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ABSTRACT 

Kata-no-amatukami-no-yashiro is a Shrine there Kuzuha, Hirakata-city, in Osaka.The name 

is also read as "Katano-Amatukami-no-Yashiro".  "According to the Shoku Nihongi" and 

"Iwashimizu Shrine omen", the Emperor Kanmu is 787 years, it is with local provided an altar 

for worship ｔhe Emperor Konin is a father to Katano. 

Honden is the Hinoki skin roofing in the Nagare-zukuri which was erected in 1402. Massha 

adjacent to each other is lined with Honden of Hachiman Shrine. Honden of Hachiman Shrine 

was designated as an important cultural property important cultural property of the country in 

1917. Massha of Kibune Shrine is in the northeast of Honden where virgin forests grow thick. 

This place has been reportedly Kuzuha-Palace Site of The Emperor Keitai. The Keidai whole 

area of Shrine was appointed in one "Yashiro of Kuzuha-Palace Site" of "Hirakata-The eight 

beauty spots" in 1984 by Hirakata-city. Furthermore, the origin of Kata-no-amatukami 

-no-yashiro translated Multilingual translation of history that supported the globalization era. 

About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method.  

Haiden is the hip-and-gable roof /Nagare-zukuri, frontage 12.25m, 4.30m in depth, 7.00m in 

height. The scale of Inari Shrine is frontage 2.23m, 3.90m in depth, 3.94m in height. The scale of 

Tenman-gu Shrine is frontage 3.89m, 3.74m in depth, 4.82m in height. The scale of the first front 

torii is distance 2.99m between the pillar, upper part of Nuki 3.25m, upper part 3.88m of Kasagi 

3.88m, upper part of Sorimashi 4.20m.  There are Inari Shrine torii and Temma Shrine torii 

elsewhere. The height of the stone lantern is the maximum 3.62m•average 2.67m• Minimum 2.04.  

キーワード：古事記、日本最古の歴史書、奈良時代の貴族、近代以前の日本歴史家 

 

Keywords：Kojiki, The oldest history book Japan, Nara era of aristocracy,  

Japanese historian before modern times 

［洞窟環境 NET 学会 紀要 7 号］［Cave Environmental NET Society(CENS), Vol.7(2015)  -  pp］ 

 



2 

 

 

1.はじめに 

第４3 代元明天皇(707－715 年)の御世に、太安万侶に勅詔がくだり、稗田阿礼が誦した「勅語の旧辞」を

安万侶が筆録し、完成したものを和銅５年（712）に上進したとなっている。1300 年前に朝廷に召し出さ

れて、聞き覚えた神話を語ったことがあった。太安万侶は、私の話を『古事記』という書物に編集し、後

の世に伝えると言われた。『古事記』には、宇宙や日本国の始まり、神神の歴史や日本人の歴史観・風習な

ど、祖先が語り伝えた大切な物語が書かれている。ところが、国民には伝っていないので悲しい。 

古事記とは、真福寺収蔵の国宝・『古事記』。信瑜の弟子の賢瑜による写本である。古事記（こじき、ふることふみ）

は、日本最古の歴史書である。その序によれば、712 年（和銅 5 年）に太朝臣安萬侶（おほのあそみやすまろ）（太

安万侶とも表記）が編纂し、元明天皇に献上された。https://ja.wikipedia.org/wiki/を参照した。 

1.概要として、1記紀編纂の要因、2成立、書名、4 帝紀と旧辞、5 表記、6 謡、7構成、8写本に分類している。

2. 研究史とし偽書説がある。3. 本文目次には 1 序、2上巻、3中巻、4 下巻。4. 内容には、 1序を併せ、2 上巻

に出てくるな神々、3 中巻に出てくる主な人物、4下巻に出てくる主人物である。全文 に 1 全文テスト及び全文検

索 2 書影である。6.刊行本。7. 注釈本。8. 朗読。9.外国語訳。10. 脚注である。 

外部リンク太安萬侶の生誕地は、多坐弥志理都比古神社である。太安萬侶についての関連項目は、太安万侶

(?-AD.723)、命日：7月 6日、生活地は平城京左京四条四坊(奈良市)、霊亀 2(716)年に太氏の氏長に任命、奈良

時代の貴族・上級官人、近代以前の日本歴史家、1979 年太安万侶墓発見、奈良時代の文官・文人、姓は安萬侶、

安麻呂、名は朝臣、官位は従四位下勲五等、贈従三位、『弘仁私記』の序によって、『日本書紀』の編纂。 第４３代

元明天皇（707-715）の勅により稗田阿礼（ﾋｴﾀﾞﾉｱﾚ）の誦習した帝紀・旧辞を筆録，古事記三巻を撰進。日本書紀

の編纂にもあたった。大和国十市郡飫富郷(現在、奈良県奈良市田原本町多)に太氏の本拠地があった。太安万

侶の太(ｵｵ)は、多氏、意富氏等と同様、新羅系の帰化人で「おほ氏」と呼ばれる一族。古事記は、７世紀の倭語（ﾔ

ﾏﾄｺﾄﾊﾞ）を漢字による書記化作業で最初に記述した体系的歴史書。 父は壬申の乱で功績のあった多品治(ｵｵﾉﾎ

ﾝﾁ)である。祖先は神八井耳命(太氏族)である。太安万侶は多坐弥志理都比古神社の境外摂社である小杜神社の

祭神。新撰姓氏録によれば、太(多)氏の祖は初代神武天皇（前 660-585）の皇子・神八井耳命(太氏族)。和銅 5

（712）年 1月 28日 正五位上勲五等太朝臣安萬侶（『古事記』序文）、養老 7（723）年 7月 7日 民部卿従四位下

太朝臣安麻呂卒（『続日本紀』）。 

概要：『古事記』の原本は現存せず、幾つかの写本が伝わる。成立年代は、写本の序に記された和銅 5（712）

年により、8 世紀初めに措定される。内容は、神代における天地（ｱﾒﾂﾁ）の始まりから推古天皇の時代に至るまでの

様々な出来事（神話や伝説などを含む）が紀伝体で記載される。また、数多くの歌謡を含む。なお、『古事記』は「高

天原」という語が多用される点でも特徴的な文書である。 

『古事記』は『日本書紀』のような勅撰の正史ではないが、序文で 42 代天武天皇（697－707）が、撰録帝紀 討覈舊

辭 削僞定實 欲流後葉 訓読文：帝紀を撰録（ｾﾝﾛｸ）し、旧辞を討覈（ﾄｳｶｸ）して、偽りを削り実を定めて、後葉に

流（ﾂﾀ）へむと欲（ｵﾓ）ふ。と詔したと記載があるため、勅撰とも考えられる。史料の上では、序文に書かれた成立過

程や皇室の関与に不明な点や矛盾点が多いとする見解もあり、また『日本書紀』における『続日本紀』のような『古

事記』の存在を直接証明する物証もないため、古事記偽書説（後述）も唱えられていたが現在では否定されてい

る。 
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『古事記』は、歴史書であるが文学的な価値も非常に高く評価され、神典の 1 つとして、神道を中心に日

本の宗教文化・精神文化に多大な影響を与えている。古事記に現れる神々は、現在では多くの神社で祭神

として祀られている。 

記紀編纂の要因：乙巳の変（ｵｯｼﾉﾍﾝ）は、中大兄皇子・天智天皇、中臣鎌子らが宮中で蘇我入鹿を暗殺し

て蘇我氏（蘇我本宗家）を滅ぼした飛鳥時代の政変で、中大兄皇子は体制を刷新して大化の改新と呼ばれ

る改革を断行した。）で中大兄皇子（38 代天智天皇 661－671）は蘇我入鹿を暗殺する。これに憤慨した蘇

我蝦夷は大邸宅に火をかけ自害した。 この時に朝廷の歴史書を保管していた書庫までもが炎上する。 『天

皇記』など数多くの歴史書はこの時に失われ「国記」は難を逃れ中大兄皇子（天智天皇）に献上されたと

あるが、共に現存しない。天智天皇は白村江の戦いの敗北で唐と新羅連合に敗北し記紀編纂の余裕はなか

った。既に諸家の帝紀及本辭（旧辞）には虚実が加えられ初めていた。そのために『天皇記』や焼けて欠

けてしまった「国記」に変わる古事記や日本書紀の編纂が天智天皇の弟である 40 代天武天皇（672－686）

の命により行われる。まずは 28 歳の稗田阿礼の記憶と帝紀及本辭（旧辞）など数多くの文献を元に古事記

が編纂された。 

成立：成立の経緯を記す序によれば『古事記』は、40 代天武天皇の命で稗田阿礼が「誦習」していた『帝皇日継』

（天皇の系譜）と『先代旧辞』（古い伝承）を太安万侶が書き記し、編纂したものである。 

書名：『古事記』の書名は、もともと古い書物を示す一般名詞であり、正式名ではない。書名は安万侶が付けたのか、

後人が付けたのか定かでない。読みは「フルコトブミ」との説もあったが、現在は一般に音読みで「コジキ」と呼ばれ

る。 

 

2.太安万侶 

太安万侶の生年は不明であるが. 命日は 723 年 7 月 6 日である。生活地は平城京左京四条四坊（奈良市）である

が、本拠地は和国十市郡飫富郷(現在、奈良県奈良市田原本町多)である。太安万侶は第４３代元明天皇

（707-715）の勅により稗田阿礼（ﾋｴﾀﾞﾉｱﾚ）の誦習した帝紀・旧辞を筆録，古事記三巻を撰進し、日本書紀の編纂

にもあたった。太安万侶の太(ｵｵ)は、多氏、意富氏等と同様、新羅系の帰化人で「おほ氏」と呼ばれる一族である。

「王」氏か。同じ帰化人の秦氏の流れである（表 2-1）。 

 

表 2-1.太安萬侶の関連項目 

太安万侶(?-AD.723) 命日：7 月 6 日 生活地は平城京左京四条四坊（奈良市） 

  霊亀 2(716)年に太氏の氏長に任命。 

奈良時代の貴族・上級官人 近代以前の日本歴史家 1979年太安万侶墓発見 実在の人物 

奈良時代の文官・文人 姓は朝臣 名は安萬侶、安麻呂 民部卿 

官位は従四位下勲五等 贈従三位 『弘仁私記』の序によって、『日本書紀』の編纂 

第４３代元明天皇（707-715）の勅により稗田阿礼（ﾋｴﾀﾞﾉｱﾚ）の誦習した帝紀・旧辞を筆録，古事記三巻を撰進。  

日本書紀の編纂にもあたった。 

大和国十市郡飫富郷(現在、奈良県奈良市田原本町多)に太氏の本拠地があった。 

太安万侶の太(ｵｵ)は、多氏、意富氏等と同様、新羅系の帰化人で「おほ氏」と呼ばれる一族。 

「王」氏か。同じ帰化人の秦氏の流れ。 
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古事記は、７世紀の倭語（ﾔﾏﾄｺﾄﾊﾞ）を漢字による書記化作業で最初に記述した体系的歴史書。 

父は壬申の乱で功績のあった多品治(ｵｵﾉﾎﾝﾁ)である。祖先は神八井耳命(太氏族)である。 

太安万侶は多坐弥志理都比古神社の境外摂社である小杜神社の祭神 

『新撰姓氏録』よれば、太(多)氏の祖は初代神武天皇（前 660-585）の皇子・神八井耳命(太氏族)。 

和銅 5（712）年 1 月 28 日 正五位上勲五等太朝臣安萬侶（『古事記』序文）、 

養老 7（723）年 7 月 7 日 民部卿従四位下太朝臣安麻呂卒（『続日本紀』）。 

 

表 2-2 は奈良県奈良市、太安万侶のプロフィ-ルである。太安万侶墓の奈良県奈良市此瀬町の太安万侶

墓から出土した墓誌と真珠。墓誌は青銅製、共に重要文化財、文化庁蔵、奈良県立橿原考古学研究所附属

博物館展示している。墓発見年、茶畑の斜面にて。直径約 4.5m の墳墓、火葬骨や真珠など。41 文字から成る

銘文には「太朝臣安萬侶」の名のほか、居住地や位階、死亡年月日などが記載。奈良時代の上級官人の墓が、こ

のように規模や構造、遺物の出土状況等が明らかにされた例は稀である。 

 

表 2-2.奈良県奈良市、太安万侶のプロフィ－ル 

和 歴 西暦 内     容 

慶雲元年 704 従五位下に叙される。『続日本紀』巻三 

和銅 4 711 
正五位上に叙される。『続日本紀』巻五。元明天皇から稗田阿礼の誦習する『帝紀』『旧

辞』を筆録して史書を編纂を命ず。 

和銅 5 712 天皇に、編纂した『古事記』を献上する。 

霊亀元 715 従四位下に叙される。『続日本紀』巻六 

霊亀 2 716 氏長となる。『続日本紀』巻七 

養老 7 723 
民部卿・従四位下、死去。墓誌。続日本紀』巻九「秋七月庚午民部卿從四位下太朝臣安麻呂

卒」。『続日本紀』巻九による。『古事記』序は正五位上勲五等と記している 

明治 44 1911 
贈従三位に追陞（ﾂｲｼｮｳ）。子孫とされる多人長（ｵｵﾉﾋﾄﾅｶﾞ）によれば、『日本書紀』の編纂に

も加わったとされる。 

昭和 54 1979 

太安万侶墓の奈良県奈良市此瀬町の太安万侶墓から出土した墓誌と真珠。墓誌は青銅製、

共に重要文化財、文化庁蔵、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館展示。 

墓発見年、茶畑の斜面にて。直径約 4.5m の墳墓、火葬骨や真珠など。41 文字から成る銘文

には「太朝臣安萬侶」の名のほか、居住地や位階、死亡年月日などが記載。奈良時代の上級

官人の墓が、このように規模や構造、遺物の出土状況等が明らかにされた例は稀である。 

昭和 55 1980 墓は『太安萬侶墓』として国の史跡に指定。 

昭和 56 1981 『太安萬侶墓誌』は、重要文化財（美術工芸品）に指定。 

 

3.多坐弥-志理都比古（ｵｵｲﾏｽﾔ-ｼﾘﾂﾋｺ-）神社 

3-1.多坐弥志理都比古神社由来 奈良県史 (多神社) 日本最古の神社 



5 

 

近鉄橿原線笠縫駅南西 1.3ｋｍ、新ノ口駅北西 1.5ｋｍの飛鳥川東岸に鎮座する。祭神：神倭磐余彦命・神八井

耳命・神沼河耳命・玉依姫命。俗に多神社という。創祀の古かったことは、天平２年（730）『大倭国正税帳』（正倉院

文書）に、太神戸の稲壱萬 512 束 5 把、租壱伯参拾捌束肆把合壱萬陸伯玖拾束玖把のうち伍伯 18 束が祭神・紳

嘗酒料とあることからでもわかる。大同元年（806）の『新抄格勅符抄』には神戸が大和で 10 戸、播磨で 35 戸、遠江

で 15 戸充てられている。「延喜式」神名帳では式内大社として登載され、四時祭の項の相嘗神 71 座の中に「多社

二座」とあり、臨時祭では二座とも祈雨神祭・名神祭に預り、玄蕃寮式に新羅客入朝時に当って酒醸酒料稲 30 束

を充てられている。「三代実録」の貞観元年（859）正月 27 日の条に従三位勲八等から正三位に賞状と記され、「本

朝世紀』『日本書紀』には正暦 5（994）年 4月 27日疫病放火の災変に際して中臣氏人に奉幣せしめたとある。平安

時代には神田 3町 240歩あったと『興福寺雑役帳』にみえる。中世には十市氏に尊信されたことは天文 21年（1552）

十市遠勝が社殿を造立に際しての下知状と十市遠忠雨乞奉納歌が所蔵されていることでもわかる。 

鎮座地は「和名抄」十市郡の飫富郷で、神八井耳命を祖とする古代豪族多氏の根拠地であったといわれる。久

安５年（1149）の『多神社注進状』には当社の旧名を春日宮と号して多氏の奉斎する神で、多臣将敷の孫が大安万

侶だと記している（「五郡神社記」）。『社記』によると古くは方六町歩が神社地で鳥居があったと伝え、現在東の鳥

居は橿原市十市町の境の寺川河畔にある。神主は代々多氏を名乗る。本殿の後方に神武塚と称する小丘があり、

祭祀遺跡または古墳と考えられている。神社周辺からは多量の弥生式土器が出土する。弥生前期から中期にかけ

待の集落の跡とみられる。「大和志」に「境内ニ有（ニ）神宮寺（一）」とあるが、明治の廃仏棄釈で廃寺となった。現

本殿に向って左３０ｍの地をその寺跡と伝えるが、近年この位置から五輪塔の一部が出土したという。例祭は４月の

第二日曜日である。 

神八井耳命は皇位を弟に譲り、自らは神祇を祭る 2 代綏靖天皇（前 581-549）2 年、春日県(後の十市県)に大宅

を造り、神籬磐境を立てる崇神天皇７年神祠を改作して天津日瓊玉命、天璽鏡劔神を祈賽天平２年(730)太神社

『大倭国大税帳』天平１０(738)年前後、全国相嘗社 15 社の一つに数えられる大同元年(８０６)神封六十戸『新抄格

勅符抄』、貞観元年(859)正月２７日正三位『三代実録』、正暦５(９９４)年４月中臣氏人をして幣帛を奉られる『本朝

世紀・日本紀略』、永治元年(１１４１)正一位『多神宮注進状草案』、天文２１年(１５５２)十市遠勝より、神社周囲六町

四方の土地を寄進、明治官制では郷社に列した大正１２年（１９２３）１２月１９日県社。関係氏族：多氏 、祭祀対象：

氏祖。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

3-2.多坐弥志理都比古神社 (多神社)由来 境内案内 

祭神：神武天皇・神八井耳命・神沼河耳命・姫御神・太安万侶 

由緒：社伝によると、神武天皇の皇子神八井耳命がこの里に来られ、…我、天神地祇を祀る…という由緒をもつ。

平安時代の『延喜式』にも名がみえる大和でも屈指の大社である。 

神八井耳命を始祖とする多氏によって祀 られ、中世には国民である十市氏によって支えられた。また、本神社の

南には、古事記の撰録にあたった太安万侶を祀る小杜神社や皇子神命神社、姫皇子命神社、子部神社、屋就 命

神社の若宮がある。 

多神社と呼ばれる神社。古書には、大社・太社・意富社とも書かれている。多氏ゆかりの神社で、祭神・神八井耳命

は、多氏の祖。古事記の編者・太安万侶も、多氏の一族だと言われている。  

本殿は、東西に一間社の春日造が並ぶ四殿配祀の形式をとる。江戸時 代中頃の建築様式をよく残すもので、 奈

良県の指定文化財になっている。なお、本地は弥生時代の集落遺跡 として著名である。  
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3-3.多坐弥志理都比古神社 (多神社)由来 

飛鳥川の東、県道５０号線の南にある。境内は広くて美しく、四棟並んだ本殿も美しい。境内には多くの末社(小

祠)がある。参拝時に気づかなかったが、本殿後方に神武塚という小丘があり、祭祀遺跡だと考えられている。本殿

は四棟で、現在、第一社に神武天皇、第二社に神八井耳命、第三社に神沼河耳命、第四社に姫御神を祀ってい

る。ただし、明治の神社明細帳によれば、第一社・第四社は境内社扱いとなっており、主神は、神八井耳命と神沼

河耳命の二座。また、別の説では、神八井耳命と神武天皇、神八井耳命と姫神など、いろいろ。が、延喜式におけ

る、「弥志理都比古」が本来の祭神で、これが神八井耳命。神武天皇の長子・神八井耳命は、弟である神沼河耳命

（綏靖天皇）に皇位を譲ったので身を退かれたという意味で、「ミツシリツヒコ」という。あるいは、神八井耳命に「八井」

から多くの井を司ると考え、水神的性格を強調して「ミツシリツヒコ」という。 周囲に摂社がいくつかあり、全部式内社

のようだ。皇子神命神社と姫皇子神社については、境外摂社とする説、本殿四棟の右殿とする説がある。 

 

表 3-1.多坐弥-志理都比古（ｵｵｲﾏｽﾔ-ｼﾘﾂﾋｺ-神社の内容 

1 主祭神 

第一社 神倭磐余彦尊（神武天皇：神八井耳命の父）、 

第二社 神八井耳命 

第三社 神沼河耳命（綏靖天皇：神八井耳命の弟） 

第四社 姫御神（玉依姫命：神八井耳命の祖母） 

2 神社創建 綏靖天皇 2年（紀元前 580年） 、時代：江戸時代 18世紀前半 

3 勧請神 海神族系の和邇族との関係があるか。 

4 祭 神 
神八井耳命、神泥川耳命、神倭磐余彦尊、玉依姫命である。 

現神社では本来の祭神を水知津彦・火知津姫神と見、それを神八井命の神格化された。 

5 
延喜式 

神名帳 

二座(並名神大月次/相嘗/新嘗)   

大和国 十市郡鎮座  

6 社格等 
式内社（明神大）・元県社。天平１０(７３８)年前後、全国相嘗社 15社の一つに数えられる新羅

使節に対して給する神酒の料稻を出すという特別な 12社の一つ。 

7 例 祭 4 月第 3 日曜日延喜式内明神大社(元県社) 

8 鎮座地 奈良県磯城郡田原本町大字多字宮ノ内 569  

9 交通手段 近鉄橿原線 笠縫駅下車 西へ徒歩 20 分（南東 1500ｍ） 

10 位 置 北緯 34 度 32分 08秒 東経 135度 47 分 11 秒  

11 標 高 51ｍ 

12 電話・FAX TEL 07443-3-2155 

13 本殿 春日造 県指定文化財  

14 本 殿 春日造 (四棟) 

15 
境内摂・末

社・論社 

摂社：①小社神社、②皇子神命神社、③姫皇子命神社、④屋就神命神社,⑤子部神社 

論社：姫皇子命神社  

末社：熊野神社、住吉神社、春日神社、石上神社、竈(かまど)神社、八幡神社、祓戸神社 

16 その他 

別名：多(おお)神社。関係氏族：多氏 。多臣将敷の孫が太安万侶である。 

関係氏族の多氏は、神武天皇の皇子神八井耳命から出たと称しており、大和国十市郡多村

（『和名抄』の飯富郷・現磯城郡田原本町多）の多坐弥志理都比古神社（式内社、旧県社。



7 

 

俗に多大明神ともいう）を氏神として奉斎している。神八井耳命については、2 代綏靖天皇

（前 581-前 549年：神渟名川耳命）の同母兄と記紀に記される。多（オホ）は太、大、意富、飯

富、於保とも記される。 

 

3-4.多坐彌志理都比古神社(多神社)由来 日本最古の神社、参拝の栞 

鎮座地： 奈良県磯城郡田原本町多５６９番地 

神社名： 多坐彌志理都比古神社(略称 多神社) 

社格： 延喜式内明神大社(元県社) 

祭神: (向かって右より)、第一殿 神倭磐余彦尊(ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋﾞｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ) 初代神武天皇、第二殿 神八井耳尊(ｶﾑ

ﾔｲﾐﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ) 神武天皇第二皇子 多神社主神、第三殿 神沼河耳尊(ｶﾑﾇﾏｶﾜﾐﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ) 神武天皇第三皇子 

二代目綏靖天皇、第四殿 姫御神玉依姫(ﾀﾏﾖﾘﾋﾒ) 神武天皇の母君とも云われている 

 

 

  

写真 3-1.多坐弥-志理都比

古-神社の社殿 

写真 3-2.多坐弥-志理都比古-神社

の本殿 

写真 3-3.多坐弥-志理都比古-神

社の鳥居 

 

写真 3-1 は多坐弥-志理都比古-神社の社殿。 写真 3-2 は多坐弥-志理都比古-神社の本殿。 写真 3-3 は多坐

弥-志理都比古-神社の鳥居である。 

4.太安萬侶墓 

4-1.史跡太安萬侶墓 案内板転載  

 太安萬侶墓は、東山山中の田原の里に所在する奈良時代の火葬墓である。昭和 54（1979）年 1 月、竹西英夫氏

によって茶の改植中に発見されたもので、出土した銅製墓誌により、古事記の編者として有名な太安萬侶の墓であ

ることが明らかになった。墓誌には「左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥年 7月 6日卒之書養老 7

（723）年」の四一文字が刻まれ、居住地、位階と勲等、死亡年月日、埋葬年月日を記してある。 

 墳丘は直径 4.5ｍの円墳と推定され、埋葬施設は中央部に墓拡を掘り、底に木炭を敷いて墓誌を置きその上に木

櫃（ｷﾋﾞﾂ）を安置しであった。さらに、その上の墓？全体にうすく木炭を敷いた後、砂質土を版築状に硬くつき固め、

木櫃の中には火葬骨、真珠等が収めてあった。奈良時代上級官人の墓としては、このように規模、構造、遺物の出

土状況等が明らかにされた例は極めて稀であり、昭和 55 年 2 月 19 日史跡に指定された。 昭和 56 年 11 月 奈

良県教育委員会 

 

4-2.史跡太安萬侶墓の出土品 
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発見者は竹西英夫氏、墳丘は直径 4.5ｍの円墳、奈良時代の火葬墓、底に木炭を敷いて墓誌、発見年月は

1979年 1月、標高は 411ｍ、木櫃を安置、出土した銅製墓誌、四周と上面を木炭で覆った木炭槨、昭和 55年

国の史跡に指定、奈良時代上級官人、木櫃の中には火葬骨、真珠等が収め、砂質土を版築状に硬く固めた。

経緯度は、北緯 34度 39分 55秒、東経 135度 54分 25秒である。 墓誌には「左京四條四坊従四位下勲五等

太朝臣安萬侶以癸亥年 7月 6日卒之書養老 7（723）年」の四一文字が刻まれ、居住地、位階と勲等、死亡年月

日、埋葬年月日を記してある。墓誌銘文は 2行 41字。陵墓地は、奈良県奈良市此瀬町、山中の田原の里であ

る茶畑から「安万侶墓」が茶の改植中に発見。火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したと発表

された。遺骨は近くの寺に供養され、今年 7月、安万侶墓の伝承地ある多神社近くの塚に分骨を納めた。日本

最古の歴史書である。712年（和銅 5年）に太朝臣安萬侶（ｵﾎﾉｱｿﾐﾔｽﾏﾛ）（太安万侶とも表記）が編纂し、43代

元明天皇（707-715）に献上した（表 4-1）。  

 

表 4-1.史跡太安萬侶墓（史跡出土品） 

発見者は竹西英夫氏 墳丘は直径 4.5ｍの円墳 奈良時代の火葬墓 

底に木炭を敷いて墓誌 発見年月は 1979 年 1月 標高は 411ｍ 

木櫃（ｷﾋﾞﾂ）を安置 出土した銅製墓誌 四周と上面を木炭で覆った木炭槨 

昭和 55 年国の史跡に指定 奈良時代上級官人 木櫃の中には火葬骨、真珠等が収め 

砂質土を版築状に硬く固めた 経緯度は、北緯 34度 39分 55秒、東経 135 度 54分 25秒、 

墓誌には「左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥年 7 月 6 日卒之書養老 7（723）年」の四一文字が

刻まれ、居住地、位階と勲等、死亡年月日、埋葬年月日を記してある。墓誌銘文は 2 行 41 字。 

陵墓地は、奈良県奈良市此瀬町、山中の田原の里である茶畑から「安万侶墓」が茶の改植中に発見。 

火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したと発表された。 

遺骨は近くの寺に供養され、今年 7月、安万侶墓の伝承地ある多神社近くの塚に分骨を納めた。 

 

 
   

写真 4-1.史跡、太安萬侶墓の跡碑と茶畑 

 

写真 4-1 は 史跡、太安萬侶墓の跡碑と茶畑である。写真 4-2 は史跡の太安萬侶墓と祭壇である。写真 4-3 は、

史跡、太安萬侶墓の説明板を奈良県教育委員会によるものである。写真 4-4 は. 太安万侶墓から出土した墓誌と

真珠ある。上記説明版に、木櫃のなかに真珠があったという記事が見える。孝徳天皇大化二年（ 646）に出された

いわゆる「大化の薄葬令」（ﾀｲｶﾉﾊｸｿｳﾚｲ）という詔（ﾐｺﾄﾉﾘ）がある。派手な葬式をするな、棺に漆を塗るな、殉死は

禁ずると言ったような内容だが、その中に ｢珠玉を口に含ませ」という記述がある。この安万侶の火葬骨とともに出
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土した真珠４個もおそらくこの風習によったものである。 

 

   

写真 4-2.史跡の太安萬侶墓と祭壇 

 

  

写真 4-3.史跡、太安萬侶墓の説明板は奈良県教育委員会制作。 

木櫃のなかに真珠があったという記事は、今も、現存している。 

写真 4-4. 太安万侶墓から出土した墓誌

と真珠が見える。 

 

写真 4-3 は史跡、太安萬侶墓の説明板は奈良県教育委員会制作。木櫃のなかに真珠があったという記事は、今も、

現存している。写真 4-4 は太安万侶墓から出土した墓誌と真珠が見える。 

 

   

写真 4-5. 最古の古事記写 写真 4-6.太安萬侶の墓誌の筆跡 写真 4-7.太安萬侶墓誌の 41 文字 
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写真 4-5 は、最古の古事記写である。写真 4-6 は、太安萬侶の墓誌の筆跡。安萬侶以癸亥十二月十五日乙

巳、細隆線の毛筆痕跡が浮かぶ。写真 4-7 は、太安萬侶墓誌の４１文字（左亰四條四坊従四位下勲五等太

朝臣安萬侶以癸亥年 7月 6 日卒之養老 7年 12 月 15 日乙巳）、規模（縦 0.29m、横 0.06ｍ、厚さ 0.01ｍ）から

なる銘文には、居住地､位階、死亡年月日などが記している。 

 

   

写真 6.墓は昭和 54年奈良市で発見 写真 7. 太安萬侶の御神像 写真 8. 太安萬侶(明治時代) 

 
写真 6 は太安萬侶墓、昭和 54年奈良市で発見された。写真 7 と 8 は太安萬侶の御神像である。和銅４（711）

年、元明天皇は太安万侶に命じて稗田阿礼が誦むところを一書にまとめさせる。太安万侶は、これを奉じ

て古事記を上・中・下の三巻として、和銅５(712)年に天皇に献上する。太安万侶の太（オオ、オホ）とい

う名は、多氏、意富氏等と同様、新羅系の帰化人で「おほ氏」と呼ばれる一族だろうとされる。「王」氏か

もしれない。同じ帰化人の秦氏の流れとも言う。 

 

5.おわりに 

「続日本紀」には、慶雲元( 723)年、太朝臣安万侶が霊亀 2(716)年氏の長となる、という記事がみえ、養老７( 723)年

死去し、民部卿・従四位下に処せられたとある。「弘仁私記」（ｺｳｲﾝｼｷ）と言う書物には、多朝臣人長（ﾋﾄﾅｶﾞ）太安

万侶は、「古事記」を書き「日本書紀」の編纂にも参加したとあり、「日本後紀」（ﾆﾎﾝｺｳｷ）には、多人長は、高官に日

本書紀の講義をしたという記事があるが、「続日本紀」をはじめその他の古記録には、太安万侶が日本書紀の編纂

に参加したという記録はないようである。「続日本紀」には、和銅年間の古事記についての記録もないようである。 
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