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倭伊波礼毘古天皇から品陀の時代まで、下巻は大雀
皇帝から小治田大宮まで、である。和銅五年正月二
八日献上した､と記している。

9 月例会ご案内
７月１４日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生遺稿
古事記中国語原本と翻訳
第３回
場所
： 港区新商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 石田 金次郎

上巻は､既に読んだように、創造神三神をはじめ
とする神々の物語で、天地創造に始まり、伊邪那岐、
伊邪那美の生んだ嶋は全部で十四，神は三十五ある
ことや伊邪那岐の命の黄泉の国巡り、天照大御神の
天の戸隠れ、八百万の神、速須佐之男之命の出雲へ
の降臨、速須佐之男命の八俣の大蛇退治、草薙の大
剣、大国主神への国譲りと稲羽の白兎、大きな勾玉・
鏡･草薙の剣、邇邇藝命と天孫降臨、邇邇藝命と木之
花佐久夜比売、海佐知毘古、山佐知毘古などです。
中央集権制を確立するために、多くの豪族のいる
中で勝ち残った一族が天皇家を名のり、支配を権威
的なものとする狙いがあったのでしょうが、どちら
かというと民話的なものなど結びつけて融合させ
たものではないかなという皆さんの読後感でした。

城野宏は序文で、真福寺本「古事記」は､中国人の
かいた中国語ではなく、中国語を使って日本的表現で
書いたものであるとしている。
真福寺にあった写本古事記が発見されたのは、鎌倉
中期だそうである。この写本には、大安万呂の序文が
ついていて、和銅五年（７０８）の日づけがついてい
る。序文の内容と本文は矛盾した内容が多く見られる。
例えば、壬申の乱については､本文に具体的記述は無
い等。序文と本文はとても同一人が書いたものとは思
えないと断じている。
また、その内容は難解なものでなく、解りよい、簡
単な中国語式の文章で、小学校の教科書並みのもので
あるとしている。本居宣長の「古事記伝」は、日本の
古代語らしいものに置き換えられて難解なものにな
ってしまったこと、明治には本居宣長が「国学」の本
家として尊重されて、その読み方や解釈が､天皇の「万
世一系」を証明する材料として利用され、本居宣長の
ものが古事記の原本であると誤解されてしまったと
している。
城野宏先生は、そういった先入観を突き破り、内容
を素直に読んで、時代的考証から古代日本人の生活内
容を読み解いていこうと試みたのである。

中巻ですが、初代天皇とされる神武から倭建之命､
神功皇后などのエピソードを経て、応神天皇まで描
かれています。神武の東征から神話が始まりますが、
天皇家の出自が九州に求められることになり、スト
ーリーとしても謎に満ちているのでないかと思う。
内容は、歴代の血筋であり、某御子が某比売を娶り、
何某を生んだ内容が主であるように感じた。特段の
行政内容が記されてはいない。垂人天皇に物の言え
ない身障者の子供が生まれて心くだく話があり、そ
の時の､気遣いは親子の情が感じられた。読んでの
話である。
この中巻には、
「部」
、
「連」､「直」などが出てく
るが、
「部」は労役の提供や生産物の貢納に努めた集
団を指し、大和政権が支配を広げていく過程で､服
属した豪族たちを順次「姓」を名付けた。一時期そ
の種類はたくさんあったが、天武天皇の時に、制度
の見直しがされ、真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・
連･臣・稲置の八つの姓が設けられ（八色の姓）
、尊
卑の順列はこの順番である。伴造には宿禰、国造や
渡来系の有力氏族には忌寸の姓が授けられること
が多かった。

安万呂の序文は、三つの神が創造の中心となり、国
土･神を生み、人間を作った。番仁岐の命が高千穂の
峰に降り、国を作った経緯が書かれている。天皇が和
銅四年九月一八日に安万呂に「それまでに成立してい
た帝紀･旧辞と天皇側近の家臣稗田阿礼の暗記してい
た内容を記録して、献上せよ」との勅命を下されて古
事記を纏めた。古事記は､三巻からなり、上巻は天御
中主神から日子波限建鵜茅草葺不合命まで、中巻は神

なお、下巻は別途としたい。
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７月例会報告
７月１４日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 城野先生遺稿
古事記中国語原本と翻訳
第２回
場所
： 港区新商工会館
担当
： 自由討論

乱そのものが一言も書いてない。
テキストの序文の翻訳で城野先生の指摘事項
を確認しようとしたが、「六師雷のごとく震
い、三軍電のごとく逝き」のような文章がな
い、中国語の原文を見てみるとそれらしい言
葉が載っているが、壬申の乱という言葉は出
てこない。このようなことから古事記を理解
するには、それなりの基礎知識が不可欠のよ
うです。

石田氏のご好意によりスキャナーしていただいた
テキスト古事記（上巻）の資料をそれぞれが読み感想
や意見を述べ合いました。

２. 本文の内容について
本文については「中国語読解文」は読めなく
とも、
「現代語訳」は理解できる。確かに内容
は日本国の成り立ちを書いているが、男女の
関わりなど民話的で分り易く、城野先生の云
うとおり、
「この訳文で、古事記は難解で近寄
り難いという先入観を突き破り、内容を十分
分析し、時代的確証から、古代日本人の生活
内容の測定まで、十分研究してみたらよいと
思う。
」

以下に主な内容を整理しました。
１. 序文の内容について
城野先生は、このテキストの序の中で真福寺本
の大安麻呂の序文について以下の様に述べて
いる。
真福寺の写本には、大安麻呂の序文というのが
ついていて、その日付がちゃんと和銅５年とな
っているから、古事記はその年に書かれたのだ
となってきたようである。しかし、その「序文」
の内容からいうと、本文と同じ時に書かれたと
いうには、いろいろ矛盾することが沢山でてく
る。文章自体が、沢山中国の古典を読んで、そ
の古事来歴をもって表現しており、ずいぶん程
度の高い、よく勉強した人が書いた中国文であ
る。それも、中国の原点よりも、もっとペダン
ティックに人の知らない言葉をえらんで、気取
って書いてある。ところが古事記の本文の方
は、中国語を一応勉強し、中国語の文章の書き
方を習得したものだが、中国原典の形式的、古
事来歴的語法フォルムを駆使せず、日本語を中
国語式になおしたらこうなるだろうというよ
うな素朴で、下手な文章の書き方である。序文
とは、とうてい同一人が書いたものではない。
その上、内容がおかしい。序文の方は神代には
じまって、
「神武天皇」の建国となり、立派な国
家が成立し、これに反抗するものを軍事的、政
治的に平定していって、統一国家として継続さ
れてきたというふうに書いてある。ところが古
事記の本文には、そんな内容は殆どない。女と
の関係が主で、とうてい序文で飾りたてている
ような政治史ではない。壬申の乱のことを、
「六
師雷のごとく震い、三軍電のごとく逝き」とか、
大軍を率いての大戦争のように書き、皇位につ
くと「道は軒后にすぎ、徳は周王にこえ」とい
った大形な形容で書いているが、古事記の本文
には、それに相当する記述は何もない。壬申の

３. 歴史的な意味付けについて
この古事記の内容は、これまでの古事記につ
いての常識を覆すことになるので、最近右傾
化しつつある日本社会で受け入れられるか疑
問とのご意見もあった。
４. 今後の本研究の取り上げ方について
今回、上巻を対象にしたが、今後、更に中巻・
下巻を分析してみて、どのような展開ができ
るか検討してみようとのことであった。

なお、このテキストは城野先生がつくられたもの
と考えていましたが、製本された上巻をよく読んで
みると、城野先生は翻訳を担当されており、企画・
編集は西 忍氏となっている。
このテキストの編集者は西 忍氏で、
「古事記を
中国語で楽しむ会」の事務局長として、このテキス
トの「編集方針について」以下の様に述べています。
1. このテキストの作成の目的
「古事記」に登場する人々が、その登場する
時代に、どのような社会をつくり、そしてど
のような人間活動を送っていただろうかとい
うことを研究したいと考え、
「古事記の中の人
間と社会研究会」を開くことになりました。
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この研究会は「古事記の時代」に興味のある人
なら誰でも、できる限り多くの人々が参加しや
すいようにするとともに、
「使いやすい」テキス
トを作ることが基本であると考えました。又、
研究の成果を着実に積み重ねていくためには、
「事実認識がバラバラにならないように」そし
て、
「共通の事実認識のうえに立って、討議・研
究ができるように」と考え、このテキストを編
集・製作しました。

4. 研究課題
（イ） 編集作業を進める時、作業手順が錯綜
し、
「中国語読解文」及び「現代語訳」
に使用した本文は、
「真福寺本」
「岩波
本」
「角川本」とバラバラになっており、
従って、少し相互に文字の違いや文章
の違いが生じている筈です。時間の関
係上、事前に十分チェックができなか
ったのと、校正では全ての本文と対照
しなければならないので、これもまた
時間の関係上、チェックを断念しまし
た。
「研究会」においてチェックしてい
ただければ幸いです。
また、栟音についても、いくつかの考え
方があり、統一的な方式がとれなかっ
たので、これについても今後の研究会
の課題としたいと考えております。
（ロ） 資料として、
「全登場人物の系図」
「地名
図」
「カナ文字表」等を同時に作成する
予定で、一応の原稿もありますが、諸般
の事情から間に合わなかったので、こ
れも「研究会」のテーマとして取り上
げ、作成して頂ければと考えています。

2. 「真福寺本古事記」に関する基本認識
現在最古の写本といわれる「真福寺本古事記」
を研究した結果、
「真福寺本古事記」は初歩的中
国語で書かれたものではないかと考え、その基
本的考え方に立って、
「古事記を中国語で読む
会」をつくり、研究してきました。
もちろん「文体」は中国語としても、地名は中
国語ではなく、又人名についても中国語式、日
本語等々色々です。そして、歌謡の「カナ」は
現在使われている「カナ」の発音にほぼ近いと
考えられ、現在の形態の直前のものではないか
と考えられます。
しかしながら、基本的には「古事記は中国語で
書かれている」という認識であり、この認識を
出発点としてテキストを編集しました。
3. 編集の形式
（イ） 上記 1.及び 2.の二つの原則に基づき、
「岩波文庫本古事記」を参考にしつつ、
「真福寺本古事記」を「中国語文」とし
て読解作業をしました。
（ロ） 歴史学専攻の中国人留学生施氏に依頼
し、
「中国語」として読解作業をしつつ、
句読点を付すとともに、現代北京音発音
記号を付しました。
（ハ） 施 氏 の 栟 音 に つ い て 、 例 え ば 所
shuo(suo)、天 dian(tian)など、日本で
発行されている中国語辞典と異なる所
がいくつかありますが、原稿のままとし
て、あえて統一はしませんでした。
（ニ） 全体の構成は、
「真福寺本古事記」を写真
原版とし、
「中国語読解文」と「現代語訳」
の三つについて、同一見開きページにお
さめ、比較・対比しやすいようにしまし
た。
（ホ） 写真でわかりますように「真福寺本古事
記」は「縦書」ですが、いわゆる「漢文
読み」にならないように、また、発音記
号を付すためにあえて「横書」としまし
た。しかし、
「行数」及び「文字の配列」
は全く同一であり、変えてはいません。
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

例会予定
2016 年
１０月１３日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定
場所
： 港区新商工会館
担当
： 未定
１１月１０日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定
場所
： 港区新商工会館
担当
： 未定

編集後記
「古事記中国語原本と翻訳」についての検討も
今回で 3 回目を迎えます。前回に引き続き今回も
石田氏のご努力で中巻の内容をＰＤＦで復元いた
だき、今回の打ち合わせに活用させていただけま
した。
日本の古代史と古事記について、理解を深めら
れたらありがたいです。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)

開催場所：港区新商工会館

港区新商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸 1-4-28 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分
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