋美術館蔵
出所：http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=46895
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うるフィレンツェの絵画作品がある。父が両手で十字架を持つ様は「夲」によ
く似ている。
以上のように，和製銀貨や富夲銭の記号・象徴は，キリスト教的に見た方が，
中国思想のみによる解釈よりもよほど筋が通り，種々の記号を一貫して解釈で
きる。だとすれば，前節では「丁」とのみ解してきた図 20 の左の文字も，も
タウ

ともとはΤ十字，またの名を聖アントニウス〔251/2～356/7 ころ〕の十字であ
る可能性があろう。モーゼがさおの上に置いた青銅の蛇（『民数記』21:9）に
キリストの贖罪十字架を重ね合わせて（『ヨハネ福音書』3:14-5），Τ十字は
それを見た罪人に永遠の命を与えるとされており，また，救済の印として額に
つけられるのも signa thau＝Τと解釈される（Latin Vulgate Bible, Ezechiel 9:4.
ただし，フェニキア文字・古ヘブライ文字のΤは，十ないし×）。「宝・死・
巳・丁」という斉明メモリアルコインで，側面に十字が線書きされているとす
れば，「丁」とΤ十字とが兼ねられて不思議ではない。
いずれにしろ，東ローマ・コインなどの十字架やキリスト・ロゴをその目で
確かに見て，ポテント十字に「田」，Τ十字に父母の忌日である「丁」を見た
天智と天武は，それらに惹き付けられ，貨幣のデザインに採用することで父母
の供養としたのではなかろうか。とりわけ，天智は，キリスト復活の影響を受
けた『摩訶摩耶経』の釈迦金棺出現を意識しつつ，崇福寺塔心礎のために金棺
の直方体舎利容器を設計し，母と自分とを寓意する銀貨をそれに添えたという
仮説は，荒唐無稽な空想ではなかろう。そうすることで，死に臨んで母と自分
の再生・復活を祈願していたのではなかろうか。だとすれば，天智末年の信仰
は，極めてキリスト教的なもので，すでに論じたように，善光寺創建と結びつ
くのではなかろうか。額の救済印（『エゼキエル書』9:4）も，性空上人の母が
懐妊中善光寺に詣でたため，上人の額に薄く曇ってみえたという如来御判印文
（『善光寺縁起』）の典拠であろう。
なお，大英博物館所蔵ヘラクリウス期コンスタンチノープル製金貨のうち大
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型 の ソ リ ド ゥ ス で も 直 径 0.75-0.85 イ ン チ ， 銀 貨 は 0.85-1.05 イ ン チ
（1inch=2.54cm）であり，一般に東ローマの金貨・銀貨は東南アジア標準銀貨
よりも有意に小さい（Wroth [1908] を参照）。東ローマの影響は記号・象徴に
限られるが，中国の影響の少なさがここからも明らかとなったので，大きさや
重さは東南アジア標準に従って和製銀貨が作られたことは決定的である。

第８節

キリスト教伝来と善光寺創建

キリスト教を他宗教と区別する際最も基本的な教義である三位一体は，教義
として体系的にそのころの日本に伝わり，それは今日に至るまで，日本人の宗
教性のなかに生き続けてきたと思われる。というのは，642 年に皇極（重祚し
て斉明）女帝の勅願で創建されたと伝えられ，考古学的には斉明崩御後の川原
寺創建よりあとに造られたと思われる善光寺の絶対秘仏本尊は，一つの後光に
阿弥陀三尊があらわれる一光三尊である。一光三尊像自体は飛鳥時代の古舟形
光背とも呼ばれる，三尊を一つの舟の形の光背で包むもので，当時の東アジア
仏教の標準の一つであるが，三位一体を表現するのに適した様式であり，あと
で見るように，中尊左手親指を曲げ，両脇侍の捧げ持つ容器を見えなくすると
いうわずかの変化によって，三位一体像としたのである。
善光寺の本尊は天竺＝インドから百済を経て伝来したとされ，中国経由のも
のではない。唐・新羅と対立するなかで，百済を通してインドやはるか西方と
の繋がりを求めようとすることは必然であり，そのような国際情勢のもとで，
善光寺信仰も形成された。善光寺本尊となる一光三尊像が作られたとされるイ
ンドには，大量のローマ・コインが流入している。7 世紀にはインド洋経由で
アフリカ産龍線香と引き換えに東アフリカに銅銭などが渡っており，インド洋
・南シナ海を経て東アジアにローマ・コインが入るルートがあったと思われる。
和製銀貨の大きさや重量が東南アジア規格なので，東南アジア銀貨とともにロ
ーマ・コインも日本に入ったと思われ，インドから中国を経ずに日本へという
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善光寺秘仏が伝えられたとされる径路はローマ・コインが日本に入っただろう
道を示唆する。秘仏はインドで釈迦が竜宮城から頂いた金によって作られたと
されており，海路インドにもたらされた金という意味であるから，おそらくロ
ーマ金貨のことであろう（インド洋交易については，Reade ed. [1996]，蔀[1999]
[2003]を参照）。竜には「ロウ」という音もあり，ローマの音訳とも解せる。
一光三尊像自体は，インド的なものではなく百済や日本にすでに見られたも
のであるから，それらに，ローマ金貨を使った何らかの手が加えられたという
ことが考えられよう。たとえば，ローマ金貨を使って百済製一光三尊像を一部
改鋳するといったことがまず思い浮かぶ。
このように考えると，『日本書紀』①白雉 5(654)年 4 月条に，吐火羅の男女
各 2 人と舎衛の女 1 人が日向に漂着した記事があり，その後②斉明 3(657)年 7
月 3 日条，
③同 5(659)年 3 月 10 日条，
④同 6(660)年 7 月 16 日条，
⑤天武 4(675)
年正月朔条に吐火羅（覩貨邏，堕羅），①③⑤には舎衛がみえ（④にある「妻」
は③によれば「妻舎衛婦人」），吐火羅はドゥヴァーラヴァティー（現在のタ
イ国チャオプラヤー川下流域），舎衛は祇園精舎のある舎衛城を指すと考える
のが妥当である（坂本ほか校注 [1965] 補注 25-三四を参照）が，厳密に内陸部
の舎衛城とするより，釈迦のいたインドのことを舎衛は意味し，インドの港湾
都市を想定したほうが現実的であろう。
6～8 世紀の東南アジア大陸部ではさまざまな銀貨が発行され流通していた
つ てん

（石井・桜井編 [1999] 118 頁）。801 年に成立した『通典』によると，「投和」
ドゥヴァーラヴァティー

（玄奘『大唐西域記』にいう投 和 羅 鉢 底 の略）が隋（581-618）に知られてお
り，国内に 6 ヶ所の交易所があり，小銀貨を使用した商取引が行われ，銀貨私
鋳の罰は腕の切断だった（石井・桜井編 [1999] 98 頁）。
ドゥヴァーラヴァティーから海路東アジアに向かう際，彼らはタイ湾東岸の
中継港オケオに立ち寄ったと思われ（図 34 を参照），オケオからは 2 世紀の
ローマ金貨など西方起源の遺物が出土している（同，95 頁，蔀 [1999] 148 頁）。
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また，4 世紀以降のローマ銅貨が南インド・スリランカから大量に出土してい
る（Krishnamurthy [1994], 蔀 [1999] 152 頁）。5 世紀はじめに法顕が帰国する
際，ガンジス河口からスリランカに赴いて，そこから東南アジア商船に便乗し
たと思われ（同，153 頁），南インドから東アジアへの，東南アジア経由の海
上交通はそのころすでに確立していた。
図 32 a のように，ドゥヴァーラヴァティー中心部，ナコンパトムの北北西数
十キロのウートーンからは，ケルンで作られたガリア皇帝ヴィクトリヌス
（278-80）の銅貨が出土している（Landes [1982], Glover [1996] p.373）。また，
ナコンパトムからわずか西に一日行程である，メークロン河畔のポングトゥッ
ク村から東ローマのランプが発見されており（図 32 b，石井・桜井 [1999] 96-7
頁），最近の研究によって 7～8 世紀に作られたことが判明した（Brown and
MacDonnel [1990], Glover [1996]p.371）。ちょうど日本にドゥヴァーラヴァティ
ー人たちが訪れた時期に，ドゥヴァーラヴァティーは西方文明をさかんに移入
していたことがわかる。

a
図 32
a

b
ドゥヴァーラヴァティー中心部から出土した西方文物

ケルン製ヴィクトリヌス銅貨（ウートーン出土

バンコク国立博物館蔵）

b 東ローマ製ランプ（ポングトゥック出土 バンコク国立博物館蔵）
出所：a Glover [1996] p.373，b Picard [1955]

したがって，日本で銀貨が発行されるに至ったのは，①以来中国銭とは異な
る東南アジア銀貨や東ローマ・コインを彼らが日本にもたらしたためであり，
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東南アジア大陸部の標準銀貨の規格が採用されたのである。しかし，ドゥヴァ
ーラヴァティー人は一般にスリランカ系の上座仏教徒であったと思われ，彼ら
が東ローマ・コインなどにあるキリスト教的記号の意味を充分解説しえたとは
思えず，舎衛女性に照明を当てる必要があろう。
一光三尊像が秘仏とされたと善光寺で伝えられてきた孝徳天皇甲寅＝654 年
に①が一致するのは意味深い。つまり，この年にはじまる東南アジア・南アジ
ア外交は，その歴史的重要性にもかかわらず，『日本書紀』が成立したところ
においては，正史に真相を記すことを憚るものであったのではなかろうか。東
南アジア銀貨や東ローマ・コインに倣ったと思われる銀貨発行について『日本
書紀』が沈黙していることは，三国伝来とされ，インド・百済とかかわりのあ
る善光寺本尊の運命と，なんらかの関係があるのではないかと考えられる。
近年，「伊呂波字類抄」所引「善光寺古縁起」には，神護景雲 2（768）年に
成立した，史実を反映したものがあるとする見解が提起されている（田島
[2005] を参照）。古縁起では推古朝と皇極元年への言及があるものの，境内か
ら出土する瓦からみて当時善光寺が建立された兆候はなく，皇極元（642）年 9
月 3 日の百済大寺（現・吉備池廃寺）創建の勅がそれであるとすれば，それは
舒明 11（639）年 7 月の勅にもあり，聖明王の由緒で百済系の人々が深く関与
したと思われる。皇極元年の勅は亡き夫舒明が手がけたが未完成だった大寺を
改めて創建するとしたものかもしれない。
百済大寺は，天武 2（673）年建立の高市大寺に継承され，天武 6（677）年
大官大寺と改称されて天皇＝大官を願主とする官寺の筆頭と位置付けられ，さ
らに藤原京時代には大安寺と改称され，元明朝の霊亀 2（716）年に平城左京六
条四坊への移転工事がはじまっている（井上 [1987] を参照）。
善光寺の源流の一部は，
推古朝以来の信濃の古い草堂であるかもしれないが，
主要部分は，舒明 11 年ないし皇極元年に創建された大寺のうちに位置付けら
れていたと考えられよう。また，天武は信濃に副都を造ろうとしたらしく，湯
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治のための行宮を造らせており（『日本書紀』天武 13 年 2 月，同 14 年 10 月），
信濃と天武に特別な関係があったことは近畿以外で富夲銭が出ているのが群馬
県藤岡市のほかは，長野県伊那谷の飯田市座光寺と高森町だけであることに示
されている（ぐんま県埋蔵文化財事業団［2001］，高森町歴史民俗資料館
［2006］）。このことは，晩年の天武が如是姫のごとき病気回復や後生を求め
て信濃に着目したことを暗示しており，このころ信濃善光寺の基礎ができたも
のと思われる。飯田市座光寺は現在地に移転する以前善光寺本尊がまつられた
地と伝えられており，実際にまつられなかったにしても，天武の行幸に如来も
同行する予定で寺院が行宮とともに建設されたのではなかろうか。天武の死期
が迫ると諸王臣等が観世音像を造って大官大寺で観世音経を説かせ（『日本書
紀』朱鳥元（686）年 7 月条），宮中に百の菩薩像を坐えて観世音経二百巻を
読ませている（同，8 月 2 日条）ことも，『請観世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪経』
をもとにした『善光寺縁起』のごとく病気平癒・死者復活を祈願したもので，
記録には残っていないが秘仏一光三尊如来がその中核となっていたのではなか
ろうか。
『善光寺縁起（応永縁起）』において「代々天皇御安置次第」が文武天皇ま
で記してあるのは，推古朝のとき信濃に移され，654 年秘仏とされたという所
伝と整合しないと指摘されてきた（坂井 [1969] 53 頁）。しかし，以上のよう
に考えれば，文武まで百済大寺～大安寺に歴代天皇が善光寺本尊を安置してき
たが，元明以降，表だった天皇の関与がなくなったということであり，霊亀 2
年からはじまる移転とともに，非正統仏教的なものが官寺から排除されて，善
光寺本尊等も信濃に移され，「古縁起」の古い部分が 768 年に成立したという
ことになろう。
百済から如来の伴をしてきた双子の僧・善仲と善算が，神護景雲 2（768）年
と翌年になくなったとされているが，この 2 人は慶雲 4（707）年生まれである
から，欽明朝に如来が百済から渡来したということと矛盾するので，『善光寺
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縁起』の原形は白鳳・天平のころ成立し（五来 [1988] 85 頁を参照），あから
さまに語れない同時代の出来事を古い時代のこととして比喩的に語っていると
みることができる。つまり，8 世紀前半，一光三尊本尊が大安寺から信濃に移
されたときにお伴をしたのがこの 2 人であろう。
欽明 13 年に百済聖明王から仏教が伝わったにもかかわらず，『善光寺縁起』
が第九代推明王のときとするのも，このことの論拠となる。聖明王から数えて
第六代である義慈王（在位 641-660）のときに百済は滅亡し，その子善光が日
本で百済王を賜姓されているので，第九代は善光の孫のころで，8 世紀前半に
あたる。天平 21(747)年に陸奥守として黄金を献上した百済王敬福が善光の曾
孫であるから，その父郎虞のころ，善仲・善算が本尊のお伴をして信濃に移っ
たと思われる。そして，彼らが亡くなる頃，「古縁起」がまとめられた。
平城京に移建した大安寺の造営を担当したのは，当時最も名声の高かった僧
・道慈である（井上 [1961]「道慈」，佐久間 [1983]「道慈伝の一齣」を参照）。
彼は大宝 2（702）年の遣唐使にしたがって入唐し，頭角を顕して唐の宮中で『仁
王般若経』を講ずる百人の高僧に選ばれ，養老 2（718）年に帰国して天平元（729）
年律師に任じられており，大安寺は唐の西明寺の様式にしたがい，『愚志』一
巻のなかで，唐と比べて日本の仏教には虚設が多いと厳しく批判したと伝えら
れている（『続日本紀』天平 16 年 10 月 2 日条）。このように，道慈は唐代の
中国仏教に精通し，その眼からみていかがわしいものを大安寺から排除しよう
としたはずであり，歴代天皇が篤く信仰してきた善光寺本尊であっても容赦な
く放り出して反発を呼んだことは「性甚だ骨鯁，為に時に容れられず」（『懐
風藻』）という所伝から推察でき，738 年ころ解任されて野に下った。藤原四
兄弟をはじめ四位以上の者 11 人もの命を奪った前年の疱瘡大流行が，道慈に
対する不信を決定的にしたのではなかろうか。
道慈は『日本書紀』欽明天皇 13 年 10 月の，百済聖明王からの仏教公伝の記
事を，自身が唐から持ち帰った義浄訳『金光明最勝王経』などを利用しながら
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作成したと考えられ（井上 [1961]「日本書紀仏教伝来記載考」を参照），その
際，『善光寺縁起』にあるごとき説を排して自説を展開したものと思われる。
『請観世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪経』（大正蔵 20，No.1043）をふまえつつ，
百済王からもたらされた仏像を阿弥陀一光三尊像とする『縁起』系の説を採用
せず，「釈迦仏金銅像一躯」としたことだけでも，従来大安寺にあったと思わ
れる善光寺本尊の正統性を否定せんとする意思は明白であり，それが正史に採
用されたことは，本尊如来が都を追われ信濃に移される決定的な出来事だった
のではなかろうか。道慈は儒教に対してもかなり批判的・排他的であり，彼の
奉ずる三論は仏教以外を外道として破邪顕正する傾向がとくに強い（同，206-7，
244 頁を参照）ので，唐で実見していたに違いない景教と共通するキリスト教
的要素が従来の日本仏教に混入していることを察知したならば，断固排除しよ
うとしたに違いなかろう。
善光寺は斉明女帝ゆかりの川原寺の瓦をモデルに使って 8 世紀前半に造ら
れ，中央の大安寺から排除された本尊などが移されたのではなかろうか。『善
光寺縁起』は，四天王寺創建時に艮角柱を彫って守屋の頸を納めたものが善光
寺の守屋柱だとするので，守屋柱を含めた建物が四天王寺から善光寺に移され
たと暗示しているが，艮は北東＝鬼門で，守屋柱の位置と合わない（図 41 を
参照）。守屋柱や善光寺本尊は本来百済大寺～大安寺のなかにあったが，難波
堀江あたり（四天王寺）に一時置かれた後，信濃に移されたのではなかろうか。
『伊呂波字類抄』の「善光寺」項によれば，推古 10（602）年に信濃国人若
麻績東人が京から本国麻績村（飯田市座光寺）に善光寺如来を運び，皇極元
（642）年に水内（善光寺平）に移して草堂を作ったとあり，これらがより新
しい時代の出来事を比喩しているとすれば，推古 10 年は，副都や行宮記事が
ある天武 13～4（684～5）年ころに対応する可能性が高く，行幸に如来も同行
すべく行宮とともに寺院が造られたのかもしれない。だとすれば皇極元年に対
応するのは 40 年後，聖武が即位した神亀元（724）年ころとなり，このころ本
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尊が信濃国水内に落ち着いたと思われる。道慈が編纂に参加したと思われる
『日
本書紀』が養老 4（720）年に完成しており，それを根拠に大安寺，さらには四
天王寺から善光寺本尊が追いやられたという仮説と符合する。
したがって，皇極（斉明）女帝が地獄で善佐と出会い蘇生する話や，文武ま
での歴代天皇が安置していたことなどは，過去において善光寺の前身と皇室と
が深く関係したことを隠したいという中央の事情を反映した「古縁起」には採
用されず，そこでは代わりに別系統の信濃の古い草堂の縁起が埋め合わせに使
われ，斉明以降の歴代天皇の関与は地元で伝えられたということになろう。
和製銀貨が東南アジア標準に従っていることや，善光寺本尊がインドから百
済を経て日本に来たという話が示唆するように，七世紀後半から八世紀はじめ
にかけての仏基融合国教体制と，天智・天武による和製銀貨・富夲銭の発行の
背景に，中華文明とは異質なものをもたらした，インドなど南・東南アジアか
らの渡来者がいることは間違いなかろう。当時の東アジアにおけるキリスト教
としては，陸のシルクロード経由で敦煌・長安に伝わった景教ばかりが脚光を
浴びてきたが，インド・東南アジア経由の海の道こそが，日本にとっては問題
なのである。
6 世紀半ばにインド航海者コスマスが著した『キリスト教地誌』によれば，
南西インド・マラバール地方に広まっていたトマス派はかなり整った教会組織
を持っており，インド人女性は正真正銘のクリスチャンであったかもしれない。
以下で，その可能性を検討してみよう。
まず，図 33（4 世紀の地図）をみるとマラバール随一の港湾都市ムージリス
の近くにアウグストゥス神殿が書かれているように，マラバール地方にはロー
マ帝国領出身者（エジプト・アレクサンドリアのギリシア人が多かっただろう）
が多数定住しており，ローマ・コインの出土もきわめて多く，そのためこの地
方にキリスト教も定着しえたと思われ，ササン朝の迫害を逃れたネストリウス
派教徒も多数移住してきた。6 世紀はじめに，スリランカを訪れたアレクサン
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ドリア商人からコスマスが聞いたところによると，ボンベイ近くのカッリアナ
やマラバール地方のマレと同様，スリランカにもキリスト教会があり，主教は
ペルシアで叙任されていた（『キリスト教地誌』第三巻第六五節，蔀 [1999] 153
頁）。
すでに 5 世紀はじめに法顕がスリランカから海路中国に帰国しており，6 世
紀後半になるとドゥヴァーラヴァティーが海上・河川交易国家として台頭し，
638 年（唐が景教を公認した年）唐に入貢する以前に陀洹（陀桓）を支配し，
ベンガル湾への出口を確保していたと考えられる（萩原 [1952] 45 頁）。した
がって，①654 年のさいもおそらく唐に向かうべきドゥヴァーラヴァティーの
船に同乗していた舎衛女性がインド南西岸ないしベンガル湾岸出身でキリスト
教徒であったとしても不思議ではない。

図 33

南西インド・ムージリスのローマ神殿
出所：蔀 [2003] 162 頁
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インド洋を中心に見た「海の道」

出所：蔀 [2003] 148-9 頁（見開き）
（ドゥヴァーラヴァティー，陀洹，安南都督府，広州，オケオ，地図東端は加筆）
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①②が漂着であるのに対し③はそうではなく，④まで滞在している。①のと
き 16 に斉明の何らかの依頼を受け，それを果たしたのが③～④の来日と考える
ことができる。④で再来を約してインド人の妻を残しており，斉明にキリスト
教を伝え，導いたのは彼女で，『善光寺縁起』にいう天竺の如是御前（如是姫）
のモデルも彼女ではなかろうか。「如是我聞」は漢訳経典の常套句であり，三
位一体説による，既存仏教経典にはない新奇な教えを彼女が斉明に語っただろ
うからである。
③における再来日は，斉明 5（659）年日本とドヴァラヴァティーとの間に正
式の外交関係が成立したことを意味するはずであり，日本としては朝鮮半島情
勢の緊迫に備える意味があったと思われる。『日本書紀』は，斉明 4（658）年
是歳条に百済が新羅を伐ったことを記すが，『三国史記』の『百済紀』では 655
年 8 月，『新羅紀』では同年正月に，百済が高句麗・靺鞨と与して新羅を攻め
たとしている（坂本ほか [1965] 337 頁注 18 を参照）。その前年に①の漂着が
あり，朝鮮半島の異変をふまえて，大和朝廷の使節とともに彼らは帰国し，③
で再来日したと考えられる。『日本書紀』が朝鮮半島の異変を三年も遅く記し
たのは，このような東南アジア外交を隠蔽するためであるかもしれない。
④によれば，ドゥヴァーラヴァティーからの一行の頭目であったと思われる，
舎衛女性の夫の名は「乾豆波斯達阿」である。「乾豆」＝インド，「達阿」は
提婆達多の「達多」と同じくインド人名の末尾と考えられる（坂本ほか校注
[1965] 344 頁注一）。「波斯」はペルシアであるが，当時唐では景教を波斯（経）
教，その寺院を波斯寺と記していた（『唐会要』巻 49）。遣唐使節の彼が意味
する「波斯」はペルシアではなくキリスト教であり、妻もインド出身のクリス
チャンと断定できる。彼は斉明 6 年に妻を残して帰国した後，再来日を果たさ
なかったと思われるのであり，やはり日本に長く滞在した舎衛女性が日本にキ
16

①の舎衛女が③の「妻」と同一人であろうし，①のころ，孝徳は外交拠点の難波宮にいた
とはいえ孤立して実権を失っていたので，孝徳が出る幕はなかったと思われる。
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リスト教を伝えたキーパーソンとなろう。
インドよりも西方の三尊を説く点で，キリスト教の三位一体と阿弥陀三尊は
共通し，ごく自然に，両説の帰する所は同じであると信じられたと思われる。
ザビエルが日本にカトリックを伝えた当初，デウスを「大日」と訳したことも
あって仏教の新しい一派として歓迎されたように，彼女も新しい仏説をもたら
したとみなされただろう。彼女の語る新奇な説が本場から直輸入された正真正
銘の仏説であり，「如是我聞」ではじまる漢訳経典にひけをとらないとするた
め，如是姫と呼ばれ，舎衛出身とされたのではなかろうか。彼女の説くことを
既成の仏教経典と調和させつつ翻訳ないし翻案した人物もいたと思われ，後述
のように，それは善光寺開山本田善光こと百済王善光ではなかろうか。
如是姫の父は『請観世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪経』に登場する月蓋長者とさ
れるが，インドと東南アジア大陸部との間の交易に携わる大商人と考えること
ができよう。ガンジス河口からスリランカに至るベンガル湾諸港のなかには，
ローマ帝政初期に建設された西方商人居留地と信じられてきたものもあるよう
に，西方出自の商人が多数住みついたようであり（蔀 [1999] 147 頁），彼らの
間にもマラバールのキリスト教が広まっていただろう。南インドやスリランカ
ではローマ金貨・銀貨を地金として取引したとされており（同，154 頁），金
製品・仏像がローマから渡来した金によって作られることもありえたのであり，
善光寺本尊秘仏も，海の彼方の竜宮城＝ローマから渡ってきた金貨を用いて金
製品が南インドあたりで作られていたという伝承を伝えているのであろう。
さらに，⑤には，「舎衛女・堕羅（＝ドゥヴァーラヴァティー）女・百済王
善光」とあり，善光寺を開いた，百済聖明王の転生本田善光とは百済王善光に
ほかならず，彼女たちとともに善光寺の基礎を固める役目を負っていたのでは
なかろうか。おそらく舎衛女性は開山三卿の 1 人，善光の妻とされる弥生であ
り，③が三月であることと符合する。④の夫が帰らなかったため，如是姫のモ
デルとなったインド女性が百済王善光と再婚したのであろうか。阿弥陀三尊と
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習合した日本初伝のキリスト教はインド人女性を開祖とするものであるから，
善光と弥生が夫婦であろうがなかろうが，善光が彼女を師と貴んでいたため，
『日本書紀』⑤では彼女たちの次に百済王善光が置かれているのであろう。彼
女がインド生まれのクリスチャンだったとすれば，ギリシア系だった可能性が
高く，日本に上陸した最初の金髪西洋人であったかもしれない。
「日本」国号がこのころ，三位一体をあらわす漢字を選んで定められたこと
は前節で論じた。7 世紀後半の東アジアでどう発音されたか正確には分からな
いが，「日本」の華北音 jih pen ないし華南音 yat pun が西方に伝わってマルコ
・ポーロが Zipangu や Jipangu と記すようになったとされている（青木 [1993]）。
そうすると，興味深いのは，インドにおいて西方人一般を，元来イオニア系ギ
リシア人を指すのに用いた「ヤヴァナ」という語で呼んでいた（蔀 [1999] 148
頁）ことで，「日本」の華南音と似ている。「ヤヴァナ」がドイツ語の Japaner
の発音ヤパーナァと似ているので不思議に思ったが，「日本」国号制定の文脈
を考えると，西方人を同朋視し，連帯して中華帝国に対峙しようという意図か
ら，「ヤヴァナ」の音訳（日本語には v がないので，b から p へと変化するの
は自然である）であるとともに「日出処」（『隋書』）に由来する意味もある
「日夲」が国号として選ばれたと考えられ，そうすれば漢字に三位一体が込め
られていることとも整合する。つまり，舎衛女性は，日本を最初に訪れた西方
人・クリスチャンにして最初の日夲人でもあったことになる。
664（天智 3）年，唐に対して使用したのが「日本」国号のはじまりであると
すると，白村江敗戦の翌年であるから，「日本」国号は西方インド人ヤヴァナ
との軍事同盟を演出するために使われたと見ることができる。東南アジア標準
銀貨には裏面に旭日マークがある（図 23 左）ので，「日本」国号は東南アジ
アとの深い関係をも意味し得たと思われる。
日本にはドゥヴァーラヴァティー，
さらには，ローマ帝国が背後に控えるヤヴァナとつながりがあって彼らの大船
団を動かすことができ，もし唐・新羅が日本に侵攻すれば彼らが大挙して，中
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国にとって南海の財宝の源泉だったハノイの安南都督府（のちの都護府）や唐
南部の要港広州を襲うといったことを，講和交渉の切り札として天智は唐の使
節に示したであろう。
実際，④によれば斉明 6（660）年 7 月に，ドゥヴァーラヴァティーに向けて
帰国した彼女の夫の一行は，送使つき数十人という大規模なもので，大和朝廷
からドゥヴァーラヴァティーへの正式な外交使節である。同年 5 月から 7 月に
かけて唐・新羅連合軍が百済を攻め滅ぼしており（坂本ほか校注 [1965] 補注
26-四を参照），百済の危機をふまえて軍事同盟締結を目指したものということ
やまと

つかえまつ

しるし

になる。「願はくは後に大国に 朝 らむ。所以に，妻を留めて 表 とす」とは，
具体的には，援軍を組織して再来日し，日本の指揮下に入ることを意味し，そ
の保証として妻を人質として残すという意味と解する以外にない。
だとすれば，唐に向かったはずのドゥヴァーラヴァティー船が日本に漂着し，
白村江敗戦後もヤヴァナ女性が同盟の証として日本に残っていたことが，唐を
して日本侵攻を諦めさせる決定的な要因となったのであろうから，彼女は日本
のジャンヌ・ダルクと言い得るであろう。また，彼女一人の存在が未曾有の国
難を救ったことは，斉明崩御と敗戦で動揺していた天智・天武兄弟のキリスト
教信仰を固める意義も持ったことだろう。
また，近江遷都後，唐の高句麗攻略が最終段階を迎えたころ，遣唐福使を送
って唐の百済占領軍高官が太宰府までやってきた（『日本書紀』天智 6 年 11
月 9 日条）のは，日本の国防等を調べる手配するためと思われる。築城など国
防策のために銀貨を発行する際にも，東南アジア標準の採用や東ローマ・コイ
ンの影響から，人質として日本に残っていた彼女たちが積極的に貢献したこと
は間違いなく，このときにも彼女たちが日本の窮地を救ったことになろう。た
とえば，潜入した唐の密偵が，日本の中心部で東南アジア標準を満たし，十字
架を刻んだ銀貨が流通していると報告すれば，ドゥヴァーラヴァティー・ヤヴ
ァナとの同盟関係は真実と信じられたことだろう。
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出所：左
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如是姫（左）と弥生（右）

長野駅前にて著者撮影

右「善光寺ご参拝のしおり」開山三卿像写真より

百済王善光は禅広（『日本書紀』持統 5 年正月 7 日）とも書かれ，むしろこ
のほうが仏教的であろう。彼は仏教名とキリスト教名を同じ音にして，仏基両
教一致を主張・体現したとすれば，「善光」のほうにはキリスト教的意味が込
められているはずであろう。その仮定のもとで眺めると，「善」は，上から順
に「羊」「小」「一」「口」を重ねたと読め，「神の小羊」（『ヨハネ福音書』
1:36）＝キリスト，「一」＝神（濱崎 [2003] 399 頁を参照）と「口」＝聖霊の
三位一体を表すキリスト教的な漢字と解せる。だとすれば，「善光」とはまさ
しく一光三尊を表すことになり，一光三尊＝三位一体が確認できる。
また，「光」という漢字そのものにも，キリスト教的象徴を読み込むことが
できる。「光」の上の「

」は，キリストが磔になったときに打ち込まれた三

本の釘をあらわし，「光」の下の「兀」は，「一」が人の頭で「儿（にんにょ
う）」が跪いた人を表すので，「光」は三本の釘を打ち込まれたキリスト受難
像の象徴たりえる。佐賀の嬉野の墓から，三本の釘が打ち込まれた頭蓋骨が掘
り出されている（濱崎 [2003] 423 頁）。また， と「一」から三位一体を読み
とることもできる。
「三本の釘」は，イグナティウス＝ロヨラが創始したイエズス会の標章に採
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用された（図 36 a 右の，イエズス会の頭文字 IHS の下）。キリシタン大名とし
て名高い大友宗麟の印（図 36 b）の「一」と「三本の釘」も，三位一体をも表
現していると思われる。

a

b
図 36

a

三本の釘

イグナティウス＝ロヨラの貝製メダル（熊本県天草・崎津教会旧蔵）

b キリシタン大名大友宗麟の印影（大分県西寒多神社所蔵の印による）
出所：a 濱崎 [2003] 56 頁，b 竹村 [1964] 56 頁

以上のように，「善光」は，キリスト教的象徴性に富んだ漢字を選んで付け
られたものと思われる。
善光寺開山善光が「本田」姓なのも，本当は「夲田」であろう。十字「十」
・ポテント十字「田」がそれには含まれているように，円孔銀貨や富夲銭と共
通の，キリスト教的記号を込めた姓なのである。このように考えると，善光寺
本尊がインド・百済を経て伝来した日本最古の仏像であるという伝承は，百済
王家に伝わってきた古い一光三尊像に，インド経由でもたらされたローマ金貨
を使って手が加えられ，善光寺本尊が作られたということを，暗示しているか
もしれない。
秘仏となった本尊の姿を伝えているとされる善光寺式阿弥陀三尊像の中尊阿
弥陀如来は，左手を垂下して第 1・4・5 指を曲げている。『善光寺縁起』によ
れば定尊が秘仏を見たという建久 6（1195）年に作られた現存最古の善光寺式
阿弥陀三尊像の写真を挙げておく（図 37）。善光寺式阿弥陀三尊像に似ている
とされる法隆寺献納宝物第 143 号では，中尊は左手を垂下して第 4・5 指を曲
げる印相で，同様の作例は中国最古といわれる永明元＝483 年銘無量寿仏（阿
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弥陀仏）像をはじめ，朝鮮三国期の如来像にしばしば見られる（大西 [2002]
83-4，104-7 頁）。それらは，伸ばした三本の指で三尊をあらわしているのであ
ろう。第 4・5 指のほかに第 1 指（親指）をも曲げるのは極めて特殊な印相で
あり，先例とは逆に曲げた三本の指で三尊をあらわすことによって，従来の阿
弥陀三尊との差異を強調する意味があるはずであり，曲げた三本の指が掌で一
つにまとまっているので，三位一体を意味すると解釈できる。第 1 指は親指な
ので父，第５指の小指は妻妾の隠語であるから聖霊，第 4 指の薬指は，薬を溶
かして塗るので救い主キリストを意味するのであろう。この印相は刀釼印と呼
ばれる（『善光寺縁起』）ので，十字を切る際の印相かもしれない。

図 37

善光寺式阿弥陀三尊像（光背を欠く）

甲斐善光寺本尊（信濃善光寺旧御前立本尊） 建久 6（1195）年銘
出所：久野編 [1992] 146-7 頁，No.188

右は中尊左手

また，両脇侍菩薩は両掌で梵篋（お経をしまっておく箱）をもつ般若梵篋印
をとる。容器捧持菩薩は南梁〜百済の先例に依拠しているが，善光寺三尊両脇
侍の特色は両手がぴったり重なって容器がほとんど見えない点（小林
[1996-2000] 3 の 6 頁，4 の 38-9 頁 17）と，『善光寺縁起』が容器は経典を入れ
る梵篋であるとしている点にある。梵篋がほとんど見えないとは，そのなかの
経典が何であるかほとんど分からないほどの翻案を施して，『縁起』のもとに
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なるような善光寺三尊の教えが形成されたことを意味していると解釈できる。
『縁起』には『聖書』の断片ないし反映をいくつか指摘できるので，両脇侍が
隠し持つ経典は，『仏典』と『聖書』であろう。『縁起』は梵篋を真珠薬箱と
するが，『マタイ福音書』によれば，イエスは真珠をブタに与えてはならない
聖なるものや天の国のたとえに使った（7:6, 13:44-5）。
以上のように，善光寺式三尊像は百済の一光三尊像に若干の変化を加えたも
のであり，その変化は三位一体を表現するためと解釈できる。これだけの改変
が，既成の百済の仏像に若干の細工を加えることでなされたのか，あるいは全
面的に改鋳ないし新鋳されたのかは，秘仏である以上，決しがたいが，いずれ
にせよ，改変の際に十字架印のある東ローマ金貨が何らかの形で使われたので
はないかと考えることができよう。
百済王善光を本田善光と関連付ける説は江戸時代からあったが，彼や一族が
信濃に赴いたり，信濃に菩提寺を有した形跡がないことから疑われてきた（坂
井 [1969] 85 頁）。しかし，信濃国造の科野（金刺）氏の一部は日系百済人と
して百済王に重用され，百済滅亡とともに日本に帰ってきており，水内郡司科
野氏が善光寺創建を実質的に担った際に，亡命した百済人も関わったはずであ
り，百済王の子で，人質として来日していた間に百済が滅亡した後，百済王と
して日本の援助で百済復興を計っていた善光と善光寺創建とに接点がないとは
考えられないとの反論が提起されており（小林 [2000] 16-8 頁を参照），百済
王善光が本田善光であるとするのは，私の挙げた論拠をのぞいても，現在最有
力の説であろう。言い換えれば，最有力説とうまく接続することは，善光寺を
巡って私の提起した諸論点の傍証になる。
本尊を納めた瑠璃檀の向かって右に開山御三卿の間があり，向かって左から
順に，本田善佐，その父善光，善光の妻弥生の三人が並んでいる（図 38 右を
参照）。
17

ただし，扶餘国立博物館蔵の金銅光背断片は先例となる（大西 [2002] 108 頁を参照）。
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図 38
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善光寺の一光三尊（御前立本尊）と開山三卿

出所：左 五来 [1988] 45 頁
右 文化財建造物保存技術協会編 [1999] 口絵 5 頁下

つまり，開山三卿からのアナロジーによって，中央阿弥陀如来は父，脇侍の
観音と勢至二尊は女性と子であるという意味を，一光三尊のなかに見出すこと
ができる。トマス派がネストリウス派の系統だとすれば，マリアを神の母と呼
ぶことを拒む傾向が強く，聖母崇拝は弱いはずなので，それに代わって聖霊に
女性原理を込める傾向が西方教会よりも強いのではなかろうか。これまでの検
討と合わせれば，阿弥陀三尊に父，子と，女性としての聖霊の三位一体を読み
込む手がかりとして，本尊と並ぶほどの重要性を主張する開山三卿の間が設け
られたという結論が得られよう。善光寺本尊仏が単なる仏像ではなく生身如来
とされるのも，生老病死を被る身という意味なので，キリストの十字架を示唆
する。実際，後述のように三卿説話のなかに子の身代わり死と復活が組み込ま
れているので，秘仏三尊は三卿によって表現されていることが確認できる。
現在では有料の内陣参拝は，しおりによれば，本尊前，つぎに開山前で焼香
し，次に戒壇巡りでも開山・本尊両方の周りをめぐる（図 39 を参照）。この
ように，善光寺本堂においては，本尊に匹敵するという，普通ならば考えられ
ない重要性が開山に与えられており，本尊は三尊で開山も三卿であるから，三
卿を抜きにして三尊を理解することはできないと，善光寺本堂の特異な構造そ
のものが，語っているのである。本尊一光三尊が絶対秘仏であるため，開山三
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卿によってそのなんたるかを示そうとしている，ということになる。両方を重
ね合わせれば，善光寺本尊の真実が透けて見えてくるというわけであろう。
浄土真宗の公式親鸞伝『親鸞伝絵』上巻第八段「入西鑑察」に，親鸞は善光
寺本願御房（本田善光）に生き写しだから，生身の阿弥陀如来に相違ないとあ
る（五来 [1988] 186-7 頁を参照）ので，秘仏三尊と三卿とを同一視し，善光を
生身の阿弥陀如来とみることは珍しくなかったと思われる。西方キリスト教正
統は受肉をイエス一人とするが，キリストの神性と人性とを区別するネストリ
ウス派の立場においては複数の人に神性が受肉し，キリストが複数存在するこ

図 39

善光寺本堂内部の構造と，参拝の順路
出所：「善光寺ご参拝のしおり」
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とを原理的には妨げないのであるから，親鸞を生身の如来とする立場との距離
は少ない。
私はこれまでに，二度内陣参拝をしたことがある。いずれの時も，入り口で
手渡されたしおりをじっくり見る前に，まず 三 で，この奥に秘仏本尊が安置
されているはずだと思いつつ焼香をし，さらに ニ に進んでから，実はこの奥
に秘仏本尊が安置されているということを知って，二度とも驚いた。二度目の
際，当初一度目の経験は全く念頭になく，ニ に来て，そういえば前もそうだっ
たと思い出したのである。しかし，開山三卿像が本堂中央奥にあるので，その
また奥に秘仏があると思い込むのも当然であるから，秘仏を息子・父・女の三
尊像として参拝するように仕組まれていることになろう。
上の参拝順路図はやや不正確で，実際には，図 40～41 のように，須弥壇と
呼ばれる内々陣の奥は，間口が三間で，そのうち向かって右と中央の二間が三
卿厨子を置く三卿の間（善光の間），向かって左の一間が本尊厨子を納めた宮
殿を安置する瑠璃壇である（文化財建造物保存技術協会編 [1999] 12 頁を参
照）。御簾をかなり降ろし，いろいろと前に置かれた平常の状態では，御簾の
奥に何があるのかよく分からないので，制作意図を顧慮せずに付加されたはず

図 40

善光寺本堂内陣（南より北を見る）

出所：文化財建造物保存技術協会編 [1999] 口絵 4 頁
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善光寺本堂内々陣以北の平面図

出所：長野県編 [1990] 121 頁図 1（「内々陣」以外の活字と灰色矢印を加筆）

の説明の木札がなかった本来の造りにおいては，本尊は三間の須弥壇の中央一
間，つまり三卿のうち向かって左の善佐像のあたりにあると思わせるように意
図されている。
図 38 右のように，三卿の姿，とくに顔をはっきりと見る機会が，一般の参
拝者には開かれているのであろうか。料金を払って内陣に入った人が，しおり
や木札の説明をしっかり読み，しおりの三卿の写真を見てはじめて，上に述べ
たようなことがわかるのであり，大部分の人は，すくなくとも最初は，三卿厨
子の向かって左側，善佐像のあたりに秘仏が安置されているのだと思い込むよ
うな造りであると言ってよいだろう。図 41 によって，須弥壇上をみると，三
卿厨子の向かって左の善佐が中央に来るよう意図されていることがわかる。本
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尊を拝む心で善佐像を拝むべしというのが，本堂の構造そのものから導き出さ
れる命題である。
『善光寺縁起』において，死後生き返れることになった善佐が地獄で皇極（斉
明）女帝に出会い，自分が代わりに地獄にとどまるので女帝を生き返らせるよ
う申し出て，いっしょに復活するという話は，彼が贖罪と復活の救い主キリス
トを象徴する存在であることを証している。『善光寺縁起』で如是姫が蘇生し
た際に「棺に納めて山林に送り捨てし死人も速に蘇生して，棺蓋を除き，端座
して如来を拝し奉る」と，死人が大勢棺から復活する様は，サン・マルコ修道
院（フィレンツェ）のフラ・アンジュエリコ作『最期の審判』を連想させると
の指摘があり（五来 [1988] 73 頁），イエスの死と復活とともに，多くの聖徒
たちの死体が生き返って墓から出てきたという『マタイ福音書』（27:50～3）
を連想させる。インド的な輪廻転生思想のもとでは死体が墓から出てくるとい
う再生・復活の発想は生まれ難く，釈迦金棺出現と同様，『聖書』の復活思想
の影響を受けた表現であり，善佐はイエスそのものと言うべきである。
善佐はヨシスケと訓読されるようだが，善光がゼンコウでよいなら，善佐も
ゼンサないしゼンザでよいはずで，言語や時代によっても，同じ漢字やアルフ
ァベットの発音は変化するので，je≒ゼ（ン）≒善という類似は普遍的とはい
えないが，ゼンザはたとえば Jesus の英語風の読みジーザスにかなり近い。し
たがって，善佐は Jesus の音訳である可能性も指摘しうるであろう。そうする
と，善光≒センコウ→先考（死んだ父）と解しえる。フロイトの原父殺害説な
どに示されているように，死んだ父が父なる神の心理的源流であるから，この
対応は説得力があろう。
善光（＝神）の右に善佐（＝イエス）がいるのは，『マルコ福音書』（16:19）
に一致する。また，「佐」は，人偏なので人間であるとともに，人の左＝神で
もあるという，神人を意味するにふさわしい漢字であろう。さらに，神の左に
女性がいるのは，ユダヤの習慣では妻は夫の左にいるとされていることにかな
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い，マリアに受胎告知をし，マホメットにコーランを伝えた大天使ガブリエル
も神の左にいるため女性的とされていることとも一致する。ガブリエルは一般
に神の言葉を伝える役割，仏教的に表現すれば「如是我聞」を果たすので，日
本に神の言葉を伝えに来た舎衛女性＝ガブリエル＝如是姫という脈絡が，弥生
には込められていることになる。①が漂着であったのに対し，③斉明 5 年 3 月
は，斉明の所望するものを携えて再来日したはずであるから，①のときに東ロ
ーマ・コインの十字などの意味を問われ，経典を招来するよう頼まれ，この時
『聖書』を携えて来たと考えられ，三月に神の言葉を伝えたので日本名で弥生
と呼ばれるようになったと思われる。
仏教の三尊像では，両脇侍が異性とされることはなく，ほとんどの宗教では
異性が問題となれば，天地，陰陽，オシリスとイシスなど，ペアで取り上げら
れる。主尊の両脇に異性が配されるのは極めて特殊であり，三位一体を説くキ
リスト教以外には例がないのではなかろうか。このことからも，三卿像がキリ
スト教的表現であることが示されよう。16 世紀日本で作られたカトリックの三
位一体像（図 42）と比べると，そのことが実感できる。
善佐＝イエスの，さらに有力な証拠がある。まず，三卿の間と瑠璃壇とを仕
切る板壁には，かつて「影向窓」と呼ばれる小窓があった（文化財建造物保存
技術協会編 [1999] 12 頁）。「影向」とは，神仏が姿を現すことであり，瑠璃
壇前で焼香参拝するとき，窓を通して三卿の間の善佐が見えるのであるから，
善佐像が秘せられた本尊をあらわしているということが，裏付けられる。
このことは，7 年に 1 度（6 年周期）の前立本尊開帳が，秘仏本尊を安置す
る瑠璃壇の前ではなく，三卿の間の左より，すなわち善佐像前で行われること
とも符合する。瑠璃壇前で本尊に焼香する平常時は，斜め右前に本尊キリスト
像があるということに気付かない人たちも，開帳のときには，その奥のキリス
ト像の方に向かって，前立本尊を拝むことによって，平常時よりも本尊に近づ
けるのであり，その機会に秘仏の真実を見ることができる人がいないとは限ら
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図 42
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花鳥蒔絵螺鈿聖龕（京都国立博物館蔵）

出所：http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/index.html

ないのであるから，瑠璃壇上の厨子ではなく前立のご開帳を挙行する意味があ
るのだ。
もり や ばしら

その影向窓の北側に，「守屋 柱 」と呼ばれる，本堂で唯一の四角い柱がある。
この柱がいわば大黒柱として位置付けられているのであり，十字架の立柱にほ
かならない。五来は，守屋柱を物部守屋の首を埋めた上に立つ柱とする寺伝を
否定したうえで，屋を守る大黒柱の意味と解している（[1988] 46-8 頁）が，罪
を負って死んだ者の血を吸った柱という点で守屋柱と贖罪十字架は通じ合うこ
とからも，守屋柱は十字架の隠喩にふさわしい。瑠璃壇前から拝むとき，右前
方に血腥い守屋柱＝十字架と影向窓越しの善佐＝イエスが見えるのである（図
41 の灰色矢印）。
図 43 のように，昭和大修理の際，影向窓は再現された。しかし，図 41 と照
らし合わせれば，三卿厨子の前で拝する人には，本尊厨子を納めた宮殿は奥ま
ったところにあるので，影向窓越しに全く見えないことがわかる。三卿厨子よ
りも瑠璃壇に近い左（西）方に来ても，あるいは後ろ（南）に下がっても，守
屋柱と手前の円柱が邪魔になって，宮殿は非常に見にくいし，見えたとしても
ほんの一部である。その位置まで移動して影向窓越しに宮殿をわずかに拝する
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ことが，瑠璃壇の前から拝するのと違った意味を持つとは思えず，三卿を拝す
るときに宮殿が窓越しに見えるのでなければ，窓を通して秘仏本尊が影向する
とは言い難いであろう。このことからしても，三卿像を拝する人に瑠璃壇奥の
本尊が影向するのではなく，本尊厨子を納めた宮殿の前で本尊を拝する人に，
隣の三卿，とりわけ善佐が本尊として窓から影向するという解釈に，疑問の余
地はなかろう。
本田善光の子孫とされる中衆に伝承されてきた，善光寺最大の秘儀である 12
月２の申の日の夜に行われる御越年式（五来［1988］137～143 頁）は，「善光
寺様の御年取」とされているので，善光寺本尊の誕生日を意味し，ほぼクリス
マスのころであるから，イエス＝善佐生誕式であると思われる。「申」の音シ
しにち

ンは「四日」に近いことや，２の申の日は 13～24 日になることから，「12 月
の２の申の夜」とは「12 月 24 日夜」すなわちクリスマス・イヴを意味すると

図 43

善光寺本堂内々陣（東南より見る）

出所：文化財建造物保存技術協会編 [1999] 口絵 5 頁上（ゴシック体加筆）
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解釈できる。
Ｔ字型の本堂屋根は，鐘をたたく撞木のようなので撞木造りと呼ばれる，特
異な造りであるが，これはΤ十字にほかならない。上空から見ると，大屋根の
棟にはくっきりとΤがあり，裳階の形も十字型である（図 44 を参照）。しか
し，これは古来の形ではなく，現存最古の本堂図である，『一遍聖絵』（1299
年）によれば，屋根全体も棟も十字型であり（図 45 を参照），このような形
式は日本中世の寺社建築に例がないとはいえ，描写は信頼できるとされている
（文化財建造物保存技術協会編 [1999] 9 頁）。なお，創建時の善光寺本堂（金
堂）が東向きであったとする説は疑わしい（坂井 [1969] 421-2，831-2 頁）。本
堂に入って正面ではなく西の隅に本尊があるのは異常なので，元来東向きだっ
た名残だとする説明が一部には流布したためと思われる。
創建以来の十字型棟のデザインを忠実に受け継ぎ，図 45 の面影をとどめて
いると思われる「建物」が，善光寺には残されていることも，図 45 の信頼性

図 44

善光寺本堂・大屋根棟のΤ十字と，裳階の十字

昭和五九年工事開始前の屋根破損状況図
出所：文化財建造物保存技術協会編 [1999] 40 頁図一〇
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北 ←――――――――――――――――――→ 南

図 45

1299 年ころ，十字型本堂の善光寺（右は棟の交わる部分を拡大）

出所：左
右

長野県 [1990] 口絵（聖戒編『一遍聖絵』京都市・歓喜光寺所蔵）
角川書店編集部 [1960] Pl.69 一部（同上）

図 46

善光寺本堂前
出所

十字棟屋根つき線香置き台
著者撮影

を高めるだろう。本堂前香炉のための線香置きとして現在使われている小さな
台の屋根をよくみると，図 45 同様，東西方向の棟のほうが南北方向の棟より
も長くしかも高い。ちなみに，宝永四年再建の現在の本堂大屋根の棟は東西と
南北いずれも同じ高さで同一平面上にあるよう設計されており，それ以前の本
堂屋根のあり方を線香置き台屋根は保持していると思われる。
図 44 の裳階の南側，本堂入口の上の向拝にも棟があり，裳階全体を 180 度
回転させると，図 47 のように大屋根と裳階向拝の棟で細い十字ができ 18，裳階
自体の十字は棟の細い十字を囲むようになる。すなわち，これと逆に考えれば，

貨幣の起源について
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97

大屋根の下に 180 度回転させた裳階を配置する

図 45 の十字型本堂をまず大屋根と裳階の二層にした上で，南側を延長し，裳
階を 180 度回転させれば，現在の本堂の基本的な形態が得られる。
図 45 のような十字型本堂から宝永年間に再建された現在の本堂に至る間に
は，いくつかの変遷がある（文化財建造物保存技術協会編 [1999] 14-15 頁，図
48 の a～d を参照）。棟を描いたいずれの図も十字ではなくＴ字型に描いてお
り，c（16 世紀末）と d（17 世紀後期）では南北方向の棟より東西方向の棟の
ほうが明らかに高い。また，a（14 世紀）と c は裳階の東西方向の出っ張りが
ちょうど大屋根の東西方向の棟の下にあり，図 47 のようになっている（なお，
鎌倉末期～室町時代の b には，裳階の東西方向の出っ張りがない）。しかも，b
c d いずれも南斜め上から見ているため北面の屋根は描かれておらず，東西方向
の棟の北側に南北方向の棟が突き出て十字型になっていた可能性は排除できな

18

点線部分は補ったが，図 45 と図 48 の a～d では，本堂入り口の屋根が階段を覆う部分（向
拝）には棟はないので，その部分に棟を付けるため，補った部分のような十字の欠落が生
じたと考えることができる。
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い。東ないし西上方から宝永再建以前の善光寺本堂屋根の棟を描いた図は，図
45 の一遍聖絵しか残されていないようだ。
図 46 の線香置き台屋根は，図 45 と同様東西方向の棟が南北方向の棟より高
いためもあり，南から見ても北の棟は見にくいためＴ字型の棟に見える。図 49
の上は東上から西，下は西上から東に屋根を見たものである。南北方向の棟が
一直線状にはなっておらず，東西方向の棟と直交する中央が一番高く，南北に
なだらかに下降している。そのため，南ないし北の上方から見る場合，よほど
高いところから見ない限り十字型に見えにくくなっており，普通の身長の大人
が一見しただけで棟が十字型だと気付くことはまずない。
南上方から見たＴ字型の棟の図が多く残されたとしても，本当は 14 世紀以
降も十字型だったのではないかという仮説に対して，このような線香台屋根の
棟のあり方は支持材料となるだろう。近世の禁教前においては，キリシタンを
連想させる十字を忌避することはなかっただろう。だとすれば，おおよそ図 45
から図 47 を経て図 44 へという変形操作で十字型の堂から現在のような堂の設
計が出来たという想定は反証できないのではなかろうか。
図 48 の d（17 世紀後期）では，裳階がなく，大屋根の東西方向の出っ張り
が東西方向の棟よりもかなり南に位置しており，現状に近い。東西方向の出っ
張りそのものは図 48 の a c の裳階のそれを引き継いだものと思われる。c と d
の間に，堂を南に大きく拡大し，a や c のような裳階の東西の出っ張りを，裳
階を採用するにしろしないにしろ，東西方向の棟よりも南に配置する変化があ
ったことになる。それは，慶長 2 年以降，17 世紀前半からなかばにかけてのこ
とであり，おそらくキリシタン禁教をきっかけとして，本堂の屋根全体や棟が
十字型をなしていることを避ける配慮が働いたものと考えて間違いあるまい。

貨幣の起源について

a

c

b

d
図 48 善光寺本堂の変遷
a 宗俊編『遊行上人縁起絵』（清浄光寺蔵 14 世紀）
b 『善光寺如来絵伝』（本証寺蔵 鎌倉末期～室町時代）
c 『善光寺参詣曼荼羅』（小山善光寺蔵 慶長 2＝1597 年の奥書）
d 『寛文如来堂の図』（関川千代丸氏蔵 17 世紀後期）
出所：a 文化財建造物保存技術協会編 [1999] 14 頁図四
b 長野県 [1986] 487 頁写真 87
c 大阪市立博物館編 [1987] 原色図版 25a
d 文化財建造物保存技術協会編 [1999] 15 頁図七
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十字型棟・南北方向の傾斜
出所

撮影・加工とも著者

信濃善光寺に次ぐ由緒を誇る甲斐善光寺では，寛永 7～9(1630～2)年ころ本
堂惣葺替が計画実行され（宇高・吉原編著 [1986] 30-1，153 頁），その後は東
西の出っ張りが南にズレており（図 50 を参照），それ以前の屋根は仮屋根と
された（宇高・吉原編著 [1986] 274 頁）。当時，寛永 7 年のキリスト教関係書
籍輸入禁止を皮切りに禁教・鎖国への動きが急速に進んでおり，十字型屋根が
嫌われて工事が行われ，旧来のデザインの由緒を否定すべく仮屋根だったと称
されたのではなかろうか。

図 50

甲斐善光寺本堂（1754 年炎上）

出所：宇高・吉原編著 [1986] 口絵 2 頁
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寛永 6 年に信濃善光寺が炎上したという記事が『孝亮宿禰日次記』同年 9 月
10 日条のみにあり，再建の記録がどこにもない（小林 [2000] 176 頁）のは意味
深長である。甲斐善光寺の屋根工事を当時甲府に幽閉されていた徳川忠長が行
ったことになっているのも奇妙である（宇高・吉原編著 [1986] 295-6 頁）。キ
リシタン弾圧強化とともに，善光寺の十字がキリシタン信仰の隠れ蓑になるこ
とを恐れた幕府の圧力による工事が，寛永 6 年の信濃善光寺炎上を契機に両善
光寺で行われたが，善光寺の伝統を踏みにじった幕府の介入を隠蔽するため，
信濃では工事の記録自体が残されず，甲斐では名目上忠長の事業とされたので
はなかろうか。忠長は寛永 8 年 5 月 28 日に甲府蟄居を命じられており，屋根
葺替に関する幕府の意向に，善光寺の伝統を盾に逆らうなどしたため，忠長を
甲府に幽閉して工事が強行されたのではなかろうか。忠長は寛永 7 年 9 月に，
浅間神社の神獣とされ繁殖して領民に害となっていた猿を狩って以降狂気に陥
ったとされる。神獣狩りと善光寺の十字型屋根の葺替命令への反逆が重なった
とすれば，キリシタンの嫌疑をかけられたと思われ，将軍実弟のそのような疑
惑は厳重に伏せられて狂疾とされ，自刃ということでキリシタンでないことを
示すよう処置されたのかもしれない。
また，善光寺大本願智伝上人が寛永 8 年 9 月 23 日付けで「国家安全宝祚長
久」の勅願綸旨を賜り（東京大学史料編纂所蔵影写本『善光寺大本願文書』11-2），
参内している（『日野大納言資勝卿記』寛永８年９月 28 日条）。智伝が大本
願住職であったのは寛永 6(1629)～寛文 12(1672)の 44 年間であるが，上人号
・勅願綸旨を得て参内するのは寛永 8 年であり（坂井 [1969] 989 頁），その際
朝廷では善光寺上人号の先例が尋ねられたが，文書が焼失したとされた上で参
内に至るプロセスが進行した（『日野大納言資勝卿記』寛永 8 年 9 月条）ので，
大本願住職就任後，上京した智伝に，先例に依拠することなく上人号・綸旨が
与えられて参内が許されたことになり，その後は補任の年に参内を命じる綸旨
が与えられるようになる。智伝が上京して朝廷権威に縋らなければならないよ

102

平

山

朝

治

うな緊急事態が寛永 8 年に発生した状況証拠となろう。
善光寺は開山本田家の家紋として右離れ立葵を採用しているが，古代に家紋
のあるはずがなく，徳川譜代名門本多氏の立葵に由来するだろう。家康大御所
政治を支えた本多正純は丸に右離れ立葵を使用しており，他氏が将軍を憚って
葵紋使用を止めた後も本多氏のみ使用を続けているのは，善光寺開山本田氏と
同族で，同紋であることに依拠していたのではなかろうか。右離れ立葵の三つ
の葉は三尊を象徴し，右の葉を分離する細い縦線は，本尊左手の刀釼印を象徴
しているようにも見え，また，全体の形は十字型とも見えるので，右離れ立葵
紋自体，善光寺信仰を象徴すべく意図的に公案されたデザインであるかもしれ
ない。

図 51

善光寺紋の右離れ立葵

本多＝本田の同族意識から，本多氏は善光寺と将軍家とを媒介する役割を果
たし，それゆえに葵紋を許されたと思われるが，本多正純が元和 8（1622）年
に失脚して以降本多氏の幕府内での影響力は低下しており，本多氏との繋がり
だけでは不十分なために朝廷の支持を求めることになったのではなかろうか。
図 45 によれば，もともとは後方（北）にも屋根・間取り突出部があり，そ
れは特殊な形式とされている（文化財建造物保存技術協会編 [1999] 10 頁）。
棟だけでなく屋根自体や階段も含めた間取りも十字型であったことに，十字を
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強調する意味があったのは明らかであろう。禁教以前には北側にも棟があった
のではないかと論じたが，同様に，北側の大屋根ないし裳階や間取りの突出も
あったのではないかと考えることができ，そうだとすれば，北側の突出部も禁
教を契機になくなったのではなかろうか。三卿の間・瑠璃壇の奥にある裏堂が
現状では不自然に狭く細長い（図 41 を参照）のも，北側突出をなくした結果
と解せる。現在でも裏堂の北に階段があるとはいえ，東西の階段が大屋根の東
西棟の下と裳階の東西出っ張りの下の二ヶ所になっているため，階段を含めた
間取りは十字型ではなくなっている。禁教以前には東西の突出部はあっても各
一ヶ所であり，各二ヶ所になったのは禁教後の図 48 d 以来であるから，北側の
大屋根ないし裳階や間取りの突出の名残が，北側階段として残っているとみる
ことができる。
16 世紀はじめのサン・ピエトロ大聖堂改築の際，ブラマンテが当初描いたプ
ランでは縦横同じ長さのギリシア十字型だったが，やはり大勢の人々を収容す
るため縦の下を長くするラテン十字型に変更して工事が進められ，入り口部分
を左右に広めにとることでバランスをとって 16 世紀末に完成しており，この
ような，カトリック総本山改築の事情は宣教師らを通じて伝えられていたと思
われるので，それをヒントにした可能性がある

19

。そうだとすれば，十字隠し

を兼ねた善光寺の改築に隠れキリシタンが関与し，密かに善光寺をサン・ピエ
トロ大聖堂に擬えつつ少なからぬキリシタンが善光寺信仰のなかに隠れたもの
と思われる。彼らはおのずと，一光三尊に三位一体を読みとり，守屋柱に十字
架，善佐にイエスを認めたことであろう。

19

「本堂へ入ってみると，これも他所の寺にはまったく見られない縦長の構造で，本尊壇は
はるか彼方にかすんで見える。どちらかと言えばヨーロッパのカトリック大伽藍に似てい
るが，これはどうしてこのようなことになったのだろうか。」（五来 [1988] 43 頁）との指
摘がある。
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サン・ピエトロ大聖堂改築プランの変遷

左 ブラマンテ案，中 ラファエロ案，右 完成
出所：http://commons.wikimedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro#Plans

こう見ることができるとすると，「牛に引かれて善光寺」の「牛」や「牛頭
天王」が隠れキリシタンによってデウスとされ，キリシタンが祗園社・八坂神
社に強くよりつくことがしばしば見られるという指摘（濱崎 [2003] 400，437-9
頁）は示唆的であり，禁教時代の善光寺信仰について，このような観点から再
検討を加える必要があろう。この説話の古い形を伝えていると思われる『布引
山釈尊寺縁起』によれば，主人公の老媼は化石になったとされており，善光寺
の救いが受難的なものと不可分であるという印象を与える。
牛は臼と音が似ており，本田善光宅では当初，臼のほかに浄物がないため，
本尊を臼の上にまつったとされていることと，「牛に引かれて善光寺」の老媼
が石になったということとは，結びつきそうである。キリシタン時代と同様に，
デウスの音訳が「大臼」「臼」であったとすれば，臼の上に据えることでデウ
スの三位一体像であることを示唆し，石になったという表現で（大）臼による
救いを暗喩しているのではなかろうか。
このように，善光寺を描いた現存最古の図のような十字型本堂という形式か
らのヴァリエーションとして現在の姿も理解できるとすれば，十字型という発
想がどこからきたかが問題となろう。しかも，信濃という畿内から離れた場所
での孤立例であることは，畿内の正統的な寺社建築と相容れない形式であると
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いうことになるので，そのような形式の建築を要請する宗教が，中国経由のも
のとは相容れなかったことを示唆する。他方で十字はキリスト教のシンボルで
ある。単にローマ・コインにある記号というだけではなく，キリスト教的なシ
ンボルとして十字が採用され，サン・ピエトロ大聖堂改築プランの変遷に似た
変化をたどったということを，善光寺本堂の十字型やその変形は証していると
言えよう。屋根・建物全体が本来十字型であったことから，守屋柱が十字架の
立柱，善佐像がキリスト像で相違ないことが示されたと言えよう。善光寺は紛
れもなく，極東キリスト教の大本山であり，プロテスタントが分かれる以前の
極西キリスト教といえるカトリックの大本山サン・ピエトロ大聖堂と並び立つ
大伽藍である。
ポテント十字が「田」，Τ十字が「丁」に似ているという舒明や斉明の諱や
崩御日との符合があり，死者の復活を説く教えであるため，斉明女帝や天智・
天武兄弟を惹き付けたキリスト教が，その後受難に遭遇したことを，『善光寺
縁起』は，仏教伝来時の蘇我氏と物部氏の争いに仮託して描いていると解釈で
きる。6 世紀後半，斉明朝の畿内で，既存仏教漢籍によりどころのない新奇な
教えをインド人女性が説き，特異な像姿の一光三尊像を作って女帝をはじめと
する人々の信仰を集めはじめたのに対して，おそらく学識豊かな高僧の間で異
端視・排斥の動きが高まったため，畿内から遠く離れた信濃に安置されたので
はなかろうか，という推測も説得的であろう。普通，国家が関わる大伽藍の創
建には，その時代を代表する高僧が開山などとして関与するものだが，善光寺
信仰形成に僧侶が重要な役割を演じた様子はなく，開山三卿はみな俗人とされ
ている。また，尼寺ではないが，尼上人が頂点に立つというのも，仏教界の秩
序を逸脱しているし，キリスト教界においても修道尼が主教ないし司教になる
ようなもので類例がなかろう。これらのことは，善光寺の伝えるものが，仏僧
たちの目からすれば正規の仏教とは思えないものであるし，キリスト教聖職者
にとっても同様だろうことを裏書きしている。
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正面からみたサン・ピエトロ大聖堂と善光寺本堂

出所：西 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Bazylika_sw_Piotra_2.jpg
東 著者撮影

ネストリウス派の特徴は，イエス＝キリストの人性と神性とを区別する点に
ある。マリアの産んだイエスのみが神と不可分なので，イエスは他の人とは異
なり，ただの人の母にしかなれない他の女性と神の母マリアとは異なるとする
正統派と対比するならば，イエス以外の人であってもイエスと同等の神性を持
ち得るし，マリアと他の女性も同格とするところに，ネストリウス派の特徴が
ある。同派が伝統的な諸宗教の根強い東方に深く入り得たのは，そのような非
教条性・非排他性ゆえであろう。たとえば，同派は大乗仏教の，一切衆生悉有
仏性と容易に結びつくことができたと思われる。ネストリウス派が釈迦にイエ
スと同等の神性を，大乗仏教側がイエスに釈迦と同等の開悟を認め合う基盤が
両者には共にあったと思われる。
だとすれば，受難の原因はおそらく，漢文もろくに読めない女性が女帝の厚
遇を得て，釈迦の生まれた国からやってきたというだけで「如是我聞」と新奇
な教えを説くことに対する，漢文や梵文の読める男性高僧たちの反発にあった
と思われる。また，彼女を庇護した善光以来の百済王家が日本に仏教を伝えた
聖明王と最古の仏像の権威に依拠することに対して，唐留学を終えて最新の仏
教を持ち帰ったエリート僧たちが反発・批判を強めたことも，想像に難くはな
く，すでに見たように，道慈がその急先鋒であったろう。
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もし古代日本にキリスト教の男性聖職者がやってきて教えを説き始めたな
ら，唐でも同じような教えを説く景教が皇帝の公認・保護のもとで布教されて
いたので，日本でも同様の措置がとられたことだろうし，当時のキリスト教に
普通に見られた男性中心主義も入っていただろう。尼上人という，巫女的性格
を濃厚に残した女性を頂点とする善光寺信仰が生き続けたのは，おそらく百済
王善光やその子孫が，道慈らの圧迫に抗して，舎衛女性やその後継女性の宗教
的権威を護る努力を重ねた帰結であろう。

エピローグ
これまでの考察から，7 世紀後半の日本には，かなりの正確なキリスト教の
教えが入っていたと思われ，ローマ帝国出身者の多かったインド経由だとすれ
ば正真正銘のギリシア語の『新約聖書』も含まれていたかもしれない。したが
って，ほぼ確実に 661 辛酉年には日本にも A.D.も伝わっていたと思われる。辛
酉革命説そのものは則天武后に仕えたインド人暦学者が案出したと考えられる
が，斉明崩御年と A.D.元年とが同じ辛酉であるということ自体は，天智・天武
ともに知っていたと思われ，そのほかに，ポテント十字と「田」やΤ十字と「丁」
の一致も重なったため，両親の供養に欠かせない宗教としてキリスト教に帰依
し，母崩御・白村江敗戦後の国難を救った舎衛女性の教えを，真実だと確信し
たに違いなかろう。女帝が善佐に救われ，2 人とも蘇生したという『善光寺縁
起』の話も，終末における復活の予言であるのかもしれない。百済においては
舎利供養は弥勒菩薩のいる兜率往生の要件とされ，それは弥勒下生という一種
の終末観とつながっている（大西 [2002] 204-5 頁）。そのような信仰は容易に，
『新約聖書』の終末・キリスト再臨説と習合しえたと思われる。川原寺や崇福
寺の五重塔は仏教とキリスト教の習合した復活・終末思想の所産であっただろ
う。死期の迫った天武が 686 年７月 20 日に定めた年号朱鳥（あかみとり）も、
キリスト復活の象徴とされ、コンスタンティヌス期以来キリスト教美術でとり
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あげられたフェニックスと解釈できる。古代ギリシア・ローマ文明が自らの霊
鳥と融合させてキリストを受け入れたことと、古代東アジア文明が一光三尊像
と三位一体とを融合させたこととの間に、どれほどの差異があろうか？
神武紀元を A.D.からさらに 660 年遡らせることも，兄弟のいずれかが，母の
崩御年を銀貨とともに記念すべく，考えついたものであろう。つまり，斉明・
天智・天武の母子や百済王善光は，舎衛女性に入門した日本初の仏基融合教徒
であり，善光寺信仰という形でそれが今日まで伝えられる基礎を固め，彼らの
キリスト教信仰は，西方キリスト教とは異なって，仏教や日本古来の神々への
信仰を排除するものではなかったとも思われる。それどころか，善光は日本に
仏教を伝えた百済王家のお墨付きを舎衛女性に与えて庇護したのである。
救いの証とされる額の御判印文が，『エゼキエル書』9:4-6 に由来することの
ほかにも，本尊が秘仏とされたこと自体に，一神教特有の偶像崇拝忌避が影響
している可能性もあろう。善光寺巡礼・戒壇巡廻はメッカ巡礼・カアバ神殿巡
廻に似ており，いずれも，神仏像を見えなくしたこの世の直方体至聖所を巡る
宗教行動である。古来，カアバ神殿には数多くの神像が奉納されていたが，630
ア

ッ

ラ

ー

年のメッカ征服・偶像破壊によって，唯一の神に捧げられた神の館とされて以
降，イスラム教徒の尊崇を集めた。仏像を見えなくすれば神像なきカアバ神殿
と同様，偶像崇拝を回避できるという理由で，本尊厨子を納めた宮殿に御戸帳
が懸けられることになったのではなかろうか。実際にカアバ神殿をヒントにし
たこともありえよう。神の館である以上，神像ならぬ本物の神がカアバ神殿の
なかに住むとされるのであり，厨子内の善光寺本尊如来も（単なる）仏像では
なく生身如来とされている。このように，善光寺信仰は，日本人にとって異質
とされてきたユダヤ教，キリスト教やイスラム教といった一神教の伝統を今日
まで濃厚に伝えてきたのである。
善佐＝子なる神に対する信仰は，日本における譲位・幼帝の伝統（平山
[2005b] を参照）形成にも影響したと思われる。最初の譲位は 645 年乙巳の変
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の際，皇極が子息（のちの天智）に譲位しようとし，中臣鎌足の進言で同父母
弟孝徳への譲位となったが，孝徳崩御後も天智即位は実現せず，自ら重祚して
いるのであるから，天智への譲位は彼女の生前かなえられなかった悲願の一つ
であり，その願いが，子なる神を父なる神や母なる聖霊よりも強調するキリス
ト教への彼女の信仰の底に流れるものであったと思われる。
そして，天智の娘で天武の皇后であった持統が，15 歳の孫文武に譲位した際
には，斉明のキリスト教信仰がまだ彼女の子孫達の間で風化していなかったこ
とがそのような前例のない皇位継承を支えたのかもしれない。しかし，大宝２
＝702 年，32 年ぶりに遣唐使が派遣されて中国文明直輸入が再開され，文武崩
御翌 708 年に和銅改元とセットで開元通宝を範とした和同開珎が発行されると
いう情勢のなかで，受容すると決めた中国文明の圧倒的な権威の圧力と，世代
交代の進展によって，円孔銀貨や富夲銭の記号，日本国号や神武紀元に非中国
的・キリスト教的含意があり，日本は仏基融合教国であったということは，正
史など文字記録から抹消され，しだいに忘れ去られていったものと思われる。
『善光寺縁起（応永縁起）』において「代々天皇御安置次第」が文武天皇ま
で記してあることは，文武崩御翌年の和銅改元・和同開珎発行と見事に照応し
ており，天智以来の銀貨の歴史を封印することと，善光寺が担ってきた皇室の
キリスト教信仰を隠蔽することとが，中華標準文明の採用と同時並行的に生じ
たことを反映していると説明できる。
善光寺がその由来を欽明朝における仏教公伝に結びつけるのは，科野氏と百
済との関係や，滅亡した百済王家を日本で継承した善光の関与からして自然な
ことであり，史実を反映している面があることも否定できない。しかし，『日
本書紀』が最初に「銀銭」に言及するのが，仏教公伝よりはるか以前のことと
される顕宗天皇 2 年 10 月 6 日条であるのは，七世紀後半に東南アジア規格に
よってキリスト教的記号を使用した銀貨が天智の手によって発行され，天武も
十字や三位一体を漢字に込めた銅銭＝富夲銭を発行したという史実を葬り，伝
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説的な過去の黄金時代から発行主体不明の銀貨がすでに存在していたとするよ
うな，意図的な隠蔽工作であるように思われる。そのことと，皇室の尊崇篤い
善光寺本尊が都から追いやられ，阿弥陀三尊とキリスト教三位一体の融合した
教えが国教であったことが隠蔽されたこととが，一連かつ不可分の出来事であ
ることは，道慈が『日本書紀』述作にかかわっていることからも，示唆される。
両者は，成立時にも歴史から抹消される際にも，表裏一体であったことになる。
しかし，意識の表面において忘れ去られたことが，歴史の方向を長期間規定
し続けるということが，この場合にも成り立つ。先に，道慈が一光三尊像を大
安寺から排除したのではないかと論じたが，その道慈が解任されて間もない天
平 12（740）年 2 月，河内国知識寺を訪れた聖武は，知識によって造像された
盧舎那仏をみて，「朕も造り奉らむ」と決意し（『続日本紀』天平勝宝元年 12
月 27 日条），道慈らによって異端視されてきた行基を重用して造立が進めら
れた。盧舎那仏は，道慈が追放した一光三尊像の欠を埋めるべく，皇室信仰の
拠り所として求められたという面があろう。
陸奥守百済王敬福が同国小田郡の黄金を献上して大仏鍍金が始められ（『続
日本紀』天平 21 年 4 月 1 日条），同年 4 月 8 日から，盧舎那仏脇侍として，
尼信勝によって東（大仏の左）に観音，尼善光によって西（右）に虚空蔵の金
色両菩薩像が造り始められた（『東大寺要録』巻七

雑事章第十）。そして，

同年 4 月 14 日に，金献上を祝って天平感宝と改元されている。敬福は百済王
善光の曾孫であり（『続日本紀』天平神護 2 年 6 月 28 日条），尼善光も百済
系帰化人・信濃人とのつながりのある貴族出身者と思われ（坂井 [1969] 87 頁），
舎衛女性からのちの尼上人につながる，善光寺の核となる女性聖職者ではなか
ろうか。
このように，善光寺を担う人々が東大寺大仏の黄金と金色脇侍を提供した際
には，大安寺から排除された黄金製一光三尊像の再興として東大寺大仏を完成
させる意図があっただろう。敬福は天平 15（743）年 6 月 30 日に陸奥守となり，
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同 18（746）年 4 月 4 日上総守に転任して日が浅いにもかかわらず，同年 9 月
14 日陸奥守に再任されている。金産出・献上のことは天平 21（749）年 2 月 22
日にはじめて見えるが，天平 18 年 10 月 6 日に，東大寺大仏造立地である金鍾
寺に元正太上天皇・聖武天皇・光明皇后が行幸して盧舎那仏燃燈供養が盛大に
行われている（いずれも『続日本紀』当該日条）。これらのことから判断して，
最初の陸奥守のとき以来，敬福は金鉱開発を手がけており，おそらく有望な鉱
脈が発見されたため，転任して間もないにもかかわらず急遽陸奥守に復し

20

，

金鉱脈発見を祝って盧舎那仏燃燈供養が企画されたのであろう。自分たちが見
出した黄金で，大仏と両脇侍の三尊を一体として光り輝かせたいということは，
日本最古の仏像とされる一光三尊像を大安寺から放擲された百済王家にとっ
て，名誉回復を賭けた大事業であったと思われる。そして，天平 21 年 4 月 1
日の東大寺行幸の際，敬福は大仏の前で従五位上から従三位に異例の昇進を賜
った。
盧舎那仏は太陽神に由来し，その右の虚空蔵菩薩は金星を化身とし，盧舎那
仏と虚空蔵菩薩，太陽と金星は，父と子を暗喩するにふさわしいのみならず，
キリスト受難日が金曜であることも，虚空蔵菩薩とキリストを同一視する要因
となろう。のちに空海が金星・虚空蔵菩薩と特別な関わりを持ち，室町時代に
定型化された十三仏信仰・十三仏事の主尊に，大日如来（大盧舎那仏）を抑え
て虚空蔵菩薩が位置するに至ったような，日本仏教における虚空蔵信仰の強さ
の秘密は，東大寺三尊や大日・虚空蔵信仰にも三位一体との習合が保存され，
年忌仏事とキリスト復活信仰とが習合した結果と理解すればよいのではなかろ
うか。日本仏教における盧舎那仏・大日如来には父なる神が乗り移り，虚空蔵
菩薩や身代り地蔵菩薩にはキリストが宿り続け（平山 [近刊] では，別の角度

20

敬福に代わって陸奥守となっていた石川朝臣年足が，天平 18 年 9 月 14 日に敬福が再任さ
れた直後の同月 20 日に春宮員外亮となっていることも，敬福の陸奥守再任が異例の緊急人
事であったことを示唆する。
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から受難と十三仏信仰について論じた），女性的な聖霊は観音によって表現さ
れたと言えよう。近世禁教時代のマリア観音は，ザビエルがデウスを当初大日
と訳したのと同様，古代以来の日本における仏教・キリスト教習合に従ったも
のであったことになる。
貨幣経済について言えば，日本史上最も独裁的な天皇とされる天武ですら，
銀貨使用停止の詔（683 年 4 月 15 日）が引き起こした混乱を収束するため，3
日後には銀流通停止を諦める詔を出さざるをえなかった。このことは，当時早
くも首都およびその周辺の貨幣経済が専制的権力者の恣意に従わない自律性を
獲得していたことを証している。
和同開珎のモデルともされた唐の開元通宝は，同時代の琉球でかなり流通し
ており（今村 [2001] 220-1 頁を参照），もしも畿内で東南アジア規格による銀
貨が発行され流通していなければ，律令政府が開元通宝を排除して皇朝十二銭
を発行することは困難であったと思われるし，律令政府の財政は新貨発行差益
に大いに依存していたと思われる。その歴史を抹消しようとした和製銀貨の遺
産である，巨万の富を生み出す貨幣経済に寄生することで，中華帝国から独立
した中央集権的国家が存立し，日本の文化や社会の古典となるものも成長しえ
たと言うこともできよう。
このように，天智が発行した銀貨は，亡き斉明女帝の霊威のおかげで強大な
権力に頼ることなく流通して，日本には開元通宝流通圏とは別の本格的な貨幣
経済が誕生したのである。そしてそれは，東アジアの中華標準とはかなり異な
り，西洋に近い面をかなり持つような，日本独自の社会・経済・政治システム
形成を根底で支えたと思われる。古代における日本独自の貨幣経済は，中国経
由の由緒正しい仏教に押しつぶされることなく善光寺や東大寺が日本を代表す
る寺院として存続し，終身在位という中国皇帝の正常なあり方に反して譲位・
幼帝慣行が維持され続けたこととパラレルで，相互補完的なものであったと思
われる。
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【追記】
江戸時代に銀貨 100 枚ほどを出土した大阪市天王寺区真宝院（真法院）は，
富夲銭，和同開珎枝銭などを出土した百済尼寺跡（細工谷遺跡）や，百済寺跡
とみられる堂ヶ芝廃寺の近くで，百済王氏の本拠地に属する（大阪市文化財協
会『細工谷遺跡発掘調査報告Ⅰ』1999 年，10-14 頁）。この地域が四天王寺の
東北にあたることは，守屋柱が四天王寺の艮角柱だったという伝承を想起させ
るなど，善光寺と四天王寺・聖徳太子信仰との密接な関連ともつながる。百済
王善光と彼の子孫たちが銀貨から和同開珎にいたる貨幣製造と善光寺創建に深
く関わっていたことは，この地域の伝承や出土品によって裏付けられる。

