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「樹」と、日本文化との関係を探る。 

① 「樹」には、「木」を植える、立てる人間「行為」の意味が含まれる。 
 

  同訓異字“き【木・樹】”の区別 『日本国語大辞典』  
  【木】（モク・ボク）立ち木。「喬木」「庭木」 材木、材質としての木。 
     「木材」「木刀」《古き・こ》 
  【樹】（ジュ）立ち木。「果樹」「針葉樹」 また、木をうえる。転じて、うちたてる。 
     「樹立」《古き・うゑき・くつき・はやし・うう・たつ・かき》  
 

② 転じて、大きな木、巨木、大樹を示す感覚、用例がある。 
 

古典での表現 ・・・ 生と死の境であり、繋ぐもの 
 

 『古事記』   スサノオの死と再生に関わる「樹」 
 

 『日本書紀』 イザナミの死を嘆くイザナギの涙が、「樹」の下の神になった。 
  黄泉の国で、イザナミから逃げるイザナギが、大樹に放尿すると川となった。 
  川は、追い駆けてきた泉津日狹女（よもつひさめ）から、イザナギを遠ざけた。 

『古事記』 大國主神     国支配の縁起 
 

● 大穴牟遲神（おおあなむぢのかみ）八十神（やそかみ）に 
     大樹で襲われ死ぬが、神産巢日之命によって蘇生 
 

於是八上比賣、答八十神言「吾者、不聞汝等之言。將嫁 大穴牟遲神。」故爾八十神
怒、欲殺大穴牟遲神、共議而、至伯伎國之手間山本云「赤猪在此山。故、和禮此二字
以音共追下者、汝待取。若不待取者、必將殺汝。」云而、以火燒似猪大石而轉落、爾
追下取時、卽於其石所燒著而死。爾其御祖命、哭患而參上于天、請神産巢日之命
時、乃遣𧏛貝比賣與蛤貝比賣、令作活。爾𧏛貝比賣、岐佐宜此三字以音集而、蛤貝
比賣、待承而、塗母乳汁者、成麗壯夫訓壯夫云袁等古而出遊行。   於是八十神見、
且欺率入山而、切伏大樹、茹矢打立其木、令入其中、卽打離其氷目矢而、拷殺也。
爾亦其御祖命、哭乍求者、得見、卽折其木而取出活、告其子言「汝有此間者、遂爲八
十神所滅。」乃違遣於木國之大屋毘古神之御所。爾八十神、覓追臻而、矢刺乞時、自
木俣漏逃而云   「可參向須佐能男命所坐之根堅州國、必其大神議也。」 
 

● 葦原色許男（あしはらしこをのかみ）須勢理毘賣（すせりびめ）の父の須佐之男命に試される 
 

故、隨詔命而、參到須佐之男命之御所者、其女須勢理毘賣出見、爲目合而、相婚、
還入、白其父言「甚麗神來。」爾其大神出見而、告「此者、謂之 葦原色許男。」卽喚入
而、令寢其蛇室。於是其妻須勢理毘賣命、以蛇比禮二字以音授其夫云「其蛇將咋、
以此比禮三擧打撥。」故、如教者、蛇自靜、故平寢出之。 （中略） 
  

爾握其神之髮、其室毎椽結著而、五百引石取塞其室戸、負其妻須世理毘賣、卽取持
其大神之生大刀與生弓矢及其天詔琴而、逃出之時、其天詔琴、拂樹而地動鳴。故、
其所寢大神、聞驚而、引仆其室、然解結椽髮之間、遠逃。  
故爾追至黃泉比良坂、遙望、呼謂大穴牟遲神曰「其汝所持之生大刀・生弓矢以而、
汝庶兄弟者、追伏坂之御尾、亦追撥河之瀬而、意禮二字以音爲大國主神、亦爲宇都
志國玉神而、其我之女須世理毘賣、爲嫡妻而、於宇迦能山三字以音之山本、於底津
石根、宮柱布刀斯理此四字以音、於高天原、氷椽多迦斯理此四字以音而居。是奴
也。」故、持其大刀・弓、追避其八十神之時、毎坂御尾追伏、毎河瀬追撥、始作國也。 
  

● 八上比賣（やかみひめ） 正妻の須世理毘賣を恐れ、生んだ我が子を木の俣に刺し挟む 
 

故、其八上比賣者、如先期、美刀阿多波志都。此七字以音。故、其八上比賣者、雖率
來、畏其嫡妻須世理毘賣而、其所生子者、刺挾木俣而返、故名其子云木俣神、亦名
謂御井神也。 

『日本書紀』 神代 上 
 

一書曰、伊弉諾尊與伊弉冉尊、共生大八洲國。然後、伊弉諾尊曰「我所生之國、
唯有朝霧而薫滿之哉。」乃吹撥之氣、化爲神、號曰級長戸邊命、亦曰級長津彥命、

是風神也。又飢時生兒、號倉稻魂命。又、生海神等號少童命、山神等號山祇、水
門神等號速秋津日命、木神等號句句廼馳、土神號埴安神。然後、悉生萬物焉。
至於火神軻遇突智之生也、其母伊弉冉尊、見焦而化去。于時、伊弉諾尊恨之曰
「唯以一兒、替我愛之妹者乎。」則匍匐頭邊、匍匐脚邊而哭泣流涕焉、其淚墮而
爲神、是卽畝丘樹下所居之神、號啼澤女命矣。遂拔所帶十握劒、斬軻遇突智爲
三段、此各化成神也。復劒刃垂血、是爲天安河邊所在五百箇磐石也、卽此經津
主神之祖矣。復劒鐔垂血、激越爲神、號曰甕速日神、次熯速日神、其甕速日神
是武甕槌神之祖也、亦曰甕速日命、次熯速日命、次武甕槌神。復劒鋒垂血、激
越爲神、號曰磐裂神、次根裂神、次磐筒男命、一云磐筒男命及磐筒女命。復劒
頭垂血、激越爲神、號曰闇龗、次闇山祇、次闇罔象。 
  

然後、伊弉諾尊、追伊弉冉尊、入於黃泉而及之共語時、伊弉冉尊曰「吾夫君尊、
何來之晩也。吾已湌泉之竈矣。雖然、吾當寢息、請勿視之。」伊弉諾尊、不聽、陰
取湯津爪櫛、牽折其雄柱、以爲秉炬而見之者、則膿沸蟲流。今世人、夜忌一片
之火・又夜忌擲櫛、此其緣也。時、伊弉諾尊、大驚之曰「吾不意、到於不須也凶
目汚穢之國矣。」乃急走廻歸。于時、伊弉冉尊恨曰「何不用要言、令吾恥辱。」乃
遣泉津醜女八人、一云泉津日狹女、追留之。故伊弉諾尊、拔劒背揮以逃矣。因
投黑鬘、此卽化成蒲陶、醜女見而採噉之、噉了則更追。伊弉諾尊、又投湯津爪
櫛、此卽化成筍、醜女亦以拔噉之、噉了則更追。後則伊弉冉尊、亦自來追。是時、
伊弉諾尊、已到泉津平坂。一云「伊弉諾尊、乃向大樹放尿、此卽化成巨川。泉津
日狹女、將渡其水之間、伊弉諾尊、已至泉津平坂。」故便以千人所引磐石、塞其
坂路、與伊弉冉尊相向而立、遂建絶妻之誓。 

９月１８日（日） 宗像神社伝来 御所の元「左近桜」、 
その孫桜を、被災復興支援中の山科法嚴寺様（清水寺 
奥院）にご寄進いただき、一同参列にて植樹！ 
 

当方、京都御苑の宗像神社高屋宮司と法嚴寺田中住職 
との「桜のコラボ」を コディネートしました。左近の孫桜！ 
 

    < 京都府開催「第４０回全国育樹祭」協力行事  >  
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マナイズム  見えない チカラ 

稀人概念 

他界から来訪する霊的  
もしくは 神の本質的存在 

繋ぐモノ 風・鳥    樹 ・柱 

他界 （あちら ほか よそ むこう） 

常世国 
空・天 海・山 

黄泉国 
死後 

日本文化の原理   

  神道における「樹」について、「日本文化の原理」 における位置付けを図示し、 
「カミ」について、「記」・「紀」神話から、その古代の感覚を解説する。 
それは、「見えないモノ、チカラ」の気配を感じるこころと関係する。 
  古事記は、初めに誕生する、「 天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）」 「高御産巣日神（タカミムスヒノ
カミ）」「神産巣日神（カミムスヒノカミ）」「宇摩志阿斯訶備比古遲神（ウマアシカビヒコヂノカミ）」「天之常立
神（アメノトコタチノカミ）」「國之常立神（クニノトコタチノカミ）」「豐雲上野神（トヨクモノカミ）」は、「隱身」な
りとする。 
 

上田正昭先生は、 この記述から、目に見えない「隱身」、これを日本語の「カミ」の語源とする説を、説得
力があると支持される。（「日本人のこころ」より） 
石井一良先生は、 「記」・「紀」神話や、『風土記』などの説話は、縄文時代の古いカミガミ（精霊といった
方がよかろう）が水稲農耕時代の新しい神々と葛藤し、結合し、癒着し、それに吸収されたプロセスを反
映しているとされる。（「思想史Ⅰ」より） 
 
『日本書紀』は、天孫降臨する前の葦原中国について、精霊の活躍する幽暗な（うすくらい）呪術の世界と
する。また、『常陸国風土記』、先住する体が蛇で頭に角がある「夜刀の神」と、西方から進出してきた稲
作の水田開墾者との交渉、 「夜刀の神」を祀ることで決着する。大和の三輪山では蛇神が祭られ、豪族
の娘と結ばれて三輪氏の祖となる。その神は『日本書紀』ではスサノオの子の大物主神とされ、平安時
代の始めには「名神大社」の一つとなって五穀豊穣をもたらす農耕神として国家から奉幣された。 
 
『日本書紀』一書曰、天忍穗根尊、娶高皇産靈尊女子𣑥幡千千姬萬幡姬命・亦云高皇産靈尊兒火之戸
幡姬兒千千姬命、而生兒天火明命、次生天津彥根火瓊瓊杵根尊。其天火明命兒天香山、是尾張連等

遠祖也。及至奉降皇孫火瓊瓊杵尊於葦原中國也、高皇産靈尊、勅八十諸神曰「葦原中國者、磐根・木
株・草葉、猶能言語（なおよくモノ言う）。夜者若熛火而喧響之（夜はホベのモロコにオトナい）、晝者如五
月蠅而沸騰之（昼はサバエナすワキあがる）」云々。 
 
こころ の表現について、 「思想」と、堅い表現となっているが、以下のような「こころ」のことである。 
 

「循環思想」 守り伝えるこころ 
         魂への思い、価値感 継承価値 天皇尊厳 時間軸「無常」 
「現利思想」 今を大切にするこころ 
         技能・技を極めるこころ 政治的には徳治   場所・上下軸「今」 
「和合思想」 上記２軸の「間」で、和合、均衡、葛藤 ゆらぐこころ 
           「国譲 神々和合」「神仏習合」「公武習合」「武家と禅・茶道」 
           「義理と人情」「粋」「いき」「花鳥画と水墨画」「赤楽茶碗と黒楽茶碗」などの間のこころ 
 

古代的精神として 
 

他界感覚 ・・・ 「見えない世界」との交流 自然の中に存在を感じる こころ 
死後の世界、空・天 海・山から来る神  
それらを習合した、他界感覚、神と繋ぐもの、依代としての「神籬・社」 
  

水と産霊の信仰 ・・・  「万物自然に対し、感じるこころ」 
霊す（ムス）霊（ヒ）、生命が誕生する水、それらに共通する「穢と禊」、清浄心・清明心 
以上の重層する感覚を基礎に、形成されてきた「こころの表現」として、「日本文化の原理」とする。 

   

空諦 中諦 仮諦 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

神々習合 

八百万信仰 

縄文・弥生習合 

水 と 産霊（ムスヒ）の信仰 

自然共生・原生思想 

精霊  植物・動物   花鳥風月 

清浄心  
清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る 

水をもたらす 
山の信仰 

穢れを落とし、水によって生命が誕生する 

水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合する。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 

樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

原初共同体 モラル 
地域生活・祭祀 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 

アニミズム 

氏族祖霊の長 

神籬 社  
神の依代 循環的概念（時間） 

 

常世 と 現世 

現利的概念（場所） 
 

ここ と 海、山  

現世（こちら ここ） 

他界 と 現世  

古代的 精神   

こころ  の 表現  

大乗仏教 との 整合  

諸行無常 諸法無我 涅槃寂浄 顕教  

密教  

神 への 思い  

自然 の 法則 ・ 力 

神仏習合 
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【娑羅双樹】しゃら‐そうじゅ［：サウジュ］  
 

出典 『 佛垂般涅槃略説教誡経 』   通称『遺教経（ゆいぎょうきょう）』 
 

後秦亀茲国三蔵 鳩摩羅什 奉詔譯 
 

後秦[こうしん]（の世において）亀茲 [きじ] 国の三蔵、鳩摩羅什が詔を奉って訳す 
 
釋迦牟尼佛初転法輪。度阿若憍陳如。最後説法度須跋陀羅。所應度者皆已度訖。
於娑羅雙樹間将入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略説法要。 
 

釈迦牟尼仏[しゃかむにぶつ]、初転法輪[しょてんぼうりん]に阿若喬陳如[あにゃ
きょうじんにょ]を度[ど]し、最後の説法に須跋陀羅[すばっだら]を度したもう。応に
度すべき所の者は皆すでに度し訖[おわ]って、沙羅双樹の間に於いて、将[まさ]に
涅槃に入りたまわんとす。この時中夜[ちゅうや]、寂然[じゃくねん]として声無く、諸
弟子の為に略して法要を説きたもう。 
 
日本での用例  
 

 『日本国語大辞典』 
 

＊栄花物語〔１０２８〜９２頃〕音楽「娑羅双樹（シャらサウジュ）の涅槃の夕までの
かたを書き現させ給へり」  
 

＊高野本平家物語〔１３Ｃ前〕一・祇園精舎「娑羅双樹（シャラサウジュ）の花の色、
盛者必衰のことはりをあらはす」 
  

＊金刀比羅本保元物語〔１２２０頃か〕上・法皇崩御の事 
「釈迦如来、生者必滅のことはりをしめさんと、沙羅双樹（シャラサウジュ）の下にし
てかりに滅を唱給ひしかば」 
 
 『仏教語大辞典』   

《「娑羅」は梵 śālaの音写》  
フタバガキ科の常緑高木。インド北部原産で、幹は高さ三〇メートルに達し、径約 
２センチメートルの淡黄色の五弁花を円錐状に多数集めてつける。材は堅く、くさり
にくい。釈迦が入滅した場所の四方に、この木が二本ずつ植えられていたという伝
説からこの名がある。娑羅樹とも。 
 

 『デジタル大辞泉』  
１ フタバガキ科の常緑高木。高さ約30メートルに及び、葉は光沢のある大きな卵形。
花は淡黄色で小さい。材は堅く、建築・器具用。樹脂は瀝青(れきせい)（チャン）の
代用となり、種子から油をとる。インドの原産。さらのき。さらじゅ。しゃらそうじゅ。 
 ２ 釈迦がインドのクシナガラ城外のバッダイ河畔で涅槃(ねはん)に入った時、四方
にあったという同根の2本ずつの娑羅樹。入滅の際には、一双につき1本ずつ枯れ
たという。しゃらそうじゅ。 
 ３ ナツツバキの俗称。 

妙心寺 東林院 
本堂の前庭に樹齢300年ともいわれるものなど数十
本の沙羅双樹の木があり、毎年6月15日～6月30日
の間だけ「沙羅の花を愛でる会」で一般公開される。 
拝観はお抹茶付き1,600円、あるいはお抹茶と精進
料理付き5,950円の 
どちらかになります。 
 

上記の沙羅双樹と 
称する木は「夏椿」 

であり、インドのそれ 
とは別物である。  

樹木崇拝  
 

特定の樹木を神聖視して崇拝する宗教的態度をいう。広義には自然崇拝，植物崇
拝の部類に入る。大樹，美樹，老樹が聖樹とされることも多いが，特定種の樹木が
崇拝対象となる傾向が強い。聖なる森が神の住居とされ，礼拝の場となる例は日本
に限らず，大原始林に覆われたヨーロッパの歴史の黎明期にもみられた。聖霊降臨
祭の行事に森から1本の木を切ってきて村の中央の広場に運ぶ〈五月の木（メー
ポールMaypole）〉の習俗が伴うのはその名残りで，ペリゴール地方ほかでは〈自由
の木〉と呼び，フランス革命の象徴となった。 
 

樹木に神，神霊，精霊が宿るとする観念は広く見いだされ，樹霊に対して多産を祈る
日本の〈成木責め（なりきぜめ）〉の民間習俗は，ブルガリア農民がクリスマス・イブ
に実をつけない果樹に斧を振っておどす習俗と対応している。〈生命の樹〉は死者を
よみがえらせ，病気をいやし，若さを回復せしめる神秘の木で，十字架はしばしば生
命の樹として描かれる。託宣の木にはドドナにおけるゼウス神託の聖なるオーク，デ
ルフォイにおけるアポロンのゲッケイジュなどがあげられる。樹木はまた象徴として
も表される。 
 

《ウパニシャッド》では，宇宙は大空に根を埋め枝を大地に伸ばす逆立ちした〈宇宙
樹〉あるいは〈世界樹〉として表されている。北欧神話の宇宙樹イグドラシルもよく知
られている。 
 

日本においては〈神奈備の森〉は神の住居と見たてての崇拝である。柱立て，榊（さ
かき）立て，柴（しば）さしの神事にみられるように，神霊が祭りの庭に来臨するのが
祭りの祖型である。沖縄の御嶽（おたけ）にはイビと呼ばれる神域があり，高くそびえ
るクバの木に神が降臨する。神社の境内にはしめ縄で囲んだ神木がある。いずれも
神威の根源としては神・霊の斎（いつ）く依代（よりしろ）としての観念が横たわってい
る。このほか民間信仰として三つまたに枝が分かれた木，岩壁にそそり立つ木など
特異性のゆえに神木として崇拝される例や，夫婦松，縁切り榎（えのき），夜泣き木
などがみられる。 「日本大百科全書」 



 ４ ページ       

石川  妙成寺 所蔵 元亀元年（1568） 
等伯 ３０歳   

京都  本法寺 所蔵  慶長４年（1599） 
等伯 ６１歳  

・ 長谷川等伯 の 人生 体験 
 
天正 ７年（1579）  等伯 ４１歳    妻 妙浄 没 
 

天正１９年（1591）   等伯 ５３歳   利休 自刃  
 

文禄  ２年（1593）  等伯 ５５歳  久蔵 不慮 急死 
 

慶長  ３年（1598）  等伯 ６０歳  秀吉 没    妙法尼 没  
 

妙法尼  等伯が最も恩義があり、大檀越となった本法寺の住職、日通上人の母上。  
       等伯は、天正１７年（1589）妙法尼の姉妹である妙福の娘、如静を後妻 
       としている。  

・ 涅槃図の相違 
 

① 娑羅双樹 の変化    樹高  樹肌 花 
② 釈迦 涅槃姿 の変化  右手 左足 
③ 釈迦の生母、麻耶夫人（まやぶにん）と 長寿薬の 有無 

右手 施無畏印  説法を聞く人の緊張を和らげる印 
左足 与願印   仏の深い慈悲を表す印   

・ 日蓮宗 『法華経』の影響を考慮  妙法蓮華経の中心教学 
 

法華経方便品（ぼうべんぽん）第二  『二乗作仏』 
「諸法実相」・「十如是の法理」により、あらゆる衆生の生命に共通の法が具わるこ
とを示し、いかなる衆生も妙法を信解すれば直ちに仏になれることが説かれている。 
 

如来寿量品（にょらいじゅりょうほん）第十六 『久遠実成』  
三世益物 (さんぜやくもつ)の本仏釈尊 「三世」とは、過去・現在・未来 

長谷川等伯  二つの涅槃図 娑羅双樹 から、その心情を探る 

日常・普遍 

考察 
妙成寺の涅槃図は、知識としての表現であり、生死二元観があるが、 
本法寺の涅槃図は、体験を通じた表現となり、永遠性を求め描いた、と考える。 
 

なぜなら、そこでは娑羅双樹は天につながり、釈迦は永遠の存在、慈悲を表す。 
場所と時間、天地・生死の一体感・永遠不変性を表現した、と考える。 
相次ぐ近親縁者の死、法華経の教えが反映した沙羅双樹、涅槃図である 

※ 以上 本論について、本法寺 瀬川貫首に所見伺い済 
 

     法華経の影響など主旨御意  釈迦印については新たな提起となる  



      

英一蝶 「涅槃図」1713年   ボストン美術館所蔵 
       羊部分 

  長谷川等伯 、円山応挙 の「羊」 

          日本画に「羊」が登場するのは、正倉院の染色絵画から約８００年のちとなる。 
 

    長谷川等伯の涅槃図である。 ( 山羊に似ているが） 『 大般涅槃経 』 に登場する羊としての絵である。 
  当時の羊渡来の記録は探せないが、京都で滞在した本法寺、その１０世日通上人は天文２０年(1551) 堺の 
  油屋家の出身。天正１４年(1586) 本法寺の住職となる。 また、千利休を通じ 堺商人との交流の可能性は 
  高く、目にしていたと考える。  七尾時代の等伯『涅槃図』には、巻き毛の羊は描かれていない。 
    等伯以降、江戸時代前期、 英一蝶（はなぶさ いっちょう） 『涅槃図』にも、羊は 登場する。 
  江戸時代中期、円山応挙は 『 群獣図屏風 』 で、さらに写実な羊を描いている。 
  等伯、一蝶の羊は 隅でおとなしく、応挙の羊は群れている。 文字「羊」だけでなく、実体として羊が認識された。 
  いかにも 羊 らしい 描写 が 徐々に成熟していくことに注目したい。 

「三大涅槃」重要文化財    --- 明兆・松栄には羊は見えない--- 
（下左）明兆 東福寺「大涅槃図」応永15年（1408）縦15m 横8m  
             最大級涅槃図  猫描写 
（下右）狩野松栄 大徳寺 紙本着彩 永禄6年（1563）591×352cm 
（上中央）長谷川等伯の本法寺「仏涅槃図」 慶長４年（1599）793×522cm 

臈纈屏風 樹下鳳凰双羊文白綾        (羊 部分) 

円山応挙「群獣図屏風」 宮内庁三の丸尚蔵館 
  享保18年（1733）- 寛政7年（1795） 晩年作 

「儀」         正倉院宝物 の 「羊」 
 
  

 臈纈屏風(ろうけちのびょうぶ） 
  羊木（右） 象木（左）羊木屏風の長さ154．6センチ、幅52．4センチ。 
  材質は絁（あしぎぬ）の臈纈染。 
  画面の下端には、「天平勝宝三年（751）十月」の墨書がみられる。 
  これは律令時代に、各国より納められた調絁（ちょうのあしぎぬ）の銘文 
  であると考えられており、わが国の官営工房で制作されたことを示す根拠 
 

 樹下鳳凰双羊文白綾 じゅかほうおう そうようもんしろあや 径約５１ 絹 
 
古代ペルシャのゾロアスター教で、木は世界の中心にあり、神酒ハマオをつく
る聖樹。羊は戦闘神ウルスナラグの化身とされた。 
インド神話の軍神インドラに相当し仏教では帝釈天として日本に伝楽した。 

「祥」  

石川 妙成寺 所蔵 1568年 
等伯 ３０歳  縦約１．５ｍ 

京都 本法寺 所蔵       
慶長４年（1599） 

巻き毛から羊の描写と考えられる 
他の動物は釈迦を向くが、羊は隅で悲しむ。  
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『 大般涅槃経 』 40巻本には、釈迦が入滅したときには竜、金翅鳥（きんじちょう／鳳凰）、象、獅子、孔雀、オウム、水牛、牛、羊、毒蛇、マムシ、
サソリなどのほか、極楽に住む人面鳥身の迦陵頻伽（かりょうびんか）鳥などまで集まったと書かれている。  『日本の美術９』中野玄三（至文堂）
これを典拠として涅槃図が描かれ、日本では新旧二種の形式の違ったグループに分けることができる。  早くに登場した牛、最後となった羊。 
 

・ 第１形式  応徳３年(1086)に制作された 金剛峯寺本 ( 国宝･これは現存する最古の佛涅槃図 ) を始めとして、主に平安時代に制作された一
群のものを第１形式と呼ぶ。 
第１形式には、鶴林寺板絵 ( 天永3年1112) 、達磨寺本、東博本、宗祐寺本、新薬師寺本、浄教寺本、石山寺本などがある。 
 これら第１形式の図は釈迦を画面中央に大きく、寝台前面の会衆や動物はほとんどなく静寂な雰囲気をもっている。涅槃図の前に立つ参拝者
が実際に、釈迦の寝台に手をかけることができるがごとくに描かれている。そして釈迦の姿勢は第２形式と異なって両足を真っ直ぐ伸ばし、両腕を
体の両側にくっつけている。釈迦を描く方向は釈迦の足側から見た構図で寝台の右側が見えるように描いている。また横たわる釈迦を大きく中心
に描くため長方形横長の画面が少ない。 
 現存する第１形式の図は浄土思想と結び付いていた。 播磨鶴林寺の板絵は法華堂の来迎壁で九品来迎図と表裏の関係にある。 
 

・ 第２形式   鎌倉時代に始まった新しい様式で、それ以後の涅槃図は殆どこの形式を踏襲する。最も顕著な特長は釈迦入滅の情景を涅槃経
典(大般涅槃経４０巻本、３６巻本)に忠実に従って景観的に描くことである。釈迦はやや小さく右手を枕にして右脇を下にして横たわり両膝を曲げ
て両足を重ねている。５２類が会衆として参集し、阿難は気絶し、力士は地に転び、地に伏して慟哭する女性が描かれている。 
 画面上方からは摩訶摩耶経にもとずき釈迦の母摩耶夫人が降下しています。沙羅双樹の梢は高く雲は激しく飛び交い、満月が中天にかかって
いる。そして地には雲が湧き立っている。釈迦入滅の天変地変を暗示している。人々の号泣を一層誇張し、鬼類やさらに動物をも加え、激しい慟
哭のシーンを強調するようになるのは鎌倉時代からである。 
 鎌倉時代には涅槃変想図が新たに始められた。また、第１形式と第２形式が徐々に交替する時期でもあった。八相涅槃図とは、釈迦の涅槃の
情景を描いた周囲に涅槃前後の出来事を６.７場面を描いたもので、一般に八相涅槃図と呼ばれている。また涅槃の周囲に仏伝を描いたものも八
相涅槃図と呼ばれる。両者を区別して、前者を涅槃変相図と呼ぶ。   
 南北朝・室町時代は佛涅槃図が各寺院に普及した時期であった。東福寺本(縦1500横800cm)は兆殿司、大徳寺本(縦591横352cm)は狩野直信、
本法寺本(縦791横402cm)は長谷川等伯、興聖寺本(縦169横111cm)土佐行広が描くなど画家も各派に、巨大な法量をもつものが多数描かれた。 

        

第１形式  
高野山 金剛峯寺本  
平安時代  応徳３年(1086) 

 【参考】 日本仏教絵画 「涅槃図」  羊登場以前 

「涅槃会」（ねはんえ）    涅槃図公開は要確認 
東福寺 3/14〜/16     大徳寺 法要  2/15直前の日曜    本法寺  3/14〜/16   
泉湧寺 3/14〜/16  法要 15日  大涅槃図縦16m横8m日本最大紙本極彩色。江戸中期、明誉古かん（※石へんに間） 
真如堂 3/1〜/31 (※毎年同じ日程です)   涅槃図 江戸時代中期、宝永年間作 タテ6ｍ・ヨコ4ｍの紙本着色の極彩色   
1709年に三井家から寄進。  横たわる釈迦の周囲に鯨や蛸など海の生物を含む127種類の多様な生物が描かれているのが特徴。 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

牷 

「羊」 と 「牛」   ---   調和 の羊  主張する牛  --- 

  羊 
   美、善としての  調和の形態 
   義から儀・議と 関係の象徴へ 
   祥として義をなし、美に至る 
 
  牛との習合で犠牲、そして牷に至る 

 
  牛 
   放たれた物として、主張の存在 
   物の代名詞から、 特別なる物へ 
 
   牟はむさぼるが、牟尼は聖者 

羊の文化、牛の文化 とは 
  十二支では対極する「羊と牛」  そこに意味はあるのか？ 
十二支の動物の中でも, 羊が持つ象徴的意味は素晴らしく、群を抜いている｡   
未は十二支の第八位で, 中国人にとって｢八｣は安定と繁栄の象徴である｡ 
 

 

第２形式  
丹波 妙法寺本 絹本着色  
縦109.2 横80.4  
鎌倉時代 正中２年（1325）   
大仏師法眼命尊(みょうぞん） 
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「天寿国曼荼羅刺繡帳」 中宮寺 解説より 
 

  日本最古の刺繍遺品として知られる「天寿国曼荼羅繡帳」は、推古天皇三十年（622）、聖徳太子の妃である橘大郎女が、太子薨去ののち、図像をつくって太子往生の姿を偲びたいと、宮中の采
女に命じて、太子が往生されている天寿国のありさまを刺繡しめられたもの。 
 

  もとは繡帳二帳よりなり、そこには百個の亀甲が刺繡され、亀の甲には一個に四字ずつ、都合四百文字で繡帳造顕の由来が示されていました。 
幸いその銘文の全文が『上宮聖徳法王帝説』という本に書き留められており、それによると、絵を描いたのは東漢末賢（あやのぬかこのまけり）、 
高麗加世溢（こまのかせい）、漢奴加己利（あやのぬかこり）。 これを監督したのは椋部秦久麻（くらべのはたくま）である。 年を経るにつれて曼荼 
羅は破損し、現存するものは一部にすぎないが、紫羅の上に、白・赤・黄・青・緑・紫・樺色などのより糸 をもって伏縫の刺繍が施された繍帳は、 
鮮麗な色彩を残しており、七世紀中葉の染色技術、服装、仏教信仰などを知るうえで貴重な遺品である。  
（現在、本堂にレプリカ展示、実物は奈良国立博物館に寄託）  

       繡   

当説見解 「天寿国曼荼羅繡帳」の「天寿国」 とは   「衣装・天皇称（上宮聖徳法王帝説）」より、製作時期を、推古朝～天武朝まで として 
 

  聖徳太子は、三教義疏を記した。と『日本紀（日本書紀）』は記録する。 『法華経』・『勝鬘経』・『維摩経』の解釈本である。 法隆寺聖徳宗の高田良信長
老が集体した「法隆寺教学の研究」によると、その根本経典は法華経である。三教義疏は「大乗一仏乗教と空観理解による平等」、つまり万人平等の成仏
を説いた、とする。 ちなみに三教の内、法華義疏に登場し帰着尊重された救済者が「観音菩薩」である。 
法隆寺や四天王寺の「救世観音」はその功徳を解釈総合する呼称であり、伝来元の北魏の「家」を中心とした死者追善から、国家レベルの救済に進化した。   
  「法華経」二十八品（ほん）の内、十六品が「如来寿量品（ほん）」、二十五品が「観世音菩薩普門品（ぽん）」である。 下記の日蓮宗「法華宗教義」でも、
その「如来寿量品」が最重要とされ、三世益物(さんぜやくもつ)の本仏釈尊を説く。 つまり、寿量本仏釈尊が過去・現在・未来の三世に亘り、一切衆生を教
化して仏道に入らしめられることとする。   
  すなわち、聖徳太子の本願として描かれた「天寿国」の思想は、往生した場所ではなく、過去・現在・未来であり、それらで衆生教化することで、成される
「理想世界」のことである、と考える。  一般的に阿弥陀仏の浄土とされている極楽への「往生」ではない。 
  我が国の「浄土信仰起源」として、経典の伝来、講経や仏像、仏画伝来が、以下の通り記録されている。 
慧隠（えおん）は遣隋使として、推古天皇16（608）年、小野妹子に従って学僧の旻（みん）、南淵請安らと共に渡り、31年間の留学。 推古天皇30（622）年の
太子没後、舒明天皇11（639）年に帰朝、「無量寿経」を招来した。 舒明天皇 640年 厩坂宮に阿弥陀如来を安置し、無量寿経講経。 また、孝徳天皇 652
年の難波長柄豊碕宮 内裏でも無量寿経を講経した、と「日本書紀」は伝える。 つまり、「浄土」は、太子没後に伝来した信仰思想である。 くしくも太子が

派遣した遣隋使が持ち帰ったが、「天寿国」は「浄土」ではない。 

  今回、あらためて近年の「天寿国繍帳」に関する研究を調査すると、『 わが国における仏教図画と経典 』の中でも、図画が表現している内容は、「法華義疏」と同じく「法華経」を弘める内容である
ことを指摘している。 弥勒たち菩薩や執金剛神たちの画像より、法華経の「２、薬王品、２５、観音品、２７、厳王品、２８、普賢品」との一致を、その論拠とされている。  

 
 
「法華経」  妙法蓮華経如来寿量品第十六より 久遠実成    「寿」の意味 
 
「如来寿量品」の「如来」とは、真如の妙理、すなわち妙法を覚った本仏のことであります。その本仏が衆生済度のため、この娑婆世界に現れて説法教化されたのが、迹仏釈尊である。当品は迹仏
釈尊が「開迹顕本」して、久遠已来常住不滅の本仏なることを明かし、如来の寿命は無量にして永劫に尽きないことを説き示されたので、「如来寿量品」と申します。当品は、法華経二十八品の中で、
一番肝要な本門の正宗分であります。この「寿量品」は法華経の魂魄（こんぱく）であり、一切経の生命（いのち）であり、全仏教の真髄でありますから、古来深遠で高度な哲学的・宗教的・倫理的解
釈がなされています。 
 一切経の中では法華経、法華経の中では「寿量品」を唯一最高、絶対の権威ある経典と仰ぐ。「寿量品」を要約したものが、五百十字の「自我偈」である。 
 

三世益物(さんぜやくもつ)の本仏釈尊 
 「三世」とは、過去・現在・未来を言います。「物」とは衆生のことで、「益物」とは衆生を教化して利益を与えることを言います。すなわち「三世益物」とは、寿量本仏釈尊が過去・現在・未来の三世に
亘り、一切衆生を教化して仏道に入らしめられることです。この三世常住不滅の活動は、法華経「寿量品」にのみ説かれた法門であります。すなわち、寿量本仏釈尊による五百塵点劫の久遠本時よ
り、大通智勝仏等による衆生教化を「過去益物」と言い、インドに出現して一代五十年説法教化された釈尊の活動を「現在益物」と申し、八十歳で非滅現滅を示されてより後、未来永劫に亘る常住不
滅の化導を「未来益物」と申します。 
 本仏釈尊の三世益物は「常在霊鷲山」とあるごとく、常にこの娑婆世界に住して説法教化されるということで、「寿量品」の中心思想は三世常住の益物であり、縦に三世を貫き、横に十方世界に普
遍して、全宇宙法界の衆生をお救い下さる有難い仏さまです。大日如来とか阿弥陀如来は娑婆の衆生とは無縁で、三世益物の徳は無く、ひとり「寿量品」の教主釈尊にのみ具わった仏徳である。 
しかし、縁無き衆生は度し難しですから、釈尊の因行果徳の具足した本門寿量のお題目、すなわち「本果実証のお題目」を、身・口・意に修行することが肝要である。とする。 「法華宗教義」より 
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「天寿国」 とは、聖徳太子の理想世界である、と仮説する。 では、その理想世界とは、何か？ 
 

 佐伯 定胤（さえき じょういん）氏は、1950年（昭和25年）法相宗を離脱し、法隆寺を本山に新たに初代佐伯良謙として聖徳宗を開いた。宗派信条は、太子の教理を解釈した七条からなる。   

聖徳宗の高田良信長老の著書「法隆寺教学の研究」によると、その七条の根本は「大乗一仏乗教」である、とする。 
 「一仏乗教」とは、 『法華経』・『勝鬘経』に由来し、一人として成仏せざるものはなく、あらゆる万善万行、すなわち日常の人間生活そのままが多種多様であるにもかかわらず唯一の常住真実の仏
果に究極する、という意味である。 この大理想を達観し、十七条憲法が制定された。また、『維摩経』を通じて、凡夫及び二乗の偏執を打破し、空観を理解し、偏執差別を打破して、四生の終帰、万
国の極宗とした。つまり「万人平等の成仏」を説いた、とする。 「大乗一仏乗教」を、特に力説しているものが、「法華経」の太子註釈「法華義疏」である。 
 

 太子の考えを考察する。 聖徳太子の「理想世界」を探る手掛かりは、「法華経」と、「冠位十二階」、そして「十七条憲法」、そして「敬神の詔」や神社創建である。 それらを総合しなければならない。 
法華経の中で「寿量品」が唯一最高で、その「寿量品」の中心思想は三世常住の益物であり、縦に過去・現在・未来なる三世を貫き、横に十方世界に普遍して、全宇宙法界の衆生の救済を説く。 
しかしなぜ、憲法で、その法華経の主体たる「仏」は二条に登場するのか？ その意味は重要である。なぜなら、その仏教の前に「自然なる調和」の「和」、つまり我が国古来からの「自然調和なる神
への信仰」があるからと考える。 つまり、この「寿量」とは、自然の恩恵、つまり古事記でも記される、水、海、山など原初なる自然神の力の下にある。 「天寿国繍帳」で太子の言葉として記された「世
間虚仮 唯仏是真」の教えとは、「自然の見えない力こそが真実で、この人の世は（その力の表現による）仮の姿である」である、と考える。  
 「神道」という言葉の初見は、『日本書紀』５８５年頃、聖徳太子の父である用明天皇の信仰を解説する記述、「天皇、仏法を信（う）けたまひ、神道を尊びたまふ」である。 しかし、その神道には明文
化されたものはない。 ただただ多様な自然神、皇祖神を祀る信仰である。 しかし、当時、仏教によって逆に我が国古来の信仰が浮きぼりに意識されてきた。 その結果、「神道」と呼ばれ始めた。 
その「神の概念」を 聖徳太子は外来の経典に求め、治世に生かしたのではないか。 治世には明文が必要である。 
 鈴木大拙氏は『日本的霊性』の中で、禅は、仏陀の精神を直接に見ようと欲する。 その精神は、般若（超越的智慧）と大悲（般若と得て個人的な利益や苦悩に思う患わず作用する万物への愛）で
ある、とする。 「禅と茶道」では、原始的単純性の洗練美化、人為排除自然親和とした。 禅と密接する感情的要素の「和敬清寂」の説明で、聖徳太子によって明文された日本意識である「和」を、我

が国の地理環境・温暖気候による固有の心とした。 また、「浄土系思想」とは、末世思想では無く、「純粋他力」と「大悲力」を指す、とした。  
つまり、「禅」は、自身の内に 自然なる「摂理」「和敬清寂」を感じること。 「浄土系思想」とは、自身の外に 自然なる「純粋他力」 「大悲」を願うこと。と 解釈すれば判りやすい。 
 

 聖徳太子は、自然調和な神信仰たる「和」の思想を前提に、「仏」への崇敬、「法」「僧」で具体化した。 その教学は「法華経」を主とする「三教」である。 なぜなら、その教えは時間と空間を超越し、
万人に平等な慈悲力を説いているからである。まさに「自然の力」である。他に何かあるだろうか？ 太子の「法華義疏」では「一大乗」という言葉で、普遍的な平等統一を表現している。  太子は明文
化されていない自然調和な神信仰を、三法崇敬で方便した、と考える。 そして冠位に明らかな様に、本来は「仁義礼智信」の儒教から、自然なる条件として治世者の「徳」を前提に 「仁礼信義智」と
序列した。 そのことは、憲法四条の、治世者に求める「礼」にも表れている。 
 【  聖徳太子「神信仰」の論拠 】 
推古15年（607）、聖徳太子は推古天皇の下、神道の神を厚く祀ることとして、「敬神の詔」を出した。 四天王寺境内には鳥居があり、伊勢遥拝所・熊野権現遥拝所、そして守屋祠がある。 
日本書紀巻第廿二 豐御食炊屋姬天皇 推古天皇 『十五年春二月庚辰朔、定壬生部。戊子、詔曰「朕聞之、曩者、我皇祖天皇等宰世也、跼天蹐地、敦禮神祗、周祠山川、幽通乾坤。是以、陰陽開
和、造化共調。今當朕世、祭祠神祗、豈有怠乎。故、群臣共爲竭心（ともにためにこころをつくして）、宜拜神祗。 甲午、皇太子及大臣、率百寮以祭拜神祗。』 
・聖徳太子が創建したとされる四天王寺七宮 小儀神社（四天王寺東門前） 土塔神社（同南門前）  
河堀稲生神社（天王寺区大道） 久保神社（同勝山） 大江神社（同夕陽丘町） 
 堀越神社（同茶臼山町）祭神 崇峻天皇   上之宮神社（同上之宮町） 今宮戎神社（浪速区恵美須西）。    
法隆寺の鎮守社として、現在の龍田大社より、天御柱命・國御柱命の二神を龍田神社に勧請した。 

聖徳宗の高田良信長老は、藤ノ木古墳被葬者の一人を崇峻天皇と、合理的な推定をされている。  
 

 日本的に編集された「神仏儒習合の共生」こそ、「天寿国」たる「理想世界」である。  
それは、「万人平等思想」を伴い、聖徳太子を原点とし、江戸時代にその完成をみる長い歴史をたどる。 
我々日本人は、神に自然なる「和」と「清」を、仏に「無」と「悲」を知り、儒に「徳」と「伐」を得た。 
 

「聖徳宗信条」 
一 聖徳法王ヲ開祖卜仰ギ御製ノ三経疏ヲ以テ立宗所依ノ根本聖典トス 
ニ 大乗一乗教ヲ以テ教義ノ神髄トナス 
   故二所行ノ功徳ハ普ク一切衆生ニ廻向シ我等卜共二仏道ヲ成ゼンコトヲ念願スペシ 
三 法華経ノ万善同帰仏寿無極ノ玄旨ヲ以テ信仰向上ノ宏獏トナス 
   故ニ所修ノ善事ハ悉ク己人慾ヲ超越シ挙ゲテ仏果証得ヲ要期シ永遠ノ生命ナルニ安住スペシ 
四 勝鬘経ノ十大受ヲ以テ菩薩道修行ノ典儀トナス 
   故二正法ヲ摂受シ無相ノ大乗心ヲ忘レザルヲ要ス 
五 維摩経ノ弾呵折伏ノ活手段ヲ用ヒ三乗差別ノ偏執ヲ打破スルヲ以テ善巧ノ方便トナス 
   故ニ無我ノ空理ヲ自覚シ和光同塵ヲ示シ而モ感累二梁セラレズ無垢ノ浄名ヲ揚ゲンコトヲ希フべシ 
六 和ヲ以テ貴シトシ件フ無キヲ宗トスルヲ宗トスルヲ道徳実践ノ要諦トナス 
   故ニ上下和睦シ闘争ヲ避ケテ人生ヲ円満二楽マンコトヲ望ムベシ            
七 篤ク三宝ヲ敬ヒ直キヲ挙ゲテ枉レルヲ 措キ無我ノ大道二撒スルヲ以テ道徳修養ノ霊枢トナス 
   故二三宝ヲ恭敬シ崇高ナル信仰二立脚シ以テ正直心ノ人格ヲ修ムペシ    

            8 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

神・仏・儒 一致 

日本的仏教 

日本的儒教 

法華経 大乗一仏乗教 「冠位十二階」 
「十七条憲法」 

「藤ノ木古墳」 
「堀越神社」 
 

「龍田神社」 

「神の思想」  
自然の下に生かされている 
自然調和 循環と継承 
清浄心 と 清明心 

「仏の思想」  
諸行無常  
万人平等の成仏 
前世・現世・来世 救済 

「儒教の思想」 
君子秩序  仁義礼智信  

徳治と放伐 

徳仁礼信義智 

来世往生と現世利益（二求両願） 

世襲官僚 と 官学分離 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より 

「草木国土悉皆成仏 」 

「浄土信仰」万人往生 
「禅」全てのものに仏性   
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「日本文化の原理」 から解釈した 日蓮・一遍までのアプローチ  

                 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

神・仏・儒 一致 

法華経 大乗一仏乗教 自然調和 

自然真理 思想 

聖徳太子 

空海 

法然・親鸞 

「草木国土悉皆成仏」 安然・良源 

栄西・道元 

無差別  空也 

「神の思想」  
死後、万人 神となる 

「仏の思想」  
万人 浄土仏性 

万人祖霊 

無差別  一遍 

宗教思想の時代 

自然宇宙の真理 

自然無差別 

道昭・行基 救済の実践 （ 万民布教 ） 

最澄 法華経一乗思想 

神・仏・儒 一致 

禅 浄土系思想 

日本的情性 日本的知性 

日本的霊性 

「純粋他力」と「大悲力」 
外なる般若の自覚 

「般若と大悲」 
内なる般若の自覚 

自然なる 
万人浄土 

内なる自然 
万人仏性 

  日蓮宗は、鎌倉中期、日蓮を開創とする一宗派。 日蓮は、「法華経」が末法の時代の衆生を救う経典であるということを、「教・機・ 
時・国・序」の「五義」によって示し、「法華経」の教えを説いた三大秘法(本門の本尊・本門の題目・本門の戒壇)をも明らかにし、信者個人
だけではなく、社会や国家も救われると説いた。 法華宗ともいう。 
  日蓮は、1245年から比叡山、三井寺、薬師寺、仁和寺、高野山、東寺などで時代を学んだ。禅が公認され、建長寺創建された年、
1253年に東海に戻る。 1257年から翌年、地震・暴風雨・飢饉・疫病など災害が相次ぐ。 
1260年、正法「法華経」による治世を説いた『立正安国論』を著し、北条時頼に直訴した。 この末法を「法華経」流布、受難の正機とみた。 
そこに「二乗作仏と久遠実成」、つまり万人平等救済の慈悲と、現世肯定永遠論を見出だした。 そして、根本尊重主義から、釈迦以外の
如来を祀る 法然浄土宗を糾弾。 また、「合理・現実主義的  受容」として、「題目」による易行化にも対応した。すでに承久の乱を過ぎて
武家時代、信仰の乱立状況。 親鸞や道元とは異質な原点思考が、日蓮を宗教的闘争に駆り立てたと考える。 『開目抄』で、法華経の
行者としての信念を固め、禅宗も批判、『撰時抄』ではさらに真言宗を批判している。 「法華経への献身」は、「一切衆生のための献身」、
つまりは「慈悲」であり、その点で、浄土・禅と共通する。和辻哲郎先生は、著書『日本倫理思想史』の中で、当時の東国「武者の習い」とし
ての「報恩奉公の思想」との、密接な連携を指摘されている。一方、当初は崇敬していた神祀も法華経行者の守護者とした『諫暁八幡抄』  
 

 「日本文化の原理」による日蓮の位置付け、並びにそこから解釈できる当方追論を示す。 
  日蓮の宗教思想的意義は、「法華経」への明瞭特化、原点回帰である。 聖徳太子の神仏儒思想の中の「法華経」、最澄の天台宗「四
宗兼学」戒律・密教・念仏・禅の中の「法華経」。 それぞれの時代に必要であった我が国特有の汎用多様の教え・信仰の中で、法華経は
中心的ではあったが、限定特化されてはいなかった。日蓮は、「法華経」に選択集中した意義がある。そして、聖徳太子から始まり、空也
から一遍、そして江戸時代の神仏儒一致への歴史において、鈴木大拙氏のいう日本的霊性「浄土系思想・禅」と並び、最後に信仰を各論
収斂、凝縮させた。 それらは、そのあとの「神仏儒一致」した多様的信仰文化へのエネルギーとなった。  

  法然や親鸞の浄土信仰は、「仏の下の人」とし、仏に対して人は平等無差別で、つまりは人の間に慈悲を実現する。 このように広く民
衆を意識し、受容されてゆく。 栄西は、「人の中の仏」を求め、即心是仏、心無所着、諸法空という深い原理に立つが、方便として「持戒」
を説く。 「絶対空」を、自己・主体性の中の「心」「我」と呼び、慈悲の行に徹し、強く道元に影響した。 
  栄西は、『興禅護国論』を著し、その第二「鎮護国家門」で、「般若（＝禅宗）は戒を基本としており、禅宗を奉ずれば諸天はその国家を
守護する」とした。 しかし、宗教的中心であった貴族社会では受容されず、新興を共通とした武家社会で、儒教を伴い受容されていく。 
法然『選択本願念仏集』は、建久9年（1198）、関白九条兼実の要請によって撰述されたが、栄西『興禅護国論』もその年頃に成立した。 
大乗仏教・天台から派生特化し、対称的に「他力」「自力」を説く二宗の著書が、同時期に誕生した。 「日本文化の均衡原理」が作用して
いる代表的事例である。  日蓮『立正安国論』が、それらと違うのは、完全なる非支配者の立場で、明確な意識を持って「国家救済論」を
説き、そこから慈悲の意義を得る、と説く事である。 
   

 弘安5年（1282）、日蓮が亡くなる前に日昭、日朗、日興、日向（にこう）、日頂、日持を本弟子とし、この六老僧を中心に教えが各地に広
められ、浜門流（日昭）、池上・比企谷門流（日朗）、富士門流（日興）、身延門流（日向）、四条門流（日像）、六条門流（日静）、中山門流
（日常）などにわかれた。  京都では、叔父の日朗に師事し、のち日蓮の弟子となった日像が、永仁２年（1294）に布教を始める。 その後、
他門流が加わり、南北朝時代には布教盛んとなった。 日像による、永仁2年（1294）妙法蓮華寺（のちの妙蓮寺）や、元亨元年（1321）、
妙顕寺建立から、日真の長享2年（1488）本隆寺建立に至り、日蓮宗「洛中二十一力寺本山」（現在は十六本山）と称される各本山が成立。 
正平７年/文和元年（1352） 山門西塔が祇園社犬神人に妙顕寺破却を命じた（妙顕寺は事前に京都退散 破棄回避） 理由不明 
                  同年、一向衆「仏光寺」に対しても破却を命じた 
嘉慶元年（1387） 応永20年（1413） 妙顕寺が、山門（延暦寺）により破却さる。 「月明が僧正に任じられた」ことに対する棄損、攻撃 
嘉吉元年（1441） 「嘉吉の乱」 赤松満祐が「恐怖政治」「政治不信」の足利義教を暗殺した。管領の細川持之らが討伐に向かう。  
                          この隙に、近江から山城の「嘉吉土一揆」へ、民間主導による初の徳政令発布 その混乱で五条法華堂も焼打 
寛正６年 （1465） 「本覚寺」の日住が、足利義政に「目安」訴状と、「妙法治世集」献上 『諫暁（かんぎょう）始末記』より 
           山門横川が延暦寺大衆「公人ならびに犬神人」に命じ段取するも、「本覚寺」に衆会談合し、山門奉行布施氏から足利 
           義政に上申、「御奉書」により山門による破却禁止。 （大谷本願寺は破却さる「寛正の法難」）蓮如は近江・越前へ 
寛正７年 （1466） 「寛正の盟約」 洛中諸寺「一致和睦」の契約状を結ぶ。翌年、「応仁・文明の乱」勃発。（本願寺が延暦寺西塔末に）  
文明元年 （1469）東塔から山門奉行に「法花宗」補縛要求があったが、東塔大衆反対。幕府公認「寛宥の儀」 乱後、寺院壇信徒急増 
文明９年（1477） 庭田家（のち後柏原天皇外戚）出身の「日応」が妙顕寺住持として僧正に、文明１６年（1484）までに、近衛家も壇信徒に 
明応２年 （1493） 「明応の政変」細川に対抗風聞された赤松が寄宿を試み、妙満寺檀那衆が武装し防戦。 
明応5年 （1496） 二条尚基も日蓮宗帰依。 宗旨の儀につき妙顕寺が妙覚寺住持に暴力。 明応9年 （1500） 後柏原天皇即位  
文亀元年（1501） 鷹司家より法花堂出家「妙法寺？」住持 財政苦境関白九条尚経,その甥、「日禘」がこの年までに立本寺住持に。  
文亀３年（1503） 「日禘」僧正に本国寺椿阿弥も僧正「日了」に （椿阿弥は、後柏原天皇「即位の礼」資金のため丹波・摂州より段銭）  
大永４年（1524） 延暦寺大衆が、前出日蓮宗内部抗争、僧正任官を批判   以下、本論『戦国の道程』に詳細         
天文５年 （1536） 「天文法華の乱」で、全山焼失。 天文11年（1542）後奈良天皇は法華宗帰洛の綸旨、室町時代末に再建が進む。 

原点回帰  法華経  二乗作仏と久遠実成 日蓮 

自然への回帰 
一体観念 

個人 

国家 

四宗兼学 

仏の生命は不生不滅であると認識し、 
自分は「善い行い」を積んでいく。この二つが重要 
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    仏教が早期に衰退したインドはもとより、中国や韓国と比較しても、法華経は、我が国で最も重要視された経典であった。 聖徳太子の『勝鬘経』・『維摩経』との「三教義疏」の一経、聖武天皇の光
明皇后は、全国に「法華滅罪之寺（ほっけめつざいのてら）」を建て、これを「国分尼寺」と称し「法華経」を信奉した。 最澄もまた『金光明経』『仁王経』との「護国三部経」の一経となった。 
そして鎌倉時代初期、法然や親鸞、栄西や道元も法華経を学んだ。彼らにより仏教信仰が多様化し、旧仏教も交えた混乱時代に、日蓮上人は、この『法華経』に、活路を見だした。 
以下、この動きは、「日本文化論の原理」から、捉えると、浄土信仰や禅といった精神的信仰に対し、現実的な行動を重視する「均衡作用」であり、日本仏教史における「原点回帰」と理解できる。  
 

    日蓮の法華経信奉の根拠は、天台智顗（538年 - 597年）の教相判釈（きょうそう はんじゃく）、つまり、経典の重要度・釈迦の説いた順を解釈し、諸経を順列した「五時八教説」である。 
日本へは最澄が招来した。これを日蓮が採用し、法華経が最高の教えであるとし収斂させた。 その説で釈迦は、華厳時『華厳経』を説いた時期，鹿苑時『阿含経典』を説いた時期，方等 (ほうどう) 
時『維摩経』『勝鬘経』などを説いた時期，般若時『般若経典』を説いた時期，法華涅槃時『法華経』『涅槃経』を説いたとする。それは人々の理解に応じた順番とされ、最後に説いた法華経が釈迦の
もっとも重要な教えであるとする。 我が国で重宝される理由は、以上の様な一連の歴史であるが、教えとして「二乗作仏」「久遠実成」を以って、壮大な時空を舞台に一切衆生救済を説くことにある。 
「二乗作仏」の二乗とは、「声聞乗(しょうもんじょう)」仏陀の説法を聞いて悟った人々、「縁覚乗(えんかくじょう)」仏陀の教えによらず、自分独りで悟った人々をいう。彼らは、自分の悟りを求めることを
主眼にし、他者救済を考えないとされ、大乗仏教で、法華経以前の経典では成仏しないとされた。般若経で説かれる大乗を主題に、この二乗の人たちも成仏すると説いたのが法華経の前半、迹門で
ある。 後半、本門の中心「久遠実成」については、本論 『 聖徳太子の思想 』を、参照してほしい。  
 

  仏教学者 鎌田茂雄先生の『法華経、日蓮上人』についての論述を主に、要点を纏めた。 日蓮上人は、仏の生命は不生不滅であると認識し、自分は「善い行い」を積んでいく。この二つを重要とした。 
法華経方便品第二では「諸法実相」・「十如是の法理」により、あらゆる衆生の生命に共通の法が具わることを示し、いかなる衆生も妙法を信解すれば直ちに仏になれることが説かれている。 
法華経における法とは、「諸法実相」のことである。 諸法実相の「諸法」とは、この現実世界において、さまざまな姿をとってあらわれている“すべての現象”。「実相」とは“究極の真理”である。 
この諸法と実相とが別々のものではなく、諸法はそのまま実相の現れであり、実相は決して諸法から離れてあるものではないとするのが「諸法実相」である。 
  この「諸法実相」の理論から導き出される法門が「十界互具・一念三千」である。 我々人間の心には十の法界（世界）がある、それは仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天界・人界・修羅界・畜生界・餓
鬼界・地獄界の十である、この十の法界は互いに融通していて、一の法界に他の九の法界を具している、このことを「十界互具」という。そして、一の法界はそれぞれ「十如是」を具している、更に、一
法界には三種の世間（五陰世間・衆生世間・国土世間)をも具わり、合計で三千の法界が私達の心にある、この三千の法界は、実は私達の心の一瞬の中に存している、これを「一念三千」と称する。 
 

   「十如是(じゅうにょぜ)」は、鳩摩羅什が訳出した法華経にのみ見られるもので、他の訳や梵文（サンスクリット語）原典には見当たらない。しかし、この十如是は、後に天台宗の教学の究極とまでい
われる「一念三千」を形成する発端とされており、重要な教理である。 
  法華経第二「方便品」は、仏の成就したまえる所は、第一希有(けう)難解(なんげ)の法なり。唯(ただ)仏と仏のみ乃(いま)し能(よ)く諸法の実相を究(きわ)め尽したまえばなり。 所謂(いわゆる)諸法の 
如是相(にょぜそう)・如是性(しょう)・ 如是体(たい)・如是力(りき)・如是作(さ)・ 如是因(いん)・如是縁(えん)・如是果(か)・ 如是報(ほう)・如是本末(ほんまつ)究竟(くきょう)等なり。と説く。 
 

「十如是」とは、 〔如是〕真実の・ありのまま、〔相〕すがた・形、〔性〕本来の性質・変わらない性質、〔体〕相と性とのよりどころとなる本質、〔力〕潜在能力、〔作〕表面に現れた作用・働き、〔因〕物が生起
し、変化する直接的原因、〔縁〕原因を助ける間接的な原因、〔果〕因縁によって生じた結果、〔報〕その結果による報い、〔本末究竟等〕すべての事物・現象は、これらの九如是の総合の上になりたつも
のである。 相から報にいたるまでの9つの事柄が究極的に無差別平等であるという意味である。 天台智顗は「是の相も如なり、乃至、是の報も如なり」と「是の如きの相、乃至、是の如きの報」と「相
も是に如し、乃至、報も是に如す」として、この「十如是」を三種に読み、これを「空・仮・中」の三諦（さんたい）の義に配釈したので、これを三転読文（さんてんどくもん）といわれる。  
   ちなみに「諸法実相」とは、悟りの立場から見る（仏知見）諸々の存在のあるがままの真実の姿かたち、縁起する存在を表す用語であり、大乗仏教の根本に位置づけられる概念だが、中国、日本に
おける解釈は宗派によって異なる。 例えば、三論宗では空の理法であり、天台宗では三諦（空・仮・中）からなる中道第一義諦の理法であり、禅宗では森羅万象本来の面目を表す。 
 

「一念三千」は、十界互具の思想を根拠に、更に十如・三世間を加えて構築された法門である。つまり、十界互具を基礎として構築されたのが一念三千法門である。日蓮の御書中最も重要な御書で
ある『観心本尊抄』の観心とは、我が己心を観じて十法界を見ることであるが、全編「十界互具」がその主題となっている。 

  日蓮聖人の説でも、法華経の中心教義は第十六「如来寿量品」だが、その前の第十五「従地湧出品」と、あとの第十七の「分別功徳品」 と関連する。「従地湧出品」では、「地涌(じゆ)の菩薩」地面
から湧き出てくる菩薩を説く。身近で役立つ、苦しみや悩みに功徳がある菩薩がまず現れる。そして第十六「如来寿量品」 で、背後の永遠なる仏が「如来寿量品」で説かれる。 「分別功徳品」におい
て、第一は「無生法忍(むしょうほうにん)」ということを知ること、第二は「聞持陀羅尼(もんじだらに)」ということを知ること、を説く。「無生法忍」 「無生」は、「不生不滅」と同じことで、仏心というのは不生
不滅であるんだ、ということの教えを「忍」つまり認めること。確認すること。仏さまの生命は、不生不滅であるということをしっかりと認めることである。「聞持陀羅尼(もんじだらに)」の「陀羅尼」とは、悪
を抑えて善を行う力をいう。「聞持」というのは、よく聞いて、それを保つこと。悪を行わないで、善をしっかり行う。そういう力を蓄えて、ただ聞くだけではなく、それを持続していくこと。つまり、仏の生命
は不生不滅であると認識し、自分は「善い行い」を積んでいくこと。この二つが非常に重要である。 そして「善い行い」について、一般的な大乗仏教と同じく五つの「波羅蜜(はらみつ)」と説かれる。 
「布施」布施をするとか、ものを人様に与える、教えを人様に教える。二番目が「戒」生活を正して規則正しい生活を行う。三番目は「忍辱(にんにく)」怒らないこと。四番目「精進」一生懸命に努力。五
番目「禅定(ぜんじょう)」心を乱さず統一すること。 この五つの統合が「般若波羅蜜」であり、智慧の働きによって、それを行うように説いている。 
 
 

                  

・ 日蓮聖人にとって、「妙法蓮華経」というものは、それそのものが「仏さまのいのち」と考えられた。 
われら衆生の仏性と、・・・三世の諸仏の解(さとり)の妙法と一体不二なる理を、「妙法蓮華経」と名づけたるなり。 （法華初心成仏抄）  
・ 『法華経』の行者になること。 『法華経』をただ頭で理解するんじゃなくて、『法華経』の教えを自分が体念して、それを少しでも行うこと。 
行学の二道をはげみ候べし。行学たえなば仏法はあるべからず・・・行学は信心よりおこるべく候。 （諸法実相鈔）  
・不退の心をもたないといけない、退かないこと。 
 魚の子は多けれども魚となるは少なく、菴羅(あんら)樹の花は多くさけども菓(み)になるは少なし。人も又此くの如し。菩提心を発(おこ)す人は
多けれども退せずして実(まこと)の道に入る人は少なし。 都(すべ)て凡夫の菩提心は多く悪縁にたぶらかされ、事にふれて移りやすき物なり。 
（松野殿御返事）  『 立正安国論 』日蓮筆 国宝 千葉県市川市 法華経寺 


