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「 京都検定」

・歴史 史跡

・神社

・寺院

・建築
・庭園
・美術

・伝統工芸
・伝統文化

・祭と行事
・京料理 京菓子
・京都のならわし
・ことばと伝説

・京都の地名

・京都の自然
・京都の観光

歴史の中の京都

なぜ、「京都」があるのか？

知る 価値 ・・・ 判る喜び

理解 感動 ・・・ 楽しむ

学ぶ 教養 ・・・ 自覚

奉仕 教育 ・・・ 活動

仲間と共有

人生を楽しむ

あなたの中の京都へ
仲間と 好きな京都を 深める （ 知的楽学 ）

・仲間と知り合い、楽しむ 教養と奉仕

NPO法人 京都観光文化を考える会・都草
公益財団法人 京都ＳＫＹセンター

・図書館 / 博物館 / 資料館

京都府立図書館
京都国立博物館 京都総合資料館
京都市歴史資料館 京都市考古資料館

データべース利用 「ジャパンナレッジ」
『国史大辞典』『日本歴史地名大系』『日本人名大辞典』
『新編 日本古典文学全集』『日本大百科全書』など

・講座 / 講演会 歴史散策

京都新聞社 文化センター
京都市生涯学習総合センター（京都アスニー）
佛教大学 四条センター公開講座 仏教・教養
山科「ふるさとの会」
らくたび 京都講座
「明日の京都 文化遺産プラットフォーム」

・研究会 / 勉強会発表

「知恵の会」
「心学修正舎」

神道・仏教・儒教とは

・仏教教養 活動
「つきいちボンサンと語ろう会」
「（京都）国境なき僧侶団」

『 京都新発見 』 日本文化の原理 とは何か？

古代から近代へ、記紀古典、考古学、歴史、神仏信仰から思想をもとに、日本文化を総括。
現代と未来のために原理源流を探る

「 京都検定」 を もっと身近に 日常化

京都検定から 京都学 へ 『 京都、日本を知る 』 京都を知り、日本文化を知る 人生 を 楽しむための 「京都検定」 とは？

社寺建築

庭園

日本画

季節祭・行事

社寺拝観
仏像彫刻

史跡探訪

食事・ギフト

散策ハイク

あなたの、
好きな「京都」は？

生活
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庭園

日本画

社寺拝観
仏像彫刻

史跡探訪



「 京都検定」

・歴史 史跡

・神社

・寺院

・建築
・庭園
・美術

・伝統工芸
・伝統文化

・祭と行事
・京料理 京菓子
・京都のならわし
・ことばと伝説

・京都の地名

・京都の自然
・京都の観光

『 京都新発見 』 日本文化の原理 とは何か？

古代から近代へ、記紀古典、考古学、歴史、神仏信仰から思想をもとに、日本文化を総括。
現代と未来のために原理源流を探る

歴史の中の京都

なぜ、「京都」があるのか？

知る 価値 ・・・ 判る喜び

理解 感動 ・・・ 楽しむ

学ぶ 教養 ・・・ 自覚

奉仕 教育 ・・・ 活動

仲間と共有

人生を楽しむ

建築 庭園 美術

寺院神社

歴史 史跡

京料理 京菓子 京都のならわし ことばと伝説

京都の地名

京都の観光

生活

日本文化 信仰

仏教神道 儒教

考古学

古典・文学

日本語学

芸術学

諸道

民族学

地名学

日本史学

宗教学 神道学 仏教学 儒学

日本文化学 思想哲学

あなたの中の京都へ
仲間と 好きな京都を 深める （ 学問 ）

「京都検定」 の 体系 歴史・自然 を 基層とする、相関関係

民族学

伝統工芸 伝統文化

祭 と 行事

奈良時代までの歴史 京都以外の歴史文化信仰 京都との関係

京都の自然

「基礎」 と なるもの
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京都検定から 京都学 へ 『 京都、日本を知る 』 京都を知り、日本文化を知る 人生 を 楽しむための 「京都検定」 とは？



「 京都検定」 を もっと身近に 日常化

仮称 『京都学のすゝめ』

② 編集提案 歴史 編年体 ・・・ 主に 地域で 区別する観光本とは違う 歴史（因果関係）的理解を促進

本文は「歴史 ビジュアル編集」 各時代と関係させて、「テーマ」を特集 「コラム」でプラス教養

歴史

平安
時代

鎌倉
時代

南北朝
室町

安土
桃山時代

江戸
時代

明治
以降

天台宗・真言宗

浄土信仰

浄土宗
浄土真宗
臨済宗
曹洞宗
日蓮宗

縄文
弥生
古墳

飛鳥
奈良 南都六宗

仏教公伝

神 信仰

武家への臨済宗・禅
民間への日蓮宗
浄土真宗 浸透

文化人・幕府での
儒教 派生

国学 尊王攘夷思想

近代化

寺院

神社

遺跡

京都周辺 山岳寺院
愛宕・西山・山科・比叡山
神護寺 清水寺
東寺 鞍馬寺 醍醐寺
大覚寺 仁和寺
六波羅密寺 法成寺 平等院

蓮華王院

（知恩院） 建仁寺 大報恩寺
東福寺 南禅寺

大徳寺 妙心寺
天龍寺 相国寺
金閣寺
銀閣寺
龍安寺 本法寺

西本願寺 養源院

智積院 東本願寺

万福寺

松尾大社 伏見稲荷大社
上賀茂神社 下鴨神社

（八坂神社）
大原野神社
平野神社 城南宮
熊野神社 梅宮大社
石清水八幡宮
北野天満宮

新熊野神社

建勲神社
豊国神社

白峯神社 護王神社
平安神宮

平安京

テーマ
見開き特集

疎水

二条城

古代信仰

浄土信仰

北山東山
文化

観音信仰

日本画

茶道

日本神話

京都五山

古事記 と 京都の神々

仏教美術

古事記

コラム
簡単なコーナー紹介 シリーズ各編へ布石

社寺建築

神道

仏教仏像

儒教禅

芸能

工芸

祭・行事

幕末と維新

町衆

歴史解説の中で、各時代の重要な「名称」を織り込む

従来の京都通史が弱い部分を充実
入門編だが、京都学らしい特徴を出す
京都文化の基層部分をわかりやすく解説

京都 山の観音様

京都の古代祭祀 磐座

文学と日本語

御所・通り 今昔

平安文学

鎌倉文学

近代化

密教と天台

禅と儒教

鎌倉禅と室町禅

日蓮宗と町衆

神道と日本文化

浄土信仰の系譜

幕府と朱子学

倒幕と陽明学

地獄と地蔵

怨霊と鎮魂

既刊引用

近代京都文学

「細雪」「粋の思想」
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主たる参考・引用書籍 ( 著者 敬称略）
左記に加えて、信仰思想文化関連として、特に参考とした書物
「日本人のこころ」「「とも生み」の思想」 上田正昭
「神と仏の古代史」 「日本神話」他
「古代の日本と渡来の文化」 同氏 古稀記念 論文集
「日本の文化」 村井康彦
「日本宗教文化の構造と祖型」 山折哲雄
「こころの日本文化史」 中西 進
「日本とは何か」 網野善彦
「神仏習合」 義江彰夫
「花鳥風月の科学」 松岡正剛
「雪月花の心」 栗田 勇
「日本文化を探る」 小松左京、黒川紀章
「日本人の心と建築の歴史」 上田 篤
「日本建築史」 藤田勝也、古賀秀策
「空也上人の研究」 石井義長
「禅と日本文化」 「日本的霊性」 鈴木大拙
「茶の文化史」 村井康彦
「茶の精神」 千 玄室
「日本史論聚」「歌舞伎以前」他 林屋辰三郎
「思想史」 石井一良
「日本人はどこから来たか」 樋口隆康
「日本倫理思想史」 他 和辻哲郎
「日本文化総合年表」 岩波書店

その他、論中に引用させていただいた諸先生 （順不同 敬称略 著書名は論中に掲載）
高田良信、石田一良、佐々木閑、尾関宗園、玄侑宗久、竹内信夫
田中典彦、田中恆清、松下幸之助（ＰＨＰ）

主たる現地調査撮影・ヒヤリング・教授
月輪寺、神護寺、愛宕神社、高鴨神社、上賀茂神社、下鴨神社、石清水八幡宮
籠神社、大神神社、石上神宮、出雲大社、出雲大神宮、松尾大社、護王神社
金蔵寺、法住寺、恵心院、平等院、醍醐寺、聖護院門跡、妙顕寺、本法寺
法厳寺、清水寺、貴船神社、鞍馬寺、二尊院、本願寺、仏光寺、法然院
東寺、大覚寺、泉涌寺、智積院、建仁寺、南禅寺、大徳寺、妙心寺、天龍寺
日吉大社、延暦寺、浄瑠璃寺、海住山寺、伊勢神宮、飛鳥坐神社、聖林寺
住吉大社、大宰府 観世音寺、宗像大社、霧島神社、興福寺、春日大社
法隆寺、四天王寺、堺市博物館（古墳情報）、往生院（泉南）、孝恩寺（貝塚）
京都市歴史資料館、京都府立総合資料館、京都国立博物館、奈良国立博物館
「歴史学」 諸先生 京都新聞出版センター、国際日本文化研究センター 平安神宮宮司（藤裔会）

主たる参考・引用書籍 ( 著者 敬称略）

「風土」 和辻哲郎
「日本の古代文化」 林屋辰三郎
「古代日本と古墳文化」 森浩一
「日本文化史」 家永三郎
「街道をゆく」シリーズ 他 司馬遼太郎
「空海の風景」他
「三教指帰」 他 空海
「古代幻視」 梅原猛
「神々の流竄」 「海人と天皇」
「仏教の思想」 「葬られた王朝」
「古事記・日本書紀」 解説書籍
「研究最前線 邪馬台国」 石野博信 他
「出雲と大和」 村井康彦
「古代出雲文化展」 上田正昭 他
「出雲大神宮史」
「日本古代国家成立史の研究」 上田正昭
「ヤマト政権誕生と大丹波王国」 伴とし子
「元伊勢の秘宝と国宝海部氏系図」 籠神社
「三輪山と古代史」 石野博信・森浩一 他
「原始仏教」他 中村元
「京都の歴史」全１０巻 林屋辰三郎 編
「京都」 林屋辰三郎
「平安京年代記」 他 村井康彦
「京都の歴史を足元からさぐる」 森浩一
「京都の美術史」 赤井達郎
「京の美術と芸能」
「古代の日本と渡来人」 井上満朗
「京都 よみがえる古代」
「京都発見」シリーズ 梅原猛
「京都の歴史」シリーズ 佛教大学編集
「古寺めぐりの仏教常識」 浄瑠璃寺 佐伯快勝
「十一面観音巡礼」 白州正子
「月輪寺の仏たち」 佛教大学 八木透
「京都愛宕研究会調査資料集Ⅰ」 京都愛宕研究会
その他 社寺文献 古文書、仏教経典、古地図・他
都名所図会、山州名跡誌、月輪寺略縁起

データ検索・引用 国史大辞典、歴史地名体系など辞典データベース
京都の歴史、国際日本文化研究センター、早稲田大学、佛教大学など

編集基礎データ と アプリケーション
歴史文化 ネットリンク年表 （エクセルハイパーリンク対応）
文化分野別 社寺創建・人物・出来事 時代考証照合

仏教 東アジア教義変遷図 （同上）

編集基礎データ と 関連製作 アプリケーション
地図マーキング照合 （グーグルカスタム）
寺院パンフレット製作 （フォトショップ・イラストレーター） DTP連携・印刷 京都 （株）からふね屋
情報提供用ウェブサイト （JIMDO）
最終編集 （パワーポイント） メール配布 （ ＰＤＦ ）
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京都の歴史、信仰は山々から始まりました。 北白川や上賀茂など山麓の縄文遺跡や、その上賀茂神社の神山、松尾大社の大杉谷、伏見稲荷大社の
稲荷山など、山や磐座（巨石）への信仰があります。今日、神道と呼ばれる信仰は、京都では、そのように起源します。 ではその神社や神道とは何でしょうか？

その山々へ、やがて僧侶たちが入り観音菩薩を主に祀って修行しました。京都市内の周りの山々では、奈良時代創建の由緒ある寺院が長い歴史を伝えています。
では、なぜ彼らは観音菩薩を祀ったのでしょうか？
西国三十三か所霊場や京都市中の観音菩薩は、平安時代から今日まで、多くの人々の信仰を集めています。
では、その観音菩薩とはなんでしょうか？ 観音菩薩のもととなる仏教とはなんでしょうか？ このような疑問、興味を持たれる方々が、近年、増えてきました。

『京都学』は、身近な事柄だけども、知らなかった、分からなかった歴史を楽しく学ぶことです。 それら疑問の解決は、日本文化の理解にも役立ちます。
『京都学』では、もちろん、基本的な京都の歴史について解説しますが、その中にも、あなたの知らない京都がまだまだあるはずです。

さきほどの神道や仏教は、普段、なじみのない世界かもしれません。
しかし、簡単な部分だけでもわかると、神社やお寺に参拝されるとき、そこに祀られる神様や仏様など様々なことについて、より感慨深く、味わうことができます。

例えば、松尾大社には大山咋神（おおやまくいのかみ）と市杵島姫命（いちきしまひめのみこと） が祀られています。

事例として、その大山咋神について簡単にご紹介します。

大山咋神は『古事記』の大国主神の話の中で、「またの名を山末之大主神、この神は近淡海国の日枝の山に坐し、また葛野の松尾に坐して、鳴鏑（なりかぶら）を
用つ神」と記されています。 大国主神は、ご存じの出雲大社の神様です。 大山咋神はその大国主神の子孫で、「山の神」として登場します。

まず 「近淡海国の日枝の山」とは、滋賀県の日吉大社のことで、もちろん今でもその東本宮に大山咋神が祀られています。そして、東本宮の背後にある牛尾山の
山頂には、巨大な磐座が祀られており、松尾大社と同じく「山の祭祀」 であることがわかります。 そして、それだけではなく、古代より二つの神社の間に人々の交

流があったこともわかります。 松尾大社の社紋は「二葉葵」です。 日吉大社の社紋も「二葉葵」で、山王祭は葵祭とも呼ばれます。 もちろん上賀茂神社・下
鴨神社も「二葉葵」ですね。 それらが同じことにも理由があります。 そしてそれらを繋ぐものが、川、滝、つまり水です。

ところで、そこに暮らした人々は、なぜ山を信仰したのでしょうか？ 松尾大社の市杵島姫命（いちきしまひめのみこと）とは誰でしょうか？なぜ、松尾大社に祀られ
ているのでしょうか？ 市杵島姫命も『古事記』に登場し、九州の宗像大社や、京都では松尾大社以外に、京都御苑の宗像神社などでも祀られています。

出雲大社の大国主神は、『古事記』でスサノオの子孫とされています。つまり大山咋神は彼らの子孫となります。 そしてスサノオと兄弟とされる神がアマテラスで
すが、なぜアマテラスは伊勢神宮に祀られているのでしょうか？ このように『京都学』は、京都や近隣だけではなく日本全体の歴史、神道とも深く関連します。

滋賀県の日吉大社を話題にしたのには、理由があります。 平安時代から現代まで京都を中心に様々な仏教宗派の母体となった延暦寺と関係するからです。

平安時代の初めに延暦寺を創建した人が最澄です。 最澄はその日吉大社の門前で誕生し、奈良時代の末に、さきほどの「山の祭祀」である日吉大社の牛尾山
の、さらに背後にある高い山に入って修行しました。 それが比叡山です。

今、比叡山延暦寺の本尊は、薬師如来ですが、その元となる「一乗止観院」創建当初からある「山王院」に観音菩薩が祀られていました。 現在、その観音菩薩は、
重要文化財として、延暦寺の国宝殿に安置されています。「千手観音立像 平安時代（九世紀）」 そして、「山王」の名称は、先ほどの日吉大社の山王祭や、
特徴的な山王鳥居と繋がるわけです。 つまり、冒頭にふれましたように、延暦寺も、他の山岳寺院と同じように観音菩薩を祀っていたわけです。

最澄は、法華経を重んじました。 そもそも最澄が伝えた天台宗は、中国天台山で智顗（ちぎ）が創立した仏教の教学体系を奉ずる中国・朝鮮・日本を通じての代
表的な一宗です。 我が国では平安仏教の中枢となり、京都や日本文化に多大な影響を与えました。 その中国天台宗の中心的な経典は法華経であり、観音菩
薩は、その法華経の中に登場するのです。 さきほどの最澄が始めて比叡山で作った草庵 「一乗止観院」の一乗は、法華経に由来します。

では、その法華経とはどのようなものでしょうか？実は法華経と日本は関係が深く、平安時代より遡ること約２００年、聖徳太子から関係します。そして鎌倉時代に、
日蓮によって開宗された日蓮宗は法華経を信仰し、室町時代の京都の民衆（町衆）の強い支援を受けたため、今でも多くの寺院が京都市中心に残っています。

「京都検定」の学習は、京都の基礎的な知識、情報にあたりますが、『京都学』は、その知識だけではなく、背景にある歴史、因果関係を理解することです。

『京都学』による理解は、「京都検定」の学習にも有効です。 例えば、浄土宗や浄土真宗では、多くの本尊が阿弥陀如来であり、空海が開宗した真言宗の寺院で
祀られる大日如来を本尊とすることはありません。 つまり、お寺の本尊や、仏教絵画、名称や所在地までも、何らかの歴史的な理由があるわけです。

そのことを知る探求が、つまり『京都学』です。 では、その浄土信仰は、いつから、なぜ我が国、京都で盛んになったのでしょうか？ そして仏教を受け入れ、京都
を中心に、世界的にも珍しく多様で、しかも長期に定着した理由はなんでしょうか？ 神道との関係は？ 答えは『京都学』にあります。 お楽しみに

はじめに 日本文化構造学のすゝめ 京都学への応用 6
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「日本文化の原理」 に ついて
日本の「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である。
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』では、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が交渉し 「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。
これらが、「カミ」として描いた古代の感覚である。

『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。

なお、「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

古代的感覚として

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。

本論主旨 「日本人のこころ」 の源流 「日本文化の原理」とは？

The  Japan code 
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）

黄泉国
死後

日本文化の原理

盧舎那仏 大日如来

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

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）

現世とあの世

現利的概念（場所）

ここと海、山

現世（こちら ここ）

古代的感覚

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

実用性

他界と現世

モノ

魂
和魂・荒魂
幸魂・奇魂

継承性 習合性

産日（ムスヒ）の信仰

自然への恩恵・畏怖
樹木・狩猟の地
雷・災害の地

彼方の（常世）国
空・天 海・山

薬師・観音信仰阿弥陀・浄土信仰

鎮魂・供養 戦神
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循環思想 現利思想和合思想

根本思想自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

怨霊・祟り・地獄 排他・排斥 村・族 統制排除 一揆負の反応

和合 と 創造

日本文化の特性 基本原理の体系より

自然神 （山・海・水）

祖霊信仰（先祖が自然神）
首長霊信仰（特定の先祖神）

精霊信仰

田の神 （自然への感謝・畏怖・恩恵）

放生会

海神 （宗像神・住吉神）

山神 （大山上咋神 など ）

人神 （北野天満宮）

平安時代

平安京では、寺院建立は制限された。
不慮の死者 怨霊鎮魂の神社、禊祓で無病息災を願う祭りが発祥。
菅原道真の怨霊鎮魂には、多数の神を許す神社が適した。
御霊神社、天満宮など、怨霊鎮魂は神社で公となる。
その背景には、仏教密教の現世利益志向があると考える。

鎮魂 供養

鎮護・護国

神の役割
比重変遷

戦神 （宇佐八幡神）

↓
武神 （石清水八幡神）

仏の役割
比重変遷

薬師如来
観音菩薩

現利仏の役割

阿弥陀如来
神仏習合 役割分担

神の役割

御霊会

神の役割 怨霊祭祀

浄土信仰

大衆化

疫神

自然共生・原生思想

タマ・モノ ハレ 非日常
神の祟り 祀り
死の穢れ 禊ぎ・祓え
屋敷神

祇園祭

お盆 五山の送り火

鎌倉～

江戸時代

京の夏、お盆の行事「五山の送り火」。 その初見は、江戸初期、歴史家 黒川道祐 の山城国地誌「雍州府志」である。
お盆は「盂蘭盆会」に由来する。 斎明天皇3（657）年と翌年七月十五日に、須弥山の像を飛鳥寺の西につくり盂蘭盆瓮（へ：瓶かめ）を設けたと日本書紀に記録される。 斉明元年（655年）第三回
遣唐使が帰還、前年にも高句麗、百済、新羅との交流がある。 「盂蘭盆」は、サンスクリット語と繋がる古代イラン語ウラバン「死者の霊魂」を語源とし、孝倫理による目連尊者の救母伝説、供養を
説く中国での創作経典である「盂蘭盆経」典拠を通説とする。 先祖崇拝の中元節として主に台湾、香港、華南でも残る。
また、日本古来の風習として、1年に2度、初春と初秋の満月の日に祖先の霊が子孫のもとを訪れて交流する行事があったとし、初春が祖霊の年神として神格を強調され正月の祭となり、初秋が
盂蘭盆会と習合し仏教的行事となったとする説がある。 前出、原初は樹木や自然石を依代とし、神格としては農耕神・祖先神と同一起源だと言われる屋敷神を想起する。 先祖供養の源流として
敷地の一角に祀られ、春に到来、秋に戻る、その時期に祭祀した。

「祟りや祀り」は神主体で、「死の穢れ」も死者が主体である。
その信仰を土台に、生者主体による死者の対処「鎮魂供養」が発祥したと考える。

「安らかなる死者」と、「恨みで彷徨える死者」という「二つの死者認識」を前提に、
古代からの神信仰と、祟り・怨霊への意識で共通する願いが「鎮魂供養」である。
背景には、恨まれているだろうと思う側の「罪の意識、穢れの意識」が存在する。
その深層を考えると、見えないチカラ、神の存在を信仰した精神が伏流する。
祖霊信仰から親族・先祖供養へ、氏神から氏寺へ、死者全般に「鎮魂供養」されていく。

仏教の日本的解釈・活用とした「鎮魂供養」の発祥は、飛鳥・平城の朝廷豪族層であった。
元来、仏教はキリスト教やイスラム教と同じく、教義的には死者への影響・個別取引は禁じ
られていた。 釈迦仏教、龍樹による般若経 注釈「大智度論」でも生死に限らず執着を否
定する。 日本での応用仏教「鎮魂供養」、同様な信仰風習は、歴史的、地域的には東ア
ジア圏を主に断片として存在したが、今日現在まで、虫・針・人形など多様な供養を創造し
定着させた国民は日本だけである。
「祖霊信仰」もまた、盆や彼岸の行事などの形で日本全国に普通に見られる信仰である。
縄文時代から環状列石による祭祀・儀礼があり、祖先崇拝と関係づける説もある。
日本で稲作が伝播した農耕時代以後、農村社会の中で家という集団は確立されていった。
つまり、水田耕作のための共同作業における労働力や財産の共有、子孫を残すという意
義に関して家という存在は重要になってきた。そのため、時代が下り、倭王権になると、氏
姓制度によって、氏という同じ先祖を持つ集団が勢力を持つようになる。 この様に家、氏
が重要視される過程で、共通の祖先の霊を崇拝するという信仰が発生した。
この流れと氏神信仰との関連性を指摘する考えもある。

煉獄（れんごく）という言葉がある。 キリスト教、カトリック教会の教義で、天国には行け
ないが、地獄に墜ちるほどでもなかった死者が清めを受ける場所とされる。そこでは、生者
の祈りにより、死者は天国地獄の審判の狭間で苦罰によって罪を清められた後、天国に
入るとされる。 しかし罪の償いとも言える苦しみを減免する免償の証明書状（いわゆる免
罪符）の売買横行と教会腐敗、天国地獄という二元的他界信仰を基本とするキリスト教で
は教義的矛盾となる。 やがてルターのプロテスタント宗教改革で、煉獄は衰退する。
対して仏教、死者の行き先「六道輪廻」は古代インド思想を起源とし、原始仏教ではなく、

４００年頃のインド唯識学派、世親の『倶舎論』業品で、業がもたらすものとして説かれる。
他者、民衆の成仏、解脱を説いた大乗仏教の段階では、浄土へと救済する観音菩薩、地
蔵菩薩とともに取入れられた。 輪廻を脱し、仏の世界（浄土）へ行く事を解脱とした。
日本特有に11世紀頃、六道の各々に六地蔵が祀られ、庶民から信仰された。

我が国には、古代の祖霊、神と死の概念「祟り祀り」の土台があった故、仏教の受容と応
用として「鎮魂供養」が、世界的にも特筆、定着した。
その象徴が、これらの祭や行事を継承してきた歴史であり、身近な仏壇、墓である。

もうひとつの行事、夏越祓（なごしのはらえ）がある。
主に６月３０日、京都の多くの神社では茅の輪くぐり（夏越祓）が行われる。
茅（かや）の輪をくぐる事により、半年間の汚れを祓い清めて無病息災を祈願する。
古事記に記された古代神事、「穢れに対する 禊ぎ・祓え」は、現代京都で守られている。

はじめに 神仏習合の構造 祀りと 穢れ、 鎮魂から供養 「五山の送り火」より

密教 （現世利益祈願）

盂蘭盆会

ケ 日常
実用・効率
作法・型
技術・精緻 写実
極地・究極・わざ
やまとごころ

原生・有儘

単純・簡素

調和・精美 幽玄・隠棲・さび
折衷・習合
合議・寄合・座 ・講

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月
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循環思想 現利思想和合思想

根本思想

合理・現実主義的 受容

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

八百万信仰

呪術祭祀
祖霊崇拝

神々習合

平等思想

神木

加持祈祷 皇統・氏族
血統信奉

良源 「草木国土悉皆成仏 」

空也 「称名念仏・浄土往生」

日蓮 法華経による国家鎮護

町衆信仰帰依

法然～親鸞～蓮如
「口称念仏・浄土往生・往還廻向」 見性成仏 不立文字

栄西「公案」道元「只管打座」

神山信仰

修験道

儒教
君子秩序 仁義礼智信

土偶埋葬 環状石木柱列

皇統
摂関・律令

政治思想

日本文化の 原理 原理総覧 信仰思想における 「和合と創造」

皇統
武家・式目

「タマ」霊力が宿る 「モノ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「ヒト」 への憑依

ハレ 禊ぎ・祓え
清浄心 再生

禅 修業至悟 仏性自覚

現世利益合理思想
現実主義

両部神道（真言）

各思想に関係した信仰・事柄を
歴史に沿って、下に配列した。

和合 と 創造

自然共生・原生思想

道教 道（タオ）
漢民族土着伝統思想
多様均衡世界 神仙長命仙人

田の神信仰

武神信仰

縄文
～
古墳

飛鳥

奈良

平安

鎌倉

室町

江戸

幕末

神獣鏡

アニミズム
（精霊崇拝）

心学 石田梅岩
庶民教化 神道・儒教・仏教の三教合一説。
天地の心を獲得し、私心無く無心による仁義を説く。

朱子学
上下尊卑・主従社会
封建思想 「家」家長相続

報徳思想 二宮尊徳
天地自然の理(天命)の徳、恵みに感謝し報いることが
人の道。至誠で貫く心温まる理念、勤労、寛大な一円
観とその融合、相互扶助、思いやり、推譲心の実践、
分度を旨とする効率的な生活が大切である。

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

山王神道（天台）

神・仏・儒 一致

一向宗

神籬 鳥居

隠元 念仏禅

陽明学 中江藤樹 「心即理｣ 「致良知｣ ｢知行合一｣
「 万物一体の 仁と良知の結合 」 社会救済の根拠
人間関係の根本。愛敬を本質とする 『孝』
時処位を考慮し実践と具体化 孟子「革命思想」包含

水戸学 古来伝統学問
陽明学影響
建国神話『道徳』 固有秩序
「尊皇攘夷」の語の初見。

尊王・攘夷 ⇒ 尊王・倒幕

国学
中国思想の否定 儒教・仏教の排除
尊王思想

古学派 孔子・孟子の原点研究
古学 武士道、主君献身の潔さ、支配階級の徳性
古義学 「情」価値 現実性と積極性
古文辞学 経世済民

孟子「放伐」論

ケ 穢れ

「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

和の思想

徳仁礼信義智

徳：自然界の事を
仁：仁徳 奉仕、和する力、
慈しみ、思いやり、情け、慈悲
礼：礼徳 尊敬、礼節
信：信徳 信頼、信用
義：義徳 正邪を正す、正義
智：智徳 習得、スキル習得

薬師・観音信仰

放生会

仏教
輪廻概念 悟り 成仏

怨霊 御霊会 密教 大日如来 太陽自然神 即身成仏地獄 概念

阿弥陀・浄土信仰
山岳信仰・道教

神仏習合 戦神信仰鎮魂・救済
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自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵・災害
天候・天災

自然共生・原生思想

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

真字「まな」漢字に対し
文字「仮名」の用例
『権紀』
借名 『御堂関白記』
和字 『玉葉』 とも

宣命体 宣命・祝詞などの文体
語順 が、今の日本語と同じ
助詞・語尾・助動詞が 表音仮名小字
表意漢字、万葉仮名 を 混ぜた文章

漢字・漢文

訓読 漢字の採用

神 山 海 年 音花 海
父 母 国 情（こころ）
天皇（おおきみ）など

漢文を読む工夫
漢文訓読法
ヲコト点・返り点・
送り仮名・振り仮名
などの訓点を使う

実用

情緒的 実用的意味的

継承

漢字

真字「まな」
漢字の意味継承
音読の継承

片仮名

古事記・万葉集
表意音読（呉音） 訓読 併用

日本書紀
表意音読（漢音）
以上、主に記述

万葉仮名を省略
少画字・速書き対応

漢文の意味を生かす工夫
音読を生かす

「万葉仮名」

倭語 日本語 文字表現の取組

「草かな」から「平かな」へ

「訓点」から
「平かな」へ

飛鳥
時代

奈良

平安
時代

９００
年頃

１１００
年頃

「万葉仮名」

循環思想 現利思想和合思想

仏典を読むため

万葉仮名を省略
ふりがな

連綿体の出現
『古今和歌集』

現代の日本語に、大きく影響した漢字。
漢字から誕生した「平仮名」と「片仮名」の成立過程をまとめた。
主たる参考著書 『かな』 小松茂美 著
『万葉仮名でよむ万葉集』 石川九楊 著 『日本文学の歴史』 ドナルド・キーン 著

「漢字」そのものの継承、言葉の表現としての「平仮名」、実用的な記号を起源とする「片
仮名」。 それぞれに、日本文化の特性が顕れた意味がある。
「日本文化の原理」の検証を兼ねて、整理し、図解した。 上記著書『かな』の要旨を、下

に纏めたが、平がなは、漢字原型を大きく削除することなく、かつ柔軟に崩した。そして、
消息や和歌の世界で重用された。その造型は、「公式文書の漢字」と「実用的な略
字である片かな」の中間に位置し、多分に会話的かつ情緒的で、書に心情を表す。
継承的な漢字、実用的な片かなの中庸で「漢字かな交じり文」において、活用語尾、
接続詞、感動詞、助詞、助動詞に使われ、文章全体をまとめ、意思や感情を表現する。

わが上代人は、漢字の音を借りて日本語の音にあて、文章を書くことを工夫した。
「万葉がな」である。奈良時代、日本語の音一つに対して数種の漢字をあてはめ、
記紀・万葉集を通じて、全９７３文字から始まった。

中国からは、篆書、隷書、楷書、草書などの体が、渡来していた。
平がなは 「万葉がな」を起源に、日常生活で文字を速く書くため、必然的に画を省略した
草書の体が応用され、生まれた草がなを、その起源とする。 『宇津保物語』に記される

様に、 平安時代には、草かなが、さらにくずされ「女手」 が生まれた。 和歌の復活繁栄
と、書道の発展が相補って、より美しく、よりやさしい簡略な形へと進んでいった。
別に、草かなから平がなへの移行をしめすものとして訓点がある。 これは、漢文を読む
ために使われた、片かなの中にまじって見られる草かなに近い形のかなである。つまり、
草かなから生まれた女手を主流とし、訓点からの影響も交えて、今日の平かなが誕生し
た。 醍醐天皇延喜５年（905）紀貫之ら撰『古今和歌集』の序文までが、すべて平がなで
書かれた。 奈良から平安時代初期までは、「文字としてのかな」に限られ、それ以降は、
「書としてのかな」が主流になっていく。その時代、平がなは、日常の消息（手紙・たより）
やそれに付随する贈答の和歌などにおいて、自然に発達していった。 一音に対して使用
されるかな字体は、平安末期、合計約３００文字となり、鎌倉・室町時代、かなが書として
の「型」に変貌し、同時にその字体としての「型」も淘汰限定されていった。 伏見天皇皇
子で青蓮院座主尊円入道親王を祖とする尊円流（青蓮院流）を、松花堂昭乗が江戸幕府
に伝え公用書体となる。この書体は御家流とも呼ばれ、庶民教育にも手習手本、文学書
が出版され、かなの字体統一を促進した。 現代の４７文字は、明治時代中期に統一され
たが、この統一までの１２００年間のかなを「変体がな」と呼ぶ。

片かなの起こりも、また、平がなと同様に「万葉がな」である。平がなが漢字の一字全体を
やわらかい線にくずしたものであるのに対し、片かなは、主として、漢字の一部をとって簡
略化したもので、実用から生まれた。
４４３年頃製作と推定されている和歌山橋本の隅田八幡神社伝来の「人物画象鏡」に、銅
を「同」、鏡を「竟」とする略体字の例がある。略体字は、中国にもあるが、平がな同様に
日本独自に省略形を作り上げた。同鏡には、忍坂宮を「意柴沙加宮」と書いているが、日
本語の固有名詞を一字一音表記した初期事例でもある。正倉院文書に、村を「寸」、牟を
「ム」、のち仏典の醍醐を「酉酉」、瑠璃を「王王」など、早書きや反復文字の省略による省
文（せいぶん）省字（せいじ）が用いられた。これは、一時的な利用だが、この省文から暗
示を受け工夫されたものが、片かなである。平安時代初期、奈良の古宗派（華厳・法相・
三論など）僧侶が、仏典講義を聞きながら、訓読を覚えるために、行間、字間に、万葉仮
名を省略してふりがなのように書き入れた。小さく、字画が少なく早書きできるものとして、
片かなが誕生した。そして、平がな同様に、当初の字体繁雑、不統一から同様な経緯で
今日の形になった。

文字 としての「かな」

書 としての「かな」

日本文化の特性 基本原理の 体系 より

漢字・平仮名・片仮名は、それぞれ日本文化の三要素として各思想と一致し、本原理を裏付ける

平仮名

漢字・平仮名交じり
和歌
日記
物語
消息

普及

漢字・片仮名交じり
仏教系書物
円仁
良源
・
・

『今昔物語集』

漢字かな交じり文 成立

漢字の柔軟化
日本語全体を纏める

漢字の実用化
省略形

日本文化の 原理 日本語の文字 【原理による体系化】 「真」「片」「仮」

柔和

予告 10



11日本文化の 原理 皇祖霊継承信仰と 儒教思想
天皇 と 日本

臣下による天皇殺害は、崇峻天皇5（592）年、蘇我馬子による崇峻天皇暗殺のみが確かな歴史として日本書紀に記されている。 その後、１４００年以上、天皇は我が国で尊厳されている。
天皇即位前には、皇族間やまた豪族間の勢力闘争と関係し、幾度となく闘争はあるが、天皇に即位されてからはこの事件だけである。 安徳天皇は、祖母・二位尼（平時子）に抱かれ、極楽浄土に参
られようと、東を向いて伊勢神宮を遙拝、西を向いて念仏を唱え、壇ノ浦の急流に身を投じらた。安徳天皇は、歴代最年少の数え年８歳で崩御された（『平家物語』「先帝身投」より）。 この事件は、源
平闘争に巻き込まれた夭折ご崩御であり、ご本人殺傷を目的とした直接的行動ではない。
平安時代の約４００年の間に成熟した「天皇・摂関政治」と、新たに誕生・成長してゆく「武家政権」との併存、権威関係確立への時代が、鎌倉から室町である。 天皇自身の意識とは別に、武家は、

その「徳」に期待し、また武家もその集団において「徳」「 君臣義合 」を理想とした。そして、その関係に疑念が生まれた時、争乱が発生した。 武家間においては、勢力抗争もあるが、概ね「交渉」「大
義」が求められた。 それらの姿勢は、「儒教」の影響もあるが、天皇皇統が存続された理由にはならない。 なぜなら、儒教中国で、国家は皇帝ごと討伐され変わっている。我が国では、当然ながら
天皇は儒教伝来以前から継承されてきた。 しかしその当初の伝来後も、武力で勝る武家誕生後も、また朱子学・用明学と変貌伝来し人々に影響した後も、同様に天皇は継承されている。 この史実
は、我が国の文化思想を理解する重要な手掛かりであり、また、この独自な歴史を説明できないと「文化思想論」は成立しないだろう。 そのためには、儒教そのものを理解し、それと分別することで、
武家を含む人々の天皇尊厳意識が浮き彫りにされ、その結果、儒教伝来以前に存在した「我が国固有精神」が判ると考える。 また相対的に、「併存関係」を理解しなくてはならない。

崇峻天皇（すしゅんてんのう、欽明天皇14（553）年頃 ～ 崇峻天皇5（592）年頃）は、蘇我馬子の指示を受けた東漢駒によって暗殺された。泊瀬部皇子（はつせべのみこ）は、蘇我馬子大臣により、
即位推薦された。一方、大連の物部守屋は、穴穂部皇子を即位させようとするが、穴穂部皇子は蘇我馬子によって殺されてしまう。その後、蘇我馬子は、物部守屋を滅ぼし物部氏は没落してしまう。
泊瀬部皇子が崇峻天皇として即位したあとも、実権は常に馬子が握っており、天皇は次第に不満を感じるようになった。馬子は「天皇は自分を嫌っている」と警戒し、そして東国の調を進めると偽って
天皇を儀式に臨席させ、東漢駒に暗殺をさせた。異常事態下であるにも関わらず、天皇暗殺後に内外に格段の動揺がなく多数の皇族・群臣の同意を得た上での「宮廷クーデター」とする説もある。
その後、第３１代用明天皇の妹であった額田部皇女が、馬子に請われ、豊浦宮において推古天皇として即位。神功皇后と飯豊青皇女（いいとよあおのひめみこ）以外で、史上初の女帝となった。
『 日本書紀巻第廿一 馬子宿禰、詐於群臣曰「今日、進東國之調。」乃使東漢直駒弑于天皇。或本云、東漢直駒、東漢直磐井子也。是日、葬天皇于倉梯岡陵 』

天皇・貴族社会 と 武家社会の 思想 二重構造
鎌倉から室町時代、それぞれの社会は、同じ国民として共通の思想構造を持つが、天皇・貴族社会は、皇祖霊継承信仰といった循環思想に比重し、武家社会は、儒教の影響も受けながら、現利

思想に比重した。 その二重構造を背景に、両者騒乱の過程で、双方の思想が習合していく。 その証しが、天皇を継承、公家社会を持続させながら、武家政権が共存してゆく歴史事実である。
鎌倉から京都室町への、地理的接近にも現れている。 本思想構造で歴史を辿ると、当然ではあるが儒教は現利思想の範疇に影響し、循環という別の思想軸を置かないと天皇継承は説明できない。

後鳥羽上皇

後醍醐天皇

～平安

鎌倉

室町
足利尊氏

神信仰仏教（禅・儒教）

皇祖霊
継承信仰

武力合理思想

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

「天命」 摂関合理思想

「神孫為君説」

「仏法至高」
夢窓疎石

北条重時 「六派羅殿家訓」
「仏・神・主・親への崇敬」
「因果の理」

道徳教訓書の代表 「五常内義抄」
「儒仏一体の道徳思想」
儒教道徳の五常
「仁・義・礼・智・信」
仏教の五戒
「不殺生・不偸盗・不邪淫・
不妄語戒・不飲酒戒」

足利義満
伊勢神宮 奉斎

八幡神（武神）

「承久の乱」
隠岐流罪

北条義時

良知実現のため
実践肯定

不徳君主に対する
臣下の

易位・放伐肯定

神信仰

皇祖神

武家論理の応用「放伐」

貴族皇族将軍

「 君臣義合 」

「放伐」

北条泰時
「御成敗式目」

忠・孝
世の道理

武家社会

皇統論理の受容

皇統論理の接近

「二神約諾思想」
天皇 と 藤原氏

慈円

「道理」 慈円

「二神約諾思想」
天皇 と 徳治者

皇統論理の接近

武家論理の適用「放伐」 「建武式目」

「正中の変」「元弘の乱」
隠岐流罪

貴族社会

鎌倉

京都室町

伝統・継承的
現利思想

循環思想和合思想

武家社会 の思想構造

自然共生・原生思想

自然 の 法則 ・ 力天皇・貴族社会 の 思想構造

皇統倫理の吸収 「天下人」 義堂

合議制

北畠親房
二条良基

思想二重構造

予告



12日本文化の源流 古事記が語る「自然の法則・力」 「天之御中主神」とは何か？

循環思想 現利思想和合思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

「 古事記原文 」 変体漢文 岩波古典文学大系本（訂正 古訓古事記） 近代デジタルライブラリー 国宝「真福寺本」照合済
「別天神五柱～神世七代」
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。訓高下天云阿麻。下效此。次高御產巢日神。次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。

次國稚如浮脂而、久羅下那州多陀用幣流之時、流字以上十字以音。如葦牙因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神。此神名以音。次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱
身也。 上件五柱神者、別天神。

「伊邪那岐命 と伊邪那美命」
於是天神諸命以、詔伊邪那岐命、伊邪那美命、二柱神、修理固成是多陀用幣流之國、賜天沼矛而、言依賜也。故、二柱神立訓立云多多志。天浮橋而、指下其沼矛以畫者、鹽許々袁々呂々邇此七字以音。畫鳴訓
鳴云那志。而、引上時、自其矛末垂落之鹽累積、成嶋。是淤能碁呂嶋。自淤以下四字以音。

於其嶋天降坐而、見立天之御柱、見立八尋殿。於是問其妹伊邪那美命曰、汝身者如何成。答曰吾身者、成成不成合處一處在。爾伊邪那岐命詔、我身者、成成而成餘處一處在。故以此吾身成餘處、刺塞汝身不成
合處而、以爲生成國土。生奈何。訓生云宇牟。下效此。伊邪那美命、答曰然善。爾伊邪那岐命詔、然者吾與汝行廻逢是天之御柱而、爲美斗能麻具波比。此七字以音。如此之期、乃詔、汝者自右廻逢、我者自左廻
逢。約竟廻時、伊邪那美命、先言阿那邇夜志愛上袁登古袁、此十字以音。下效此。後伊邪那岐命、言阿那邇夜志愛上袁登賣袁、各言竟之後、告其妹曰、女人先言不良。雖然久美度邇此四字以音。興而生子、水
蛭子。此子者入葦船而流去。次生淡嶋。是亦不入子之例。

「天照大神と須佐之男命」
又食物乞大氣津比賣神。爾大氣都比賣、自鼻口及尻、種種味物取出而、種種作具而進時、速須佐之男命、立伺其態、爲穢汚而奉進、乃殺其大宜津比賣神。故、所殺神於身生物者、於頭生蠶、於二目生稻種、於
二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥、於尻生大豆。故是神產巢日御祖命、令取茲、成種。

「大國主神」
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、請神產巢日之命時、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、蛤貝比賣持

人而、塗母乳汁者、成麗壯夫訓壯夫云袁等古。而出遊行。

我が国の文化源流を古代にもとめる時、その手掛かりは縄文、弥生時代の遺跡や出土品、そして文書、伝承古き神社となる。 またそれらは、文化の中核となる信仰を伝える。
手掛かりは、相互に検証されることで、仮説は補強され、時には、通説とされる内容が矛盾として浮き彫りとなる。
文書の手掛かり、「古事記」「日本書紀」などの研究は、特に江戸時代の国学者から活況となり、幕末から明治、そして昭和以降の天皇尊厳の変遷を経て、現在に至っている。

また、その間、明治維新後の廃仏棄釈や民間信仰禁止政策、第二次世界大戦後のGHQ神道指令による「国家神道廃止」など、神仏信仰環境は安寧ではなかった。
しかし、長い武家政権の末期に起こった国学、その後の神仏混乱を経て続く「記紀研究」は、我が国古代信仰の中に、日本人、日本文化の源流を求める 同じような心情であろう。

京都、奈良などへの社寺参拝、浄土教はじめ仏教信仰、歴史的文化財への憧憬、祭りや、しきたり、風習は、なぜ行われるのか。単純に他動的習慣ではない、隠れた特性がそこに存
在するはずだ。
「古事記」には、元明天皇期７１２年、太安万侶より撰上された当時の、皇族、氏族の政治的脚色がある。 しかしまた、政治的にしろ、彼らの系譜が関係する様々な神の立場や性

格、また、大和・出雲など実際の国土地名が登場する部分に特徴があり、信仰文化の特性や史実が潜んでいる。 そして、神々には、祀る神、祀るとともに祀られる神、祀られるだけの
神、祀りを要求する祟りの神という性格の違いがあるとされ、天照大御神、大国主たちは、祀るとともに祀られる神である。なぜなら「葦原中国の平定」において、高御産巣日神は常に
天照大御神に共に、「日本書紀」では高御産巣日神が単独で派遣する神を命じており、「神武東征」でも同様である。 稻羽（因幡）兎救出で、八十神に殺された大穴牟遲神（大国主）を
蘇らしたり、少名毘古那神とともに葦原中国を作堅其國と命じたのは、神産巣日神である。 つまり、「高御産巣日神」や「神産巣日神」は、天照大御神や大国主が祀る神々である。 そ
して、古事記神代記において、天地初發之時、於高天原で、初めに誕生（存在）したのは「天之御中主神」であり、次にその二柱「巣日神」が誕生した。 また、祀られるだけの神は、山
神、川海神などで、祟りの神は、御諸山上神（美和之大物主神）となる。 では、古事記が語る、その初めに誕生し祀りの頂天にある 「天之御中主神」とは何か？ どんな信仰、思想が
表現されているのだろうか？ どの様に解釈すれば古代の精神を理解できるだろうか？

日本文化の特性 基本原理の体系

和合 と 創造

「 天之御中主神 」 とは 何か？ （ 道教の影響を前提として )
それは、自然の法則・力 と考える。 なぜなら、そのあとに誕生した「高御産巣日神」は別名「高木
神」、神の依ります神籬（神体木）、天地を繋ぐもの 出雲大社、伊勢神宮の心御柱に表現される。
同じ時に関係し、違う場所や立場から指導・影響を与える。 まさに 現世利益 である。
そして、「神産巣日神」 は、須佐之男命が殺した大氣都比賣から穀物の種を生み、また大国主を
蘇らせる 循環再生 を表す。 この神代再生は、世代・時間の継承を表現している。
つまり、その頂天に語られる「天之御中主神」は、「場所」と「時間」 の概念で、それぞれ「高御産

巣日神」と「神産巣日神」とに繋がる、「自然の源、原理」であり、「法則・力」と考える。

三神は、日本文化の特性として今回仮説した原理を構成する基本要素であり、「天之御中主神」
と、天津神系「高御産巣日神」と 国津神系「神産巣日神」が、ほぼ同時に誕生することに、異なる信
仰文化の「和合」の思想が伺われる。 また「産巣」の名を持つ二神は「創造」の象徴でもある。
創造されたモノは、人々に「場所」と「時間」 の関係で繋がる「神への信仰、祭祀」の理由となる。
この神を祀る「彌久賀神社」は出雲大社南方 延長五年（927年）『延喜式神名帳』 神門郷の筆頭。

自然共生・原生思想

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

予告



13日本文化の 原理 「古事記の思想」「天之御中主神」たちの意味

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

祖霊信仰
穢れ 禊ぎ・祓え
タマ・モノ
氏族・家
（現世と） 来世
輪廻転生 無常
繋がるモノ
木 鳥
使いのケモノ
呪文 お告
言葉 歌謡 踊り
物数奇 家元

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

ケ 日常

実用・効率

作法・型

技術・精緻 写実

極地・究極・わざ

やまとごころ

怨霊・地獄 排他・排斥
村・族

統制排除
一揆

負の反応

諸道 芸事 職人神仏習合 複合様式阿弥陀・浄土信仰

薬師・観音信仰

和合 と 創造

原理を仮説し、信仰・文化の歴史を辿っている。
その過程で「循環的なもの」と「現利的なもの」との間で「均衡作用」があることに気付いた。

日本文化の原理

修業至悟仏性自覚巨木信仰 平等思想 ・ 慈悲

「和合思想」は、「日本文化の原理」の中心にあり、「心御柱」である。
「自然の法則・力」を背景に、「循環思想」と「現利思想」の調整・均衡を保ち、
新たな「創造」を生みだす力。

原生・有儘
（ありのまま）

単純・簡素

調和・精美 幽玄・隠棲・さび

折衷・習合

合議・寄合・座 ・講

市中の山居（草庵）

神産巣日神
カミムスヒ

仏教では、阿弥陀如来に対する薬師如来や観音菩薩。 また、天台智顗 の「三諦円融 」空仮中の均
衡は、それを受け入れることで浄土信仰や禅・日蓮誕生の土壌となった。闘争する武家に対して、静寂
なる茶道や禅。 茶道は、武家など日常に対する非日常を均衡させる作用。 絵画では花鳥画に対す
る水墨画で均衡した。 その均衡をもたらした源が自然の法則・力を潜在する日本文化であり、和合的
な現象として現れたと考える。 神仏習合はその代表であり、戦う神 と 鎮魂の仏 である。
古事記、古代から中世まで日本文化の原理を仮説・検証してきたが、改めて逆に「均衡」を意識して
古事記をふりかえると、「天之御中主神」 と 「月読命」 がその作用で共通していることに気がつく。 両
者は同時に誕生した活動的な他の二者の間で、無作為な力・作用である「均衡」を象徴しているのでは
ないか。「天之御中主神」と 「月読命」、そして、火照命（海幸彦）を兄に火遠理命（山幸彦）を弟に持つ
「火須勢理命（ほすせりのみこと）」も同様で、いずれも天津神・国津神ではなく、ただ存在を記される。

冒頭に提起した「天之御中主神 」 の意味、 それは、自然の法則・力 と考えた。
なぜなら、そのあとに誕生した「高御産巣日神」は別名「高木神」、神の依ります神籬（神体木）、天地を
繋ぐもの 出雲大社、伊勢神宮の心御柱に表現される。 そして、「神産巣日神」 は、須佐之男命が殺
した大氣都比賣から穀物の種を生み、また大国主を 蘇らせる 循環再生 を表す。 この神代再生は、
世代・時間の継承を表現している。つまり、その頂天に語られる「天之御中主神」は、「場所」と「時間」
の概念で、それぞれ「高御産巣日神」と「神産巣日神」とに繋がる、「自然の源、原理」であり、「法則・
力」と考えた。 その解釈は誤りではなかったが、その「自然の法則・力」がもたらした具体的な力、すな
わち「均衡作用」とも言える。
とすれば、古事記の「月読命」の意味は何か？ その神も同じ作用をもたらし、国譲りを演出したと考
える。 天照大御神に象徴される「太陽」と建速須佐之男命の「大地」、昼間の太陽は大地を熱っする。
しかし、特に晴れた夜には、放射冷却で大地は逆によく冷える。 太陽と大地の熱循環（交流）作用が
高まっている状態だ。 その晴れた夜には 「月」がよく見える。 太陽と大地の好循環は月の作用と考
えたに違いない。自然に敏感で稲作など農耕が主な生活では、ごく自然な発想、信仰と考える。
「国譲り」の主体は大国主とその代理者や天照大御神に派遣された者たちだが、その前に月読命を
登場させた意味は、「国譲り」の予言、伏線であろう。二者択一ではなく二者均衡の支点と考える。 そ
の存在は、いわゆる二極の「間」と表現したら理解しやすいかもしれない。
自然の法則・力から誕生した和合の神格が、「天之御中主神」であり、「月読命」である。

では、その神話の基本思想は誰のものか？ 記紀編纂を勅命した人、武力で皇位についた天武天皇
は語りずらい。 最終的な編集者、藤原不比等にとっては、祖神の活躍が最重要であった。

その思想の草案者は、やはり「和」の思想家、聖徳太子と考える。古事記の神話部分などは「国記」
を反映しただろう、そして十七条憲法とは、均衡させる作用、和合思想で結びつく。京都の月読神社は、
顕宗３年（487）、阿閉臣事代(あへのおみことしろ)が朝鮮任那渡航の際、壱岐から分霊した元来は海
神である。現在は秦氏松尾大社の摂社で、その境内に 聖徳太子を祀る社がある。月読神社によると、
太子は月読神を崇敬したとされ、ここに祀られていることがその証である。また、その仮定だと、聖徳太
子以前に鏡威信が天照大御神の様な固有名詞で信仰化されていたことになる。
日本書紀は、推古28（620）年 推古天皇、聖徳太子による歴史書、「天皇記」「国記」「臣・連・伴造・
国造百八十部等の本記」が編纂されたと記す。それら書物は、皇極5年（645）乙巳の変の際に、蘇我
蝦夷の家とともに燃やされ、船恵尺（ふなのえさか） により「国記」のみ取り出されて残ったと記録する。
船恵尺の子供が道昭で、入唐し玄奘と同じ房に住して学問し、招来した法相宗は奈良時代に栄えた。
「国記」編纂の約100年後、７１2年 「古事記」が、720年には「日本書紀」が撰上された。

ユング心理学の権威で元文化庁長官の河合隼雄先生『中空構造日本の深層』では、この無為な中
央にのみ注目している。しかし日本文化の理解にとっての重要は、両極の思想軸の発見、認識である。

天之御中主神
アメノミナカヌシ

高御産巣日神
タカミムスヒ

建速須佐之男命
スサノオ

月読命
ツクヨミ

天照大御神
アマテラス

時間、再生 場所、繋ぐ、指導

母子関係 父子関係

ハレ 非日常

均衡作用

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

火照命（海幸彦） 火遠理命（山幸彦）火須勢理命

予告



14日本文化の 原理 「ドナルド・キーン氏 日本文学・文化論」より 『ドナルド・キーンの日本』

暗示

無常

ドナルド・キーン氏は、日本文学研究の第一人者であり、英訳などを通じ、世界に発信いただいた。 その著書などから、日本文化についての考えを抽出し、当方「原理」を検証したい。 キーン氏が、
長年の研究を経て、日本人、日本文学・文化を象徴すると考えた語彙を、引用著書の順に図中、上から下に配列した。 キーン氏の当初からの研究である文学から抽出された「日本人の好み」 「日本
文学の特徴」の言葉「暗示」 「無常」 「保守性」は、時間時代の経過を意識する心情、伝統など循環的である。それと比較し、下段の「日本人の特徴」を表す 「あいまい（余情）」「はかなさへの共感」
「礼儀正しい」「清潔」 「よく働く」の「五項目」は、現利的な部分まで捉えた言葉として、当原理構造において、バランス良く配列できる。 「不均整」「あいまい（余情）」は、両極習合への葛藤の顕れであ
り、また、自然な ありように通じる 「簡素」 と共に和合的であり、 「女性の重要性」は、仏教の一乗思想、万人往生など平等の顕れと考える。 同氏、文学からのアプローチからも検証出来たと考える。

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

原生・有儘 （ありのまま）

単純・簡素
調和・精美
折衷・習合
合議・寄合・座 ・講

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

ケ 日常
穢れ
実用・効率
作法・型
技術・わざ

和合 と 創造

日本文化の原理

「和合思想」は、「日本文化の原理」の中心にあり、「心御柱」である。
「自然の法則・力」を背景に、「循環思想」と「現利思想」の調整・均衡を保ち、新たな「創造」を生みだす力でもある。

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

ハレ 非日常

禊ぎ・祓え
現世と来世
輪廻転生 無常
繋がるモノ

循環思想 とは
原点継承重視

魂などへの継承
再生を原点とし
た 祖霊信仰や、
天皇尊厳 や 伝
統を重視する心
情として現れる。

現利思想 とは
現世利益 合理思想
現実主義

真摯に現実での生
き方を考え、自身や
家族、一族の生活
維持を求める志向。
利己的な思想では
ない。

「神仏儒の一致」

著書『古典の愉しみ』では、「日本人の好み」についてのエッセーを引用し、
その「重要な特性」について、「暗示・不均整・簡素・無常」を取り上げている。

「暗示」は、「例えば桜満開だけを楽しまず、初めや終わりにも深い漂いが
ある」 「男女の情も、逢い見るだけでなく、逢えずに終ってしまう悲しさを思
う」など指摘されている。 物事の過程の描写、過程の心情を大切にする思
いである。
「不均整」は、中国など芸術・建築と比較され、文学・書道・陶器・生け花・造
園を例示されている。
「簡素」は、まず、吉田兼好『方丈記』に記された庵の構造や装飾を取り上
げた。千利休の理想「サビ」で、あからさまに富を示さず、また富だけで得が
たい価値感も表現した。少ない香料、淡い匂いの食べ物について、近年、
外国人の日本食趣向に触れた。
「無常」は、彼が最も不思議なものとし、西洋の永遠に対し、ラフカディオ：
ハーン『心』を引用され、「うつろう」ものを望んでいるとした。 世界の文学で
共通の問題である「人生のはかなさ」が、日本だけは、美にとって不可欠と
した。木造建築もまたしかりとする。 特別に、桜は、うつろうもの、はかない
ものとして好まれる。夏目漱石が、西欧人の自然変化に無関心さに驚いた
ことも紹介する。
過去の日本の美は、変転の激しい時代でも生き続けている、と結ぶ。
（ このことを「伝統継承」と、追加したい ）

著書『日本文学の歴史１』で、「日本文学の特徴」として、二点に絞っている。

まず、中国や東南アジアの文学と比較して、和歌と散文における「女性の重
要性」をあげ、『源氏物語』『枕草子』の物語と「日記」の、男性作家への影響
に注目する。 そして、「保守性」として、今日までの和歌・俳句の興隆、能・
歌舞伎・浄瑠璃の公演、古典文学の芝居や映画化を指摘された。

さて、司馬遼太郎氏 と キーン氏の対談『日本人と日本文化』の中で、議論
となった「日本人のモラル」について、改めて、キーン氏の最新の見解を、確
認できることが出来た。
２０１５年放送ＮＨＫ「 戦後７０年企画 『ドナルド・キーンの日本』 」である。

キーン氏は、俗称で『三国志魏志倭人伝』すなわち 『三国志』『魏書』第３０
巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条を引用され、「日本人の特徴」について、「礼儀正
しい」「清潔」が描かれている、とされる。 当論「儒教以前 自然なるこころ
清浄心 清明心」で、この点について指摘したが、やはり「日本人のモラル」
を議論するには、この時代の記述を源流として、前提すべきと考える。
「礼儀正しい」は、話す相手など代名詞や敬語の多様な使い分け、 「清潔」
は、「美しい」の意味も表す「きれい」でもあり「風呂好き」や「禊」へ話題展開。
キーン氏は、さらに「あいまい（余情）」「はかなさへの共感」「よく働く」を加え、
以上「五項目」を、 「日本人の特徴」とされている。
「あいまい（余情）」は、男女のやりとり、絵画の墨による稜線で例示された。
「はかなさへの共感」は、散りゆく桜を愛でる心情を、上記「無常」と同様に
列記されている。 「よく働く」は、特に昭和世代には共感できると考える。

簡素

不均整

あいまい（余情）

はかなさへの共感 礼義正しい

清潔 よく働く

無常

過程の心情 均衡を図る過程で、
ゆらいでいる状態

女性の重要性保守性

自然に近い状態

伝統継承

均衡を図る過程で、
ゆらいでいる状態

うつろうもの
はかないもの

ひらがな、物語、日記
女性文学は男性文学に影響

情緒的 現実的

ドナルド・キーン氏 キーワード

「日本人の特徴」

「日本人の好み」
重要な特性

「日本文学の特徴」

きれい、禊ぎ、清浄

過程描写の心情

清浄心 清明心

予告



15日本文化の 原理 原理検証（事例） 特性の 均衡 天台智顗の「三諦円融」との特性適合

ハレ 非日常
原生・有儘
（ありのまま）

単純・簡素

幽玄・隠棲・さび
調和・精美

折衷・習合

合議・寄合・座 ・講

市中の山居（草庵）

ケ 日常

実用・効率

作法・型

技術・精緻 写実

極地・究極・わざ

やまとごころ

「日本文化の基本原理」を 仮説し、歴史を辿りながら、その検証を試みている。 改めて、下図に概要を掲載する。 （赤文字以外）
「自然の法則・力」を頂天とした体系は、古事記が語る初めの神 「天之御中主神」と、その後の神々たちとの関係や、密教の自然の仏 大日如来と菩薩や四天王、不動などの明王、天部からなる関係
と共通していることを見出した。 次に、「循環思想」で、古代の禊や祓や柱の文化、浄土信仰。 「和合思想」では、古代の氏族習合、神々習合から神仏習合。 「現利思想」では、自然神に願う恩恵、
薬師と特に観音信仰、武家社会と禅との関係などが根拠である。そして、「和合と創造」の産物とし、神々・氏族習合から神仏習合、文字・物語・絵巻から習合建築、大和画から花鳥画などを創造した。

その「三要素の均衡」と、我が国と関係の深い思想との共通性を考えたい。 なせなら、その原理、特性の「均衡」が重要と感じたからである。

例えば、仏教、天台智顗（ちぎ 538‐597）の「三諦円融」。これはインド僧 龍樹が『般若経』の影響を受けて「縁起」「無自性（空）」 を根幹に著した「中論」と「法華経」の影響を受けた
思想である。この「三諦円融」は、「空仮中とされた三諦の調和、和合の思想」で、天台教義とし、また日本天台宗は、浄土宗や禅宗、法華経からは日蓮宗を生みだす母体となった。

釈迦は経典を残さず、口承から解釈、体系された。 古代インドの輪廻転生や解脱を基礎とし、それを縁起「因果論」で再編。 生存中の因果がもたらす苦の人生を、修業により、
輪廻から解脱できるとした。 人生の苦の構造と除去の方法として四諦、さらに八正道で苦の克服を詳しく説いた。 その因果の基礎状態を、「般若経」で「空」と表現し、固定的実体
もしくは「我」のないことや、実体性を欠いていることを意味した。 そして、「空」の思想をさらに強調、発展させ「中論」を著わした人が、西暦１００年代に誕生した龍樹である。

「中論」を漢訳した人は、現代中国の最西部、旧ソ連に近い新疆ウイグル自治区内に所在した亀茲（きじ）国の鳩摩羅什（350年頃～４１０年頃）である。 その「中論」を所依として
禅観につとめ、「一心三観」を悟ったとされる中国南北朝時代の北斉の僧、天台宗初祖となる人が慧文である。 その孫弟子が中国天台宗の実質的開祖の天台智顗で、隋の皇帝
煬帝(ようだい)も 帰依した。 ちなみに我が国は、煬帝在位中に遣隋使を４回派遣している。第二回遣隋使（607年）では、「日出處天子致書日沒處天子無恙」（日出づる処の天子、
書を日没する処の天子に致す、恙無しや）の有名な書き出しで始まる国書が倭王から送られ、東夷の島国の王が「天子」を称し、没落を意味する「日没處天子」という語句に煬帝は
立腹した。 しかし、当時、隋は高句麗遠征を控えて外交上倭国との友好関係を必要と判断、裴清を倭国へ派遣している。 あの聖徳太子の時代である。
一方、龍樹と日本仏教との関係は強烈であり、八宗（大乗仏教）の祖師と称され、真言宗では八祖の1人、浄土真宗の七高僧の第一祖とされる。
インドの大乗仏教祖である龍樹の思想を、中国の天台智顗が、より現実、実用的な思想に飛躍させた。 なぜなら、当時の中国、漢国には北方胡族が侵入、南北朝といわれる乱世にあり、

その梁の高官を父に持つ天台智顗は、梁、そしてのちには陳と二回の亡国に遭遇した。 もはや現実を直視せざるえず、「空」を限定し、現実の「仮」を受け止め、そこから「中」を思想した。

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

合理・現実主義的 受容

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

怨霊・地獄
排他・排斥 村・族 統制排除 一揆負の反応

諸道 芸事 職人神仏習合 複合様式阿弥陀・浄土信仰

薬師・観音信仰

和合 と 創造

修業至悟 仏性自覚巨木信仰 平等思想 ・ 慈悲

祖霊信仰
穢れ 禊ぎ・祓え
タマ・モノ
氏族・家
現世と来世
輪廻転生
繋がるモノ
木 鳥
使いのケモノ
呪文 お告
言葉 歌謡 踊り
無常 口称念仏

娑婆の世界観
三法印

四諦
苦諦
集諦
滅諦

道諦
八正道

盧舎那仏 大日如来

釈迦如来阿弥陀如来 薬師如来

龍樹の「中論」

全ては、「無自性」（無我・空）であり、「仮名（けみょう）」「仮説・仮設（けせつ）」に過ぎない、
事象的・概念的な「相互依存性、相対性」に注目した思想で「縁起」「無自性（空）」とした。
龍樹の「中論」「十二門論」 提婆の「百論」の教えを中心とした論が、三論宗と呼ばれた。

天台智顗 の「三諦円融」 「中論」と「法華経」から教義を体系

「三諦」とは、「空諦」「仮諦」「中諦」の三つの諦（真理）である。
「空諦」とは「一切皆空」の真理。 全ての存在は相互依存的で縁起的な存在
であり、不滅の実体はなく、滅び去ってしまう。 そのことをしっかり認識していな
いと、我執に囚われて、煩悩の苦しみから逃れることは出来ない。
しかし「空諦」に固着しすぎるのも問題で、全てが空で虚しいものだという思い
に囚われて、物事の素晴らしさを味わい、生命の喜びを感じることができなく
なってしまう。
そこで智顗は、「仮諦」つまり全ての物事に法の現れを見出し、その素晴らし

さを味わうことを正しいとする立場を取り上げた。 そうしてこそ、我々は生命の
喜びを感じ取ることができる。 しかしまた、「仮諦」に固着しすぎると、物事が
全て無常だという真理を忘れてしまい、我執に囚われるようになる。

「空諦」と「仮諦」のいずれにも固着しすぎないようにするのが正しいというのが「中諦」である。
またこれも固着しすぎるとバランスを取ることに気が取られてしまい、「空諦」も「仮諦」も中途半
端になってしまう。 したがって、真理は、この三つの真理をそれぞれ限界づけ（＝批判）し、
調和的に融和することが大切だと 「三諦円融」の思想を となえた。

つまり、日本文化の原理とした各思想とは、以下の通り、照合できる。
「循環思想」は、「空諦」 因果で縁起し、具体化する輪廻を意識した 循環の世界
「現利思想」は、「仮諦」 現実、生きて煩悩、苦楽を伴う事を意識した 現利の世界
「和合思想」は、「中諦」 空諦と仮諦、循環と現利に偏重せず中庸を意識した 和合の世界
日本仏教が、龍樹の「中論」を前提に、天台智顗 の「三諦円融」 を受け入れ、他国では断絶し
たその信仰を継承した理由が、この一致にある。元来、その思想を受容できる文化なのである。
そして、日本浄土信仰、禅宗、日蓮宗などを 創造した 原理と考えざるえない。

空諦 中諦 仮諦

心と体の変化
十二因縁

仏教世界

天台智顗像
一乗寺

（兵庫県加西市）
奈良国博寄託

11世紀

龍樹像
奈良国博
平安時代

自然共生・原生思想

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

予告
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自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

日本文化の原理

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

循環思想 とは

魂などへの継承再生
を原点とした 祖霊信
仰や、天皇尊厳や
伝統を重視する心情
として現れる。

現利思想 とは
現世利益 合理思想
現実主義

真摯に現実での生き
方を考え、自身や家族、
一族の生活維持を求
める志向。利己的な思
想ではない。

「神儒仏一致」

あらためて、聖徳太子から学ぶこと、そして、日本文化の特性との共通性や、そ
の後の、日本での適合を考えたい。

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、と考える。 なぜなら、その教学は「三教義疏」 の主である「法
華経」であり、そこでは、時間と空間を超越し、万人に平等な慈悲力、「自然の力」
を表現している。 そして「冠位」では、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。

自然調和な神信仰は、明文化されていなかった。 太子は、その日本的な自然調
和な文化を基礎に、三法崇敬で方便し、冠位で表現した、と考える。
「不自然なるもの」の、「自然なるもの」「自然たるもの」への、大いなる思考である。
その関係を図解し解説する。 「自然なる信仰」から、聖徳太子の思考を原初に仏
教儒教との関係。下段に原理の現代的表現、すなわち「現代への活用」を考えた。

聖徳太子と、神信仰や神道と関連させる代表的な証拠は「敬神の詔」である。
「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
皇の神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」
であった。 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、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、「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、治世に生かしたと考える。 なぜなら、治世には明文が必要だからである。
和辻哲郎氏もまた、『日本倫理思想史』で、十七条憲法第一条における、「礼」に
対する「和」の優位性独自性に注目されている。 一般的に、その条文の引用元と
される論語の学而第十二は、「「有子曰、禮之用和爲貴、先王之道斯爲美、小大由
之、有所不行、知和而和、不以禮節之、亦不可行也」と、和の通用より、「禮」礼の
優位を説く。 対して、憲法第一条は、「以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨亦少達者、
是以、或不順君父乍違于隣里。然、上和下睦諧於論事則事理自通、何事不成 」
である。 論語を元とするならば、「礼」は、あえてそこから除外されている。
また、同氏も注目されている憲法第三条「承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地
載、四時順行萬氣得通、地欲覆天則致壤耳。是以、君言臣承、上行下靡。故承詔
必愼、不謹自敗」 この「天地覆い地載せるときに、四時順行し万気通い得るがご
とく」である。同氏は「天地自然の理」にもとずく上下関係を説く、と解釈されている。
詳細は、本論「自然（じねん） への思考」で纏めるが、この思想は、空海や親鸞、
江戸時代の民間思想家たちにより、歴史的に継承されていくことになる。

鈴木大拙氏もまた、聖徳太子から禅に、自然親和と我が国固有の心を見出す。
『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。 それはまさに、自然調和の「和」であると考える。

以上、聖徳太子の思想について、「法華経」「十七条憲法」「敬神の詔」や、先達
の解釈から、あらためてその歴史的な価値を含め、整理した。
神仏儒習合と関係する自然（じねん）への思考として、再度、認識すべきと考える。

図に「ブッダと孔子から学ぶこと」との関係を示した。 自然調和な思想を基礎に、
大乗主義と徳治主義を取り入れ、その意味で神仏儒習合を思考した人が聖徳太
子である。 その思考は我が国に根づき、のちに「万人往生」や「陽明学・心学」とし
て顕在した。なぜなら「日本文化の原理」と一致した思想であったからと考える。

日本文化の 原理 現代への活用 聖徳太子から 学ぶこと

「自然たる人間関係、治世とは」を思考した
自ずとそうなる 「然るべき人間関係」
人間（君子、親、子）として、「自らは然るべき
こと」を為す。

自然の恩恵、脅威を忘れない

公正 と 慈悲

「儒仏一体の道徳思想」
儒教道徳の五常 「仁・義・礼・智・信」
仏教の五戒 「不殺生・不偸盗・

不邪淫・不妄語戒・不飲酒戒」

蓄積 と 継承 知恵 と 徳業

社業 教訓の継承
家庭 子孫育成

社業 誠意の体現
家庭 賢明堅実

文化継承的活動 生活経済的活動

自然 への 尊厳・畏怖 真理

「神の思想」 自然の下に生かされている組織

道理認識
公平正大
責任自覚
創意工夫

実績・事件の 検証・反省 課題・目標の 解決・対策実務

理想

原理の現代的表現

均衡 と 連携

奉仕 実利
教養 実業

聖徳太子から学ぶこと

自然調和な社会、生活が
自然と生まれ、継承できる。

適合

ブッダから学ぶこと 孔子から学ぶこと

「自然なる人間とは」を思考した

無常なる自然のあり様に学び、その尊厳を
感じ、自然の中の人間の立場を悟った。

法華経の中で「寿量品」が唯一最高
「寿量品」の中心思想は三世常住の益物、
縦に過去・現在・未来なる三世を貫き、横に十方
世界に普遍し全宇宙法界の衆生の救済を説く。
この「寿量」とは、自然の恩恵、つまり古事記

で記される、水、海、山など原初なる自然神の
力である。 「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」の考えとは、「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」の意味。

大乗主義

個人

徳治主義

家族主義

君子の範
敬 恵

温・良・恭・倹・譲
良知実現のため
実践肯定

性善説

徳治主義

循環思想から和合思想へ
地獄信仰を前提に 浄土信仰は、万人往生で適合した

現利思想から、和合思想へ
性善説、特に、実践として「放伐」を説く
孟子と適合しつつ、

陽明学・心学で適合した。
形式や制度にはこだわらない

自然調和主義

予告



17日本文化の 原理 現代への活用 自然から学ぶこと 三教三聖義疏

「最も不自然なるもの」による、「自然（じねん）なるもの」、「自然（じねん）たるもの」への思考。 これが、我々人間、先達たちが目標とした大きな命題である、と考える。
これまで本論では、日本文化を理解するため、「我が国古代の神への信仰と変遷」を確認し、「ブッダの教えやその後の大乗仏教諸宗の信仰」と「孔子の教えや儒教の展開」を理解した。そして、それ
らが、我が国で「変化と習合」を辿り、日本文化を形成してきたことを、原理の検証と併せ確認してきた。その三要素、神仏儒の習合は、「聖徳太子の教え」を起点とし、奈良時代の神仏習合から、幕
末までの儒教の影響を加えて分析した。その行程で気づいたことは、自然なる神信仰については、当然であるが、ブッダや孔子、そして聖徳太子がいずれも「自然なるもの」、「自然たるもの」を思考し
てきた事実である。我々に必要なことは、自然の恩恵、脅威を忘れず、人間として、自らは然るべきことを成す。 その価値感の共有で、自然調和な社会、生活が自然と生まれ、継承できる、と考える。

上記冒頭の「最も不自然なるもの」とは、佛教大学 学長 を務められる田中典彦先生の論文 『 初期仏教における人間と自然 』 から引用した、「人間」を表した言葉である。
その論文で、釈迦は、「ありのままに知る」そして「ありのままに語る」ことを根本的立場とした、とされる。植物、動物、人間について語り、人間とは、区別して知り、名称によって概念化することを特徴
とし、そこに分別の危険性を指摘した。分別し執着することで、世界・人間が仮構される。 阿含経を引用され、「眼，耳，鼻，舌，身 ，意」 の六根、「色境・声境・香境・味境・触境・法境」の六境、「眼識，
耳識，鼻識，舌識，身識，意識」の六識によって認識されているものを世界とする。それらの世界を認識する人間のことを「有情」と呼ぶ。つまり、執着心により、知覚したもの、本質的なものの「識」が、
執着され「有」と捉えられ、「識」と「執着」により「我」が構成される。 この世界は、バラモン教が説く「常住」ではなく、いわゆる「諸行無常」「諸法無我」で、永遠不変な実体は無い。仮に存在するとして
も経験で解決できず、「無記」とされた。人間は、その「無常無我」なものに執着し仮構する。「一切無常、一切皆苦、一切無我」が強調される。人間自身も仮構であり、身体である「色」と、精神である受、
想、行、識の「五蘊仮和合」、そして、五蘊の一つ一つが無我であり、苦であり、無常であると強調。その「色」身体は、地・水・火・風の無常なる「四大所造」で構成される。 初期仏教の関心は、世界の
根底に何があるのか、ではなく、現象がどのように在るかに向けられた。人間は、区別なく「五蘊和合」したもので、「識」の働きで「執着」に関わり、「仮構」し、「差別」してゆくものである、とされる。
そして、「執着」が「苦」を生む。 これらの見解に関連し、当方も「ブッダから学ぶこと」の中で、初期仏教の考えが「般若心経」へ反映していることを指摘した。
ブッダは、以上を前提に、「執着」と「識」を止滅し、世界観や価値感など一切の仮構を否定し、真実を求めた。 「縁起」、つまり自然（じねん）を原理とする、「絶対平等」と「生成流転」が真実とする。

本論文が収録された論題は「仏教と自然」であるが、初期仏教が、ありのままに観た自然とは「生成流転」である。 環境によって変化する「因縁」により「生成」する。そして「生成」されるものもまた変
化する。 「生成流転」の事実が「仏教の自然」とされ、そして、「最も不自然な在り方」をするものが「人間」である、に帰着される。 論末で、「明確な自然観を持たずに、無意識、無関心に欲望のまま
に生きていることが重要問題」とされ、結ばれている。
本論文では、すでに「はじめに」で、自然についての「人間の問いかけ と その解」について、人間の「識」に依るところの限界を提示されている。 当方論中の「ブッダから学ぶこと」でも、ブッダは、冷
静に人間の煩悩を見つめた。そして人間の限界に気付いた。縁起の中で無常なる自然のあり様に学び、その尊厳を感じ、人間の限界に気付き、自然の中の人間の立場を悟った。その悟りが執着か
らの解放で、 「智慧の完成」 すなわち「般若波羅蜜」である、と 考えた。

孔子についても、「自然たる人間関係、治世とは」を思考したと考える。 人生の目的と、人と人の関係性に自然を思考した。 人は天「命」を自覚し、「学」び、「思」考することで信条・思想を持ち「行」
いを重んず。 人間関係である「志」では、「信・義・忠」をこころがけ、「仁」を以て「礼」を尽くす。 さらに君子は、「温・良・恭・倹・譲」を備え、「敬・恵」を行い、「範」とならなければならない。家庭を社会
の基本とする。君子との関係より、より自然に家族、親子関係、子の「孝」を優先した。朱熹は、自己の外にある「理」こそ自然とし、孟子や王陽明は、人間内面に自然平等なる「気」に一元した。
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、と考える。 なぜなら、その教学は「三教義疏」 の主である「法華経」であり、そこでは、時間と空
間を超越し、万人に平等な慈悲力、「自然の力」を表現している。そして「冠位」では、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。
自然調和な神信仰は、明文化されていなかった。 太子は、その日本的な和合調和な文化を基礎に、三法崇敬で方便し、冠位で表現した、と考える。
「不自然なるもの」の、「自然なるもの」「自然たるもの」への、大いなる思考である。 以下左部に、その関係を図解する。中央の図が人間から自然への接近、右図が「自然なる日本の文化信仰」である

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

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

原生・有儘 （ありのまま）
単純・簡素調和・精美
幽玄・隠棲・さび・一角・貧乏

自然は、我々の想像を遥かに超えた存在である。 我々が認識できる自然はその微かな部分にすぎない。
しかしまた一方、自然からあらゆる恩恵を受けている。 人間が創造できるものは、ほとんど無い。 生きてゆくため
に必要なもの、例えば「大気」「水」「太陽光」、どれも無から創造できない。 破壊はしても創造はできない。
本論「日本文化の原理」が正しければ、現代日本人こそ、先達たちの自然思考に学び、そして破壊してはならない。

循環とその継承
自然たる持続

現実、現在の
自然たる恩恵

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

未知なる自然の実体

人間の識から捉えた自身

ブッダ 自然なる人間とは

人間の識から捉えた自然

未知なる人間の自然なる自身

自然なる力 神信仰

大乗仏教の方向

神信仰 （日本）

般若（超越的智慧）

神仏儒
共通する自然思考で習合

平等と差別のゆらぎ
理想と現実

矛盾を乗り越えた和合・均衡

平等

時間的差別 空間的差別

人間の識 による 差別の世界

禅

自然への接近

循環思想 現利思想和合思想

自然 なる 生き方

奉仕
反省

実利
対策

教養 実業

理 （根本的実在）

朱子学の方向

聖徳太子 自然なる治世とは

陽明学の方向

孔子 自然たる人間関係、治世とは

人間の識から
捉えた他者

未知なる他者の
自然なる他者

「主観的自然」

気一元論

理気二元論

予告
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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

「浄土信仰」万人往生

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 「禅」全てのものに仏性

無差別空也

自然法爾思想

「神の思想」
死後、万人 神となる

「仏の思想」
万人 往生仏性

万人祖霊

自然的秩序
三教一致「心学」 商業倫理

石田梅岩

安藤昌益 自然真営道
「活真」の中の万人「直耕」
二別の互性

無差別一遍

民間思想の時代

宗教思想の時代

日本文化の 原理 現代への 活用 自然（じねん）への思考
空海、親鸞、安藤昌益たちの 「自然（じねん）」 「おのずからそうある状態」への探求を、辿りたい。

ここで注目すべきは、「自然への思考」の前提として、聖徳太子から一遍に至る「自然調和な無差別への思考」の、歴史的関係である。
その「自然調和な無差別への思考」 の前提は、「神仏儒一致に顕れる習合和合への思考」である。 また、それらの源流として、風土環
境から発祥した「自然なる神信仰」がある。「神仏儒一致の源流」もまた、聖徳太子にある。 （聖徳太子の神仏儒一致については、本論
「聖徳太子の思想」で論証した） さらに、法華経を重視し、遺族に「天寿国」と名称する絵画を描かれた太子は、道昭・行基により実践さ
れ、最澄・空海によって説かれた「万人救済」一乗思想、その後の「平等思想の源流」でもある。
「おのずと生じたもの一般」の自然から発祥した神信仰は、「神仏儒の自然調和」を受容する原理を、本来内在していた。 その思考

を前提に「万人平等」に向かい、そして「おのずからそうある状態」である自然（じねん）の思考を、人間社会に受容し発展させていった。
我が国、古代からの「万人、神になる」思考は、例えば代表として親鸞の「万人、浄土往生」思考に至る。そしてそのあと、彼が最後に思
考したものも「自然（じねん）」であった。上記「自然環境が生んだ自然調和な思考、そして平等、自然（じねん）への思考」の典型である。

中国「老子」の自然（じねん）とは「人為的でなく、おのずからそうある状態」の意味であり、「孟子」では猛然や欣然（きんぜん）のよう
にある状態をあらわす。 いわゆる自然世界の「自然（しぜん）」は、ギリシャ語の「フュシス physis 」を語源とするオランダ語「ナゥール
natuur 」であり、江戸時代に蘭学で訳され、「おのずと生じたもの一般」を意味する。

「おのずからそうある状態」の「自然（じねん） 」は、我が国での用例として、空海「十住心論」や、親鸞の「自然法爾（じねんほうじ）の
事」 、日本朱子学、安堂昌益「自然真営道」の < 『 自（ひと）り然（な）す』 生ける事実在 > がある。 この「自然」を、人間から観た意味
として「主観的自然」と定義する。

空海の『 十住心論 』卷第一には、「經云自然者。謂一類外道計。一切法皆自然而有。無造作之者。」とあり、「経に自然（じねん）とい
うは、いわく、一類の外道を計すらく、一切の法はみな自然にして有なり、これを造作するもの無し。」の意味である。
続いて、「如蓮華生色鮮潔誰之所染。棘刺利端誰所削成。故知諸法皆自爾也。有師難云。今目覩世人造作舟船室宅之類皆從衆縁而
有。非自然成。云發之。是亦不然。既須人功發之。即是從縁非自然有也。大唐所有老莊之教立天自然道。亦同此計。經云内我者。有
計身中離心之外別有我性。能運動此身作諸事業。」とあり、「老荘の教えは、天の自然道に立つ、またこの計に同じ」と、同じ意味であ
るとする。
この著書は、正式名称を『秘密曼荼羅十住心論』とし、低次元の心の世界から高次元の心の世界へと次第に進展し向上する過程を、

かりに十段階に分けた曼陀羅で構成される。その高次元の心の世界が、第十住心「秘密荘厳心」で、（草冠）の厳心（法を表しながらあ
らゆるものを生み出す創造者のこころ、毘留舎那仏、真言密教 ） 無限の世界である。秘密荘厳心とは、自らの心の源底を覚知し、あり
のままに自らの身体の数量を証悟するのである。 いわゆる胎蔵界会の曼荼羅と金剛界会の曼荼羅とがこれである。
「おのずからそうある状態」のこころで、「おのずと生じたもの一般」の世界に身を置き、その真理を観ずる境地であろうか。
ありのままの自然世界である高野山に身を置き、自然宇宙に空間時間を超越し外在内在する大日如来を最高仏とし、修行者自身と一
体化すべきものとした。 宇宙までの自然意識と、それを自然（じねん）に観ずるための取組であろう。

親鸞の「自然法爾（じねんほうに）の事」 について、詳細は「自然から学ぶこと 親鸞上人の思考」を、参照いただきたい。
親鸞は「 阿弥陀仏が無量寿（永遠）の仏陀、つまり、ありとあらゆるものの基である究極の実在 」と 考えた。本願を通じて生きとし生け
るものをすべて救おうとする、阿弥陀仏の根本の目的である。当方見解として、親鸞は、自然世界の中で、人々や万物に対し平等な恩
恵をもたらす主体を仏教の中の「阿弥陀仏」に見いだした。その主体こそ「自然の法則・力」 未知なる自然の実体である、と考えた。

安藤昌益の著書 『自然真営道』 は、陽明学の「気一元論」を基礎とし、自然を「活真」と「直耕」で表現する。
根源的実在である土が「活真」であり、自己運動によって木火金水の四行に分化し、四行は各々進退し八気になる。 「活真」は、世界
の中央に位置して四行八気を統制し、無始無終で、万物を生成する。 この生成運動を「直耕」と定義する。
万物は、初めを司る「木」と、終りを司る「水」など、対立（相対）しながら互の本質を本性として内在。 このことを「互性」とした。
「自然真営道」とは、対立するものが相関し統一しあっている活真の、営為原理のことである。
人類社会の原点は、天地の直耕と、人類全員の直耕が両立し、自然と社会が調和し、自然界に天災地変なく、社会に差別や階級的対
立が存在せず健康である。この状態を「自然の世」とした。 不耕貪食する支配階級が作り出した差別「二別」ある現実社会を「法世」と
し、支配階級思想である儒学・仏教・神道・道教など既成思想を否定した。
理想社会「自然の世」として、自然真営道を体得した「正人」による、（“原始“ではなく） ”高度”自然の世を変革目標とする。

その世では、 「忠」は否定され、五穀「直耕」による「孝」を肯定する。 夫婦を基本に、父子・兄弟・孫・従弟という血縁関係で、儒教でい
う「五倫」を再構築し、「五倫惟だ一和して」と、互性的相互関係を道徳とする。
「正人」が出現し治世する理想社会。 その出現までの過渡的社会を「上下なれども二別無き常安の世」とし、全ての人々の直耕を

条件に、「上慈下敬一和する則は、上下なれども二別無き常安の世なり」と、上下の和合を必須条件とする。 治世者たる「上」は、万世
一系的には固定していないが、彼の日本通史編である九・十巻「私法神書巻」で、一貫して天皇を「天子」などと記し、尊厳している。

自然宇宙の真理

道昭・行基

最澄 一乗思想

神・仏・儒 一致

「六派羅殿家訓」「仏・神・主・親への崇敬」

道徳教訓書の代表 「五常内義抄」
「儒仏一体の道徳思想」
儒教道徳五常 仏教の五戒
「伴天連追放令」 金地院崇伝 起草

北条重時

徳川秀忠

武家思想の時代

法華経 二乗作仏と久遠実成日蓮

救済の実践（ 万民布教 ）

無差別 救済の実践（ 万民布教 ）

予告



19日本文化の 原理 現代 への活用 「 自然 (じねん) なる思考」

自然共生・原生思想

循環思想 現利思想和合思想

根本思想

自然 の 法則 ・ 力

太陽・月・水
季節

生命源泉
自然恩恵
天候・天災

和合 と 創造

日本文化の原理

マナイズム 見えないチカラ
精霊 植物・動物 花鳥風月

循環思想 とは

魂などへの継承
再生を原点とし
た 祖霊信仰や、
天皇尊厳 や 伝
統を重視する心
情として現れる。

価値観の
フィルター

公正 と 慈悲

「儒仏一体の道徳思想」
儒教道徳の五常 「仁・義・礼・智・信」
仏教の五戒 「不殺生・不偸盗・不邪淫・

不妄語戒・不飲酒戒」

蓄積 と 継承 知恵 と 徳業

社業 教訓の継承
家庭 子孫育成

社業 誠意の体現
家庭 賢明堅実

文化継承的活動 生活経済的活動

自然 への 尊厳・畏怖 真理

国際社会
処々情報

経済・市場
流行・風潮

「神の思想」 自然の下に生かされている

組織

道理認識
公明正大
責任自覚
創意工夫

実績・事件の 検証・反省 課題・目標の 解決・対策実務

理想

現利思想 とは
現世利益 合理思想
現実主義

真摯に現実での生
き方を考え、自身や
家族、一族の生活
維持を求める志向。
利己的な思想では
ない。

原理の生活的表現

均衡 と 連携

「神仏儒の一致」

奉仕 実利

教養 実業

日本文化の原理に沿った
「 自然なる思考」

原生・有儘 （ありのまま）

単純・簡素
調和・精美
折衷・習合
合議・寄合・座 ・講

ケ 日常
穢れ
実用・効率
作法・型
技術・わざ

ハレ 非日常

禊ぎ・祓え
現世と来世
輪廻転生 無常
繋がるモノ

人口構成
防災
食料
エネルギー
累積債務
保険年金

持続的課題 今日的課題

経済 （政治）
単年度財政
株価・企業業績

日常生活

「自然環境」 自然の下に生かされている
「自然なる思考」 自然（じねん）なる社会と生活

国際社会
処々情報

外交
国防

全国（地方）的課題 首都的課題

原理の社会的表現
自然 への 尊厳・畏怖 真理

均衡 と 連携

政策の視点

単純・簡素
調和・精美

価値観の
フィルター

独立自尊

ここでは、現代の社会的問題にどのように生かせるか？を呈示したい。
文化信仰思想の原理が、その問題に適正を以て活用できると考える。
今、この文化的特性を、より一層、意識し、その上で、「現代社会にお
ける諸問題の議論」がなされるべきと考える。
「原理」に沿って、下部に「社会的表現」を配列した。
日常、よく意識され、報道されるものが「今日的課題」であり、「現利思
想」に相当する。 そして「持続的課題」が、「循環思想」に相当し、その
両者の「均衡と連携」が「和合思想」である。
今日、「持続的課題」がようやく注目されているが、本来は絶えず意識
されるべき課題であると、今なら気づくはずだ。「持続的課題」は、いずれ
も危惧された時点では、正常な状態までの回復に相当な困難がある。
これまで、「今日的課題」に執着しすぎたことに、極端な「持続的課題」の
悪化の因果がある。 両者の「均衡と調整」こそ、これまでの「政策の視
点」として議論されるべきであった。

「原理」の認識が、いかに重要であるか
「持続的課題」の内容を見て、今なら「当然、認識している」と、
考える人は多いはずだ。 しかし、我が国の歴史・文化・信仰
の検証を以て、確たる「原理」に基づいた政策がなされてきた
であろうか？ いや、「原理」そのものが、明確では無かった。
今、あたらためて、この「原理を」自覚しなれればならない、と
考える。

そして、最も意識されるべき重要なことは何か？
それは、それら三つの思想・課題の根本たる「自然への尊厳・
畏怖」 「真理」である。 ともすれば、他の課題と並列的な価
値感で捉えられていないだろうか。 古代からの自然（じねん）
なる自然への信仰を基礎として、聖徳太子は、自然調和な神
信仰たる「和」の思想を考えた。その自然（じねん）なる思考は、
日本的に「神仏儒一致」させ、その後１４００年もの間、我が国
文化信仰の主軸となった。 現代社会では「自然・生活・社会
の一致」と方便すべきだろう。 しかし、重要な「自然への意
識」は、未だ充分には認識されていない。

国家として意識されるべき精神も、同じく天皇称号や日本
国名を用い始めた、聖徳太子から天武天皇の時代に学ぶ必
要がある。当時、隋や唐を意識した国家としての「独立自尊」
の精神である。他文化を受容はしても依存はしない「大和魂」
である。 世界経済の中で、もちろん貿易は必要だが、我が国
のエネルギーや食糧の外部「依存」は、あまりにも大きい。
外交の前提として重要な「自立」性は、低下しすぎている。
「原理」を意識した精神と、生活的社会的な物質的「自立」
が、国家国民として必要なのである。

この状況で 「持続的課題」挽回に対し提起できることは限ら
れる。 しかしまず取り組むべきは、エネルギーと防災、地方
（創生）的課題解決に同時に関係する政策として、「地熱発
電」と「火山監視」であろう。 立地的に併設可能な場所も多い
と考える。 特に日本メーカーの「地熱発電」は、世界シェア一
位の導入実績を有する。 原発と表裏で普及停滞していた。
近年、漸く見なおされてきたが、主要な国策として積極的には
推進されていない。 健全なる自立への第一歩である。

自然なる国家

「和合思想」は、「日本文化の原理」の中心にあり、「心御柱」である。
「自然の法則・力」を背景に、「循環思想」と「現利思想」の調整・均衡を保ち、新たな「創造」を生みだす力でもある。

予告


