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日本文化の特性  基本原理 の 体系 より 

 古代の毛  浄土への毛   禅と武家の毛   教育の毛   近代文化の毛   時代とともにその意義を変化しつつ、その字はいつも力強い。 
はからずも今回課題で、辿れた「毛」の世界を、当方仮説「日本文化の特性 基本原理の体系」に沿って ご紹介します。  
 

異の毛 

貴の毛 

和の毛 

追記 
 古代の毛には、稲の意味がある 
 「和」は、豊富な稲で人々が飢え無い状態 
 「二毛作」は、年に二度の稲栽培・収穫 
 



鴨の毛 加毛神社  岐阜県安八郡輪之内町 
式内社の美濃国安八郡 「加毛神社 」  全国にある加茂神社（賀茂神社・鴨神社）の一つ 
 

 『神明帳考証』享保18年（1733年）出口（度会）延経 他著 では、 
「鴨君彦坐命之後也 日子坐王子神大根王三野國本巣國造之祖」 
とあり、『國造本紀』に、開化天皇の御代、皇子・彦坐命（日子坐王） 
の子・神大根（八瓜命）を三野國国造に任じたとある。 
よって、美濃国（三野國）本巣国造の子孫が、祖神として鴨君を祀っ 
た社と考えられている。 
 

 彦坐命（日子坐王）は、開化天皇の皇子。母は丸邇（わに）臣の祖・ 
日子国意祁都命の妹・意祁都比売。 『日本書紀』では和珥臣の祖・姥津命の妹・姥津媛。 
 

開化天皇の皇子・彦坐王の子は、小俣王おまたのみこ。 母は山代の荏名津比売（苅幡戸弁）。 
彦坐王 を祀る主たる神社 
小幡神社      京都府亀岡市曽我部町穴太宮垣内１    
 開化天皇が主祭神  第三皇子・彦坐王   
 彦坐王の御子・小俣王を配祀した古社 
 和銅元年（７０８）大神狛麻呂が社殿を造営したという 
 斎宮神社      京都府京丹後市丹後町宮宮ノ谷２４５ 
 佐波加刀（さわかと）神社   滋賀県長浜市木之本町川合１２７７     
 石坐神社      滋賀県大津市西の庄１５－１６ 
 草岡神社      滋賀県長浜市余呉町国安５２ 
 久佐加神社     島根県出雲市日下町上筋 
 
 賀茂社では、５月葵祭りなど 
重要な祭祀で 鐸鈴が用いられている。 

古代 出雲の毛  古事記 「天照大神と須佐之男命」より   
 

故是以其速須佐之男命、宮可造作之地、求出雲國。爾到坐須賀此二字以音。下效此。地而詔
之、吾來此地、我御心須賀須賀斯而、其地作宮坐。故、其地者於今云須賀也。茲大神、初作
須賀宮之時、自其地雲立騰。爾作御歌。其歌曰、 
  

    夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微爾 夜幣賀岐都久流 曾能夜幣賀岐袁  
    於是喚其足名椎神、告言汝者任我宮之首、且負名號稻田宮主須賀之八耳神。  
 

故、其櫛名田比賣以、久美度邇起而、所生神名、謂八嶋士奴美神。自士下三字以音。下效此。
又娶大山津見神之女、名神大市比賣、生子、大年神。次宇迦之御魂神。二柱。宇迦二字以音。
兄八嶋士奴美神、娶大山津見神之女、名木花知流此二字以音。比賣、生子、布波能母遲久奴
須奴神。此神、娶淤迦美神之女、名日河比賣、生子、深淵之水夜禮花神。夜禮二字以音。此
神、娶天之都度閇知泥上神、自都下五字以音。生子、淤美豆奴神。此神名以音。此神、娶布
怒豆怒神此神名以音。之女、名布帝耳上神、布帝二字以音。生子、天之冬衣神。此神、娶刺
國大上神之女、名刺國若比賣、生子、大國主神。亦名謂大穴牟遲神、牟遲二字以音。亦名謂
葦原色許男神、色許二字以音。亦名謂八千矛神、亦名謂宇都志國玉神、宇都志三字以音。幷
有五名。 

 毛越寺はモウツウジと読みます。通常、越という字をツウとは読みませんが、越は慣用音でオツ
と読みます。  従ってモウオツジがモウツジになり、更にモウツウジに変化したものです。 
寺伝によると嘉祥３年（850） 慈覚大師（じかくだいし）が東北巡遊の折、この地にさしかかると一

面霧に覆われ、一歩も前に進めなくなりました。ふと足元を見ると地面に白鹿の毛が点々と落ち
ているので、大師は不思議に思いその毛を辿ってゆくと、前方に白鹿がうずくまっていました。 
大師が近づくと白鹿の姿は霧のなかへ消え、やがて 
どこからともなく一人の白髪の老人が現れ、「この地は 
霊地であるから堂宇を建立するなら仏法が広まるであ 
ろう」と告げました。 大師はこの老人こそ薬師如来 
の化身と感じ、一宇の堂を建立し嘉祥寺（かしょうじ）と 
名付けました。これは毛越寺の開山にまつわる話です。 

儒教の毛  空海 「三教指帰」 亀毛先生  延暦16年（797年） 成立 
 

亀毛（きもう）先生論、虚亡（きょむ）隠士論、仮名乞児（かめいこつじ）論、 
観無常賦、生死海賦の、三論二賦だ。これまで空海が収集検討した諸家 
諸見に対する反駁は、ここに爆発し、結晶した。 
  空海は何を書きたかったのか。阿刀大足や岡田牛養や味酒浄成ら 
には儒教批判としての亀毛先生論を、ただ神仙に遊ぼうとする青年たち 
には道教批評としての虚亡隠士論を、そして大安寺や東大寺の僧と我 
と我が身の佐伯真魚に対しては、仏教思想仮説としての仮名乞児論をつきつけた。 
  

空海の『三教指帰』はさまざまな意味において日本思想の開闢を告げるものである。 
  第１に、日本で最初の儒教論を萌芽させた。中世に“和学としての儒教論”が出るまで（これを和儒とい
うのだが）、日本は儒教思想を儒学としてうけとめたことはなかったのである。それをわずか24歳の空海
がやすやすとやってのけていた。 
  第２に、タオイズムについてこれほど深い理解を示した著述は、その後の日本思想界にはまったくあら
われなかったといってよい。 おそらく明治の岡倉天心や内藤湖南まで、日本人はタオイズムを理論的に
つかめなかったのではあるまいか。 
  第３に、ここには最初のブッダ論がある。 仮名乞児に託して語っているものであるが、空海がブッダに
連なりたい者であることが断固として示されている。『三教指帰』が出家宣言書であるといわれるのは、こ
のためだ。 
  第４に、『三教指帰』は日本最初の「無常の思想」の表明をなしとげた。「無常の賦」という漢詩も挿入さ
れている。 これは聖徳太子の「世間虚仮・唯仏是真」につづく表明である。日本仏教がつねにこうした
「無常」を媒介にして転換していったこと、すでに太子と大師において実験済みだったのである。 
  そして第５に、ここには空海の圧倒的な編集方法が縦横無尽に駆使された。これこそはのちの空海が
いたるところで発揮する“方法の魂”の実験だった。  それを一言で特徴づけるなら、やはり「断片から総
合へ」「一から多へ」、そして「いかなる部分にも全体を響かせる」というものだった。  
 こうして『聾瞽（三教）指帰』を書きあげた空海、延暦23年（804）に藤原葛野麻呂を大使とした遣唐使船
に乗船した。                                         松岡正剛「千夜千冊」より 

流造       賀茂社 

 古代の毛 毛野の比定地である北関東には総数約1万基もの古墳。太田天神山など全長200メートル以上の古墳は畿内、吉備、毛野のみ。王者特有の長持形石棺が特筆。また『日本書紀』には、第
10代崇神天皇皇子・豊城入彦命に始まる独自の上毛野氏伝承がある。 『古事記』『日本書紀』には地域名称「毛野」の記載はないが、「上毛野」「下毛野」の記載あり。 713年（和銅6年）頃に諸地名を 
好字二字に改め、両国は上野国（こうずけのくに）と下野国（しもつけのくに）と改称。この際「毛」の字は消えたものの「け」の読みを残している。そして、同じ時代 古事記の伊豆毛(出雲)の毛は好字で
はない。 関係する加毛神社も鴨でなく、大和政権から東方に在りて、古代にさかのぼる異種の歴史を留める証かもしれない。和合の歴史は、古代の神々信仰と道教、儒教、仏教の渡来と習合へ進化。
空海によって儒教は「亀毛先生」少々年季がいった思想と評価されながら、習合統合する大日思想を高め、曼荼羅的に神仏習合を正当化した。 ここまでの「毛」は、古代、異質、厭世的な意義をもった。 
 浄土への毛 次の時代 東国の毛越寺、この毛は、仏国土へ導く鹿の毛と象徴される。 時代に沿った 新たな仏教解釈、思想 浄土への 道として 「毛」が登場する。 
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薬師如来、仏国土への毛 
 サルナートは、インドのウッタル・プラデーシュ州にある地名。ワーラーナシー 
（ベナレス）の北方約10kmに位置。釈迦が悟りを開いた後、初めて説法を説い 
た地である。初転法輪の地。 仏教の四大聖地のひとつ。 
鹿が多くいたことから鹿野苑（ろくやおん）とも表される。 

異の毛 
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禅 の毛 と 権力 の毛  臨西禅公式サイトより  
『臨済録』、「師便すなわち喝（かつ）す」の場面が随処に見られます。 臨済禅師四つの働き「臨済四喝」 
  有る時の一喝は金剛王宝剣の如く、有る時の一喝は踞地こじ金毛きんもうの獅子の如く、有る時の一喝
は探竿たんかん影草ようぞうの如く、有る時の一喝は一喝の用ゆうを作（な）さず。 
 

  「有る時の一喝は金剛王宝剣の如く」。 「金剛王宝剣」とは名刀の中の名刀のこと。 名刀が何でもス
パッと一刀両断にするように、この一喝で私たちの煩悩を初め、是非善悪等一切の分別心を截断して、本
来の自己に立ち返らせる働き、その一喝を「金剛王宝剣の如し」というわけです。 
  「有る時の一喝は踞地こじ金毛きんもうの獅子の如く」。 「踞地」とは、大地にうずくまること、「獅子」と
は、ライオンのこと。百獣の王、ライオンが今にも獲物に向かって飛びかかろうとする瞬間、目をらんらんと
輝かせて、四方八方に細心の注意を払って、内に百雷ひゃくらいの威力を秘めて大地に踞こす姿に喩たと
えて、「踞地金毛の獅子」というわけです。 この獅子がひとたび哮吼こうくすれば、百獣は脳が破裂せん
ばかりに畏おそれおののき、姿を隠すように、この一喝は如何いかなる英雄でも肝をつぶすほどすさまじ
いと言われています。 
  「有る時の一喝は探竿たんかん影草ようぞうの如く」。 「探竿影草」とは、猟師が草の下に魚がいるか
いないのか棒で探ることです。 この一喝で、出てきた修行者が聖しょうか凡ぼんか、真しんか偽ぎかを探
り照らして、その力量を見抜く一喝の故に、「探竿影草の如し」というわけです。 
  「有る時の一喝は一喝の用ゆうを作なさず」。  修行者が修行に修行を重ねて、十年、二十年、練りに
練り、鍛えに鍛えて、もはや修するに修するの道なく、学ぶに学ぶの法なきところに至って、一切のアカの
抜け切った任運にんぬん自在じざい、心の欲する所に従って、しかも矩のりを 踰こえざる大自在だいじざ
い、遊戯ゆげ三昧ざんまいの境界から発する一喝が、この一喝です。故にこの一喝は、必ずしも「喝」の形
相を取りません。日常茶飯事の一挙手一投足がすべてこれ一喝でなければなりません。 「一喝の用を作
なさざる一喝」は他の三喝の根源であり、他の三喝を包括ほうかつするものです。 

大徳寺 三門 二層の山門 金毛閣 
連歌師・宗長の寄進で享禄2年（1529年）にまず下層のみが竣工し、天正17年（1589年）、千利休が
上層を完成させて「金毛閣」と名づけられた。利休の恩に報いるために寺は上層に雪駄を履いた
利休木像を安置、このため門を通る者は利休の足下をくぐり、豊臣秀吉の怒りを買って利休切腹
の一因となったと伝わる。 
  「金毛閣」と「金毛窟」。 建築物と洞窟の違いはあれ、同じ趣旨で命名 
された。大徳寺は臨済宗のお寺で、疎石もそして中峰明本も臨済宗僧侶。 
それは地位や名誉、権力や意気込みとは無関係な修業の場という意味。 
世俗の権威を超越する茶道（＝禅）の立場からは秀吉に屈服し謝罪する 
ことはない。 

夢窓疎石の金毛窟  大高寺  千葉県の房総半島南部 いすみ市能実（ﾉｳｼﾞﾂ） 
 

金毛窟とは疎石が座禅修行をした洞窟の名前。 『いすみの民話』解説に「金毛の獅子踞地（ｺｼﾞ）
せず」仏教では金毛の獅子とはお釈迦様自身をさす。  
獅子吼（ｼｼｸ）とは百獣の王ライオンがひとたび吠えるとすべての動物がひれ伏す、 
そのような叫び声を言う。お釈迦様が一喝すればすべてひれ伏す意味。 
 

  「踞地」とはライオンが相手をねらう時に姿勢を低くして力をためる姿勢。 
 「金毛の獅子踞地せず」とは仏法の悟りを得るためにはそんな姿勢は 
とらない、力まない、自然体が大切だという自戒の念をこめた命名という 
ことになります。 これは疎石の独創ではなく、疎石が敬愛し、理想とした 
中国臨済宗の禅僧・中峰明本（ﾁｭｳﾎｳﾐｮｳﾎﾝ）に由来します。 
 明本は若いときに浙江省の天目山獅子巌で修業を積み、悟りの境地に達して高名がとどろいても、どこの
寺院にも安住せずに渡り歩いたとされます。自ら「幻住」 と称して遊歴隠遁生活し仏法を広めた。 

明本の「獅子巌」と疎石の「金毛窟」は同じ趣旨の洞窟名。明本は皇帝からの招聘も断ったそうですが、疎
石も後醍醐天皇の招きを断ります。 病気と称して「巖谷に隠れて出世を願 わず」と固辞、明本の人生をな
ぞっているわけです。 
後醍醐の強い招来で、疎石は京都に赴きます。  しかし、一つの寺に留まることなく「幻住」生活をつづけ

ました。関東から京都に至る各所に疎石の足跡があるのは、明本の生き方を自らの生き方と重ねていた
からである。まさに「行く雲、流れる水」の人生です。 
疎石はここを金毛窟と名付け修業から布教生活に入ります。 金毛窟は疎石の僧侶人生の出発点である。 

左隻：狩野常信（1636～1713）江戸時代
（17世紀）224.0×453.5 

  聚光院で有名なのは狩野永徳の「聚光院障壁画」（国宝）と千利休の墓。 
狩野永徳の作品は残っているものは少なく、それも作品のほとんどが永徳のものと言い伝えられるだ
けで確証はなく、真作と専門家のお墨付きがあるのは「聚光院障壁画」と他には「洛中洛外図」（国宝・
上杉博物館）と「唐獅子図屏風」 （宮内庁三の丸尚蔵館）だけだ。 
 

  「唐獅子図屏風」は１６世紀後半。信長の時代に描かれた。 
そもそもこの唐獅子図は屏風絵ではなく、もっと大きな絵を後世にトリミングして屏風化したもので
あるらしく、画面四方に断ち切りの痕が散見される。 その巨大さから、おそらく大坂城か京都聚
楽第の『対面所』の壁貼り付け絵として作成されたものであろうと推測されている。対面所とは、
主君が家臣に号令を下すための広間である。 主君の座の壁面に雄壮たる２頭の唐獅子を描く
ことにより、小柄な秀吉は日本各地の武将達を威圧したのであろう。唐獅子大画に感銘を受けた
武将達は、こぞって似たような絵を注文したという。 天正末期の画壇は殆ど永徳の一人舞台で
あり、他に秀でた絵師は長谷川等伯以外に見当たらない。それほどの評価を受けることは絵師に
とっては名誉なことであったが、心労と過労が重なり、１５９０年、永徳はこの世を去る。享年４８歳。 
  
 後に聚楽第は秀吉自身の手によって破却され、大坂城は家康によって一時焼かれた。だが、この唐
獅子図は屏風となり、毛利家へと寄進されていた。 その３００年後、この図屏風は天皇家へと献上さ
れた。 現在、「唐獅子図屏風」は、天皇御物の保管庫である東京都千代田区の三の丸尚蔵館に所蔵
されている。                  「狩野永徳、唐獅子図屏風」（美の巨人たち／ＴＶ東京） より 

豊臣秀吉 狩野永徳  唐獅子図屏風  六曲一双  紙本金地着色 

   武家と禅、そして茶の湯黎明まで考えてみたい。  それらが通じ会った歴史的背景と貫く思想とは何か？ 
平安、鎌倉から室町、戦国を経て、安土桃山時代にかけ、武家、そして民衆も変質する。 その根底を辿ると、土地所有・保全に行き着き、変質の起点は「元寇」にあったと考える。 
その時代は、生活への必要、さらに所有と支配の欲求、人々が知る限り初めての強大な侵略危機への恐怖と 対する万人の一体感、と同時に、身分の虚構、自身の力や可能性に覚醒した時である。 
  そこでは、究極の「現利思想」が表面化し、それに反応して「和合」から「平等思想」「慈悲」への充実がある。 主体となった武家は平等思想で通ずる「禅」や「茶の湯」と馴染んだ。  
また、政権においては、「根本思想」が皇統専制回帰に向けて強烈に反応した。 その歴史過程を基礎とし、室町後半、安土桃山から寛永にかけて、文化の「和合と創造」が、身分を越えて湧きあがる。 
 

仏と武家の毛  その時代、金毛の獅子は踞地にあり、また踞地から出でた。 延暦寺から法然、親鸞、唐から戻った栄西、道元 東国の日蓮、そして臨西禅 夢窓国師 1292年に奈良の東大寺で受
戒する。京都は建仁寺の無隠円範に禅宗を学ぶ。 後醍醐天皇や足利尊氏 南禅寺を経て、康永4年（1345年）天龍寺開山。  茶の湯 の原点、村田珠光は1452年、大徳寺真珠庵の一休禅師に参禅 
「草庵」に、わび茶を始める。 利休の禅 茶道は、金毛窟から出でて、金毛閣に登り、秀吉の金毛をもつ唐獅子に対し、禅仏の金毛を貫いた。 まさに「主張する金毛」二元に人々が舞う時代である。 

右隻：狩野永徳（1543～90）桃山時代 
（16世紀）223.6×451.8  

貴の毛 



 ４ ページ 

教育の毛 二宮尊徳  「三才報徳金毛録」  教育の毛 
 

 尊徳の生まれた(一七八七)世は、徳川十代家治将軍(老中松平定信)で、天明飢饉の真っ最中
である。数年にして寛政の世になり十一代の徳川家斉将軍となったが、依然として封建制下で、
士農工商のはっきりした身分制度がある社会体制。一般庶民はイエを中心とした百姓が大部分
を占めた農本主義の時代であった。 
しかも尊徳が住んでいた小田原、桜町、日光などは、十年に渡る長い天保の大飢饉で、農村はい
ずれも疲弊し切っており、世情は悪く大塩の乱も起きていた時代であった。 
 

 このような荒廃した社会の中で「三才報徳金毛録」は書かれている。二宮尊徳が四十八才の時
(天保五年1834)に発表された。 この時代に、天地開闢、宇宙万象の生成過程の中からの考察で、
得られた基本理念は時代を超えて未来永劫、あらゆる人類共通の真の理念であった。 
  

 金毛録の尊徳思想の生まれた原点は、仏教、神道、儒学にある。 
人間社会の目指す基本や人の生き方を示している。 天地自然の理(天命)に対し、その徳、恵み
に感謝して、それに報いることが人の道である。 
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などが、報徳思想の基本である。 
 

 「三才報徳金毛録」は天地人三才の報徳の金言集として報徳仕法の根拠となったもので、報徳
思想の原点と云われている。 その後、尊徳は「報徳の道を説きて天恩に及ぶ」としばしば述べて
いるが、将にその理念どおりである。 
 

 金毛録は、宇宙創造の根源に遡り森羅万象にわたって考察して、宇宙の千古までも貫く原理を
会得し、それに基づく尊徳独特の宇宙観、人生観、処世観を述べた書物であって、前編には十五
の円相図を示した原理を、後編には十六の円相図を通じて具体的な事例を示し、解説をしている。 
 その内容を概要すると  先ず、宇宙の根元は、一元の大極(混沌としたもの)である。 
それが順次、進化発展して天・地、陰・陽、そして気・体へと分化する。 
そして、宇宙開闢(ビックバン)起こり、生成発展して万物が誕生する。 
やがて、人が生まれ、「我」が存在し、天地自然の理を認識し、文化が創造される。 
人は人の道を悟り、流転運行の裡に一貫する人間行為の法則を知るようになる。 
この人間行為の法則は、現実の冶世、処世、財宝、勤労、生活、相互扶助、富貴貧践などの基本。 
そして、その結論は、体験に基づいた報徳の教えになり報徳訓になっている。 
 

  そのような原理とその認識に至る考察過程を明らかにしたものが、三才報徳金毛録である。 
原文は、全編すべてが一円相の図と解、それに漢文の短文の解説が深遠な思索が施されている、
全体的に広範囲、非常に難解である。 以下要点 
Ⅰ.宇宙開闢    ○大極(混沌、一元) ⇒開闢(天地の分化)⇒万物の誕生⇒我の存在 
Ⅱ.生死について  ○気と体に分化、再生⇒生と死の往来(＝生命の存続は天命) 
Ⅲ.天地自然の法 ○ 輪廻の法則、○ 因果の法則 
Ⅳ.人倫とその実践 ⇒安寧社会への道 
                          ○人倫(人の道) ⇒五常⇒至誠と実践   
                          ○冶世、処世、⇒仁政と分度の理論 
                          ○勤労、⇒富、豊饒   
                          ○相互扶助 ⇒推譲 
Ⅴ.報徳のお訓え ○報徳訓、 道歌による教え  

近代文化の毛         原三渓  茶室 「金毛窟」 資本主義 と 文化の 和合 
 

金毛窟 1918年（大正7年）建築  神奈川県横浜市中区本牧 “三渓園” 内 
原三溪が建てた一畳台目（いちじょうだいめ）の極小の茶室。  
金毛窟という名 : 床柱に京都大徳寺の山門金毛閣の高欄架木使用 
 

原三渓 （本名 原富太郎)  
慶応4年（1868年） - 昭和14年（1939年）実業家、茶人。 
   美濃国厚見郡佐波村（現・岐阜県岐阜市）出身 
 

明治から昭和にかけて生糸貿易で財を成した当時の横浜の代表的な実業家。 
儒学者の野村藤陰や草場船山に学ぶ。その後上京し、東京専門学校（現・早稲田大学）で政治学・
経済学を学び、跡見女学校の教師を務める。1892年、横浜の豪商・原善三郎の孫・原 屋寿（はら 
やす）と結婚し、原家に入る。横浜市を本拠地とし、絹の貿易により富を築いた。  
また富岡製糸場を中心とした製糸工場を各地に持ち、製糸家としても知られていた。  
1915年に帝国蚕糸の社長、1920年に横浜興信銀行（現在の横浜銀行）の頭取となる。 
1923年の関東大震災後には、横浜市復興会の会長を務めた。しかし関東大震災後の復興支援の
ため私財を投じ衰微。  
美術品の収集家として知られ、小林古径、前田青邨らを援助した。横浜本牧に三溪園を作り、全国
の古建築の建物を移築した。 三溪園は戦前より一部公開されていたが、戦後原家より横浜市に
譲られ、現在は財団法人三溪園保勝会により保存され、一般公開されている。 
 

絹糸業も又非凡な経営手腕を発揮して隆盛を極め善三郎死去、三年後の明治三十五年には天下
の三井家より三ヶ所の製糸工場を買収、都合四工場を操業。 
取得工場の一つに、旧官営 富岡製糸場 が含まれている。当所は、伊藤博文との官営器械製糸場
建設の下、西南戦争（西郷隆盛）の七年前の明治三年には渋沢栄一が設置主任となり推進。   
明治五年（１８７２）に操業を開始、維新の動乱期に唯一の資源”絹”によって国を興す構想を立て、
フランス人の設計で完成、美しい建築、ユニークな構造の近代製糸業発祥の大工場が完成した。 
その後民営振興を目的に三井家に払い下げられが、九年後には原富太郎（原合名会社）の所有に
なり、明治三十五年（１９０２）から昭和十三年（１９３８）の 65年間所有操業した。 
1939年、当時、日本最大級の繊維企業 片倉製糸紡績会社に合併。 その年、富太郎も没。 
原富太郎は、絹糸に国の将来を託した人々の願いを実践した。 
 

その後、昭和六十二年（１９８７）より操業停止したが保存維持。 2005年（平成17年）富岡市に寄贈 
2006年（平成18年）、1875年（明治8年）以前の建造物が国の重要文化財に指定 
2014年4月26日、世界遺産一覧表への「登録勧告」がICOMOSから出された。 
この勧告に基づいて、同年6月１５日、第38回世界遺産委員会で正式に登録予定。  
日本の世界遺産として産業遺産が推薦されるのは、 
石見銀山遺跡とその文化的景観 （2006年推薦、2007年登録） 
以来、2例目のことである。 
 

原三渓の子 原善一郎 
芥川龍之介とは東京府立第三中学校 
（現在の東京都立両国高等学校）における同級生で友人 
他にも美術、文学の後援者として知られ、 
岸田劉生、阿部次郎、矢代幸雄、和辻哲郎、安倍能成と親交。 

 教育の毛 空海は、神々信仰と道教、儒教、仏教を消化し、習合統合した。大日如来の思想は、まさに「自然の法則、力」 日本文化の特性 基本原理の体系の原点として仮説した頂天である。 

江戸末期は、封建の儒教、民衆の観音巡礼や檀家浄土の仏教、また和合平等の心学、儒教原理の古学、そして古代からの神々信仰を基礎とした国学、やがて尊王攘夷、開国倒幕となる思想時代に
は、室町からの寺小屋を起源とした教育の時代でもある。 二宮尊徳も、奈良教学に対する空海のごとく  仏教、神道、儒学から天地自然の理(天命)と人の理を考察し「三才報徳金毛録」を著した。  
釈迦の金毛 から 尊徳の金毛、 信仰の毛 から 教育の毛。  儒教の毛 亀毛先生の 空海 「三教指帰」から 「金毛録」 に変化した 「尊徳の風景」 である。  
 近代文化の毛 大徳寺の毛が、近代産業 事業家に登場する。 横浜の貿易商 原三渓の庭園の茶室「金毛窟」である。 産業人は文化人の毛を蓄え、踞地こじ金毛きんもうの獅子となる。 
その活動は、「 富岡製糸場 」の保存にも貢献し、産業と文化の調和 「和合」と「創造」をもたらした。  時代ととも意義が変化してきた「毛」 日本人は今、生き方「二毛作」時代に入った？ 

和の毛 

竣工1872年（明治5年） 
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自然共生 

循環思想 現利思想 和合思想 

合理・現実主義的  受容 

自然 の 法則 ・ 力 

氏族・家 
現世と来世 
  

合議・寄合 
原生・有儘・単純 
 

太陽・月・水 
季節 

マナイズム  見えない チカラ   
植物・動物   花鳥風月 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

日常・作法 
極地・究極 

無常 
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 

和合 と 創造 

日本文化の特性   基本原理 の 体系 

修業至悟 仏性自覚 祖霊信仰   平等思想 

根本思想 

政治思想 

皇統専制回帰 

   武家と禅、そして茶の湯黎明まで考えてみたい。  それらが通じ会った歴史的背景と貫く思想とは何か？ 
平安、鎌倉から室町、戦国を経て、安土桃山時代にかけ、武家、そして民衆も変質する。 その根底を辿ると、土地所有・保全に行き着き、変質の起点は「元寇」にあったと考える。 
その時代は、生活への必要、さらに所有と支配の欲求、人々が知る限り初めての強大な侵略危機への恐怖と 対する万人の一体感、と同時に、身分の虚構、自身の力や可能性に覚醒した時である。 
  そこでは、究極の「現利思想」が表面化し、それに反応して「和合」から「平等思想」「慈悲」への充実がある。 主体となった武家は平等思想で通ずる「禅」や「茶の湯」と馴染んだ。  
また、政権においては、「根本思想」が皇統専制回帰に向けて強烈に反応した。 その歴史過程を基礎とし、室町後半、安土桃山から寛永にかけて、文化の「和合と創造」が、身分を越えて湧きあがる。 
 

  武家誕生の遠因は、聖武天皇期 天平15年（743年）、収税増を目的とした墾田永年私財法にある。 平安時代には、土地私有を始めた古来豪族や有力農民たちが、国司徴税を回避すべく貴族に
土地の一部を寄進し、荘園の荘官（開発領主）の地位を得た。 そして、近隣豪族の侵略に対抗するため武士団を生んだ。 さらに国司として派遣される源氏や平氏など朝廷権力とゆかりの深い軍事
貴族を武家棟梁とし、地域での主従関係を結ぶことで、その土地私有をより確実なものとしていった。 
   鎌倉の武家政権は、平安時代からの荘園公領制を前提として成立した。一方で、主従関係を結ぶ武士を御家人とし、その中から守護・地頭として荘園・公領の軍事・・徴税・行政、直接に土地や百
姓などを管理、また戦勝恩賞の対象とした。 これが「封建制」で、主従が「御恩と奉公」の関係で成立する。 この組織は当初、源氏の本拠、東国からであったが、1221年、後鳥羽上皇の皇統専制回
帰が失敗すると全国に広がった。 原則的な土地支配権は本所領家にあったが、農民の治安恩恵意識により武士の領主化が進んでいく。 また、上皇・天皇・諸臣が処罰された結果、朝廷威信は崩
壊、社会的価値観が崩れ始める。 総大将として乱を鎮圧した北条泰時は、1224年 第3代執権となり、貴族・寺社等の旧勢力と、地頭・御家人の新勢力とを、「道理」を式目し平等公正で均衡させた。 
  しかしその鎌倉政権も、文永の役（1274年）弘安の役（1281年）元寇襲来、第５代執権 北条時宗は「八幡神」祈願、奮闘するも「神風」が蒙古を鎮める。 武力の限界、恩賞不備などが露呈し、武家
や民衆に不満・不安が拡大し悪党が誕生、1297年（永仁5年）永仁の徳政令で保護を試みた御家人体制も混乱した。 弱体化した政権は、後醍醐天皇による再びの皇統専制回帰により終焉、南北朝、
京都の足利政権となる。 それまでに守護が荘園領主を取込、武力も高まっており、その実体は勢力均衡の上に成った。この時点で、鎌倉期にあった政権の御家人という 主従関係は解消されている。 
  また民衆は、元寇以来の朝廷や武家への不信、逆に外敵に対する国民的自覚、貴賎上下の一味同心、平安新羅入寇以来の神国意識を高揚伊勢神宮参拝など神仏祈願を勃興。 元寇応戦で招
集された農民たちによる足軽は、戦闘集団としての力を自覚させていた。 経済的苦境から1426年、近江の馬借暴動、正長永亨の、我が国初めての土一揆は、山崎、山城、大和、河内から近畿一円
に拡大。 1441年 同じく近江から山城の嘉吉土一揆は、民間主導による初の徳政令発布に及び、1451～1463年 大和、日吉、山城と土一揆のあと、1467年～1477年の 応仁の乱へ突入した。  
1474年、蓮如の吉崎御坊滞在の後に、その勢力を危惧され迫害を受けた浄土門徒たちは、1488年、加賀一向一揆を起こし、自治が1580年まで及んだ。 都では、1493年 明応の政変から乱世となる。 
  その混乱の時代、1432年（1456年）に備中で誕生した伊勢新九郎盛時は、京の建仁寺と大徳寺で禅を学んだ。今川氏の家督問題から駿河に入り、のちの1516年、北条早雲として相模を平定した。  
1542年、斎藤道三の美濃平定から下剋上が拡大、安土桃山時代1598年の秀吉没までに、源氏の流れをくむ足利氏の畠山、細川、今川、新田氏の山名、佐々木氏の六角、尼子などが没落した。 
最大勢力は豊臣、徳川、前田、毛利、小早川、宇喜多など新興諸氏で、室町時代の守護大名のうち存続していたのは、上杉、結城、京極、和泉細川、小笠原、島津、佐竹、宗の８家のみとなった。 

  従来の身分を粉砕、下剋上を成し得た原動力は何か？それは公正平等慈悲「頼む」信頼である。 
配下の武士はもとより、武力自覚と一揆の実行力を備えた民衆の統制には、実力主義だけでなく、
天下の平等自覚に基づく主君の公平無私、頼み頼まれる 臣下の献身的道徳が必要である。  
  承久の乱後、1232年北条泰時の「御成敗式目」に著された武家の公平道理を原点に、夢窓国師
「夢中問答」の共生、「早雲寺殿廿一箇条」の無私正直、「朝倉敏景十七箇条」、武田信玄「甲陽軍
鑑」に発展、正直・慈悲・知恵が武家の道義として極まる。 その制度が「合議」であり、「武家造の
四つ間座敷」に表現される。 また、献身的道徳は「義経記」や「曾我物語」に残る。 そして、農民
たちとの一体感、慈悲が、北条早雲が始めた租税配分「四公六民」、織田信長の楽市楽座となる。 
 

   一方、禅とは、全ての人が平等に同じく、自分自身の内面にそなえている仏性を再発見するた
め、継続的な修行を通じて仏教的真理に直接体験を経ることを手段とする。 その経験に基づい
て新たな価値観を開拓することを目指す。 鈴木大拙は、その精神を「般若（智慧）」と「大悲」とし、
現象ではなく実在を見得する力と万物におよぶ愛と解説した。 釈迦の原点に立ち返り、不立文
字、教外別伝を原則とし師資相承を重視、そのための臨機応変な以心伝心、只管打坐や公案禅
などの方便に特徴をもつ。 

    茶の湯 の原点、村田珠光は1452年、大徳寺真珠庵の 
一休禅師に参禅、「一味清浄」「禅喜法悦」の境地を理想とし 
「草庵」に、わび茶を始める。 
受け継いだ武野紹鴎は、茶の精神を「しほらしく数寄に」あり、 
「数寄者といふは隠遁の心第一に侘て、仏法の意味をも得知 
り」と、「慈悲」「物のあはれ」を眼目とした。  
 さらに千利休による理念深化は、「掛物ほど第一の道具ハなし。客、亭主共ニ茶の湯三昧の一
心得道の物也。墨蹟を第一とす。其文句の心をうやまひ、筆者・道人・祖師の徳を賞翫する也」と、
その宗教的自由の境涯を「南方録」に記録された。 茶室にも身分拒絶、平等をしつらう。  
 

   同じ時代を生き、期せずして共に大徳寺に参禅、茶の湯 と 戦国大名で時代を引き寄せた二人、 
珠光は1502年没 真珠庵に、 早雲は1519年没、箱根 大徳寺派早雲寺に 眠る。 

源氏信奉 
皇統公家信奉 

         

慈悲 

現利思想 和合思想 

和・敬・清・寂 

忠・孝・仁・義         武士道 

公・真・実・意 

茶道 

禅道 

武家意識 
一子相伝 
家訓 
冥土 
  



   敏達天皇3年（574年） - 推古天皇30年（622年） 

仏教公伝、飛鳥時代 538年（552年）。百済聖明王が欽明天皇に釈迦仏の金銅像や経論などを贈る。  
５８７年 丁未の乱（ていびのらん）仏教の礼拝を巡って『崇仏派』蘇我稲目、大臣・蘇我馬子と、物部
守屋を攻め滅ぼす。 この戦いで、厩戸皇子は神仏の四天王に祈願、勝利し、推古天皇元年（５９３
年）、『四天王寺』を建立開始。 
蘇我馬子も『飛鳥寺（法興寺）』を建立、推古天皇・聖徳太子の政治体制の下で仏教信仰を強く奨励。 
厩戸皇子（聖徳太子）は『法華経・維摩経・勝鬘経』の三つの経典の解説書『三経義疏』を著す。 
『十七条憲法（604年）』第二条も『篤く三宝を敬へ 三宝とは仏・法・僧なり』 仏教が国教となる。 

     天智天皇7年（668年） - 天平21年（749年） 
 ６００年代末、天武天皇や持統天皇も仏教を手厚く保護。 
道昭 遣唐使として入唐、玄奘三蔵に師事、日本法相教学の初伝（南寺伝） 
     680年、天武天皇の勅命を受けて、往生院 (現 泉南市)を建立。 晩年は全国遊行し土木事業。 
義淵 法相宗 天武天皇、道昭と 680年、薬師寺開基 （興福寺と共に法相宗大本山 南都七大寺 ）    
天武期を境に、仏呪、道呪に系統した役小角が、葛城、吉野金峯山から山代 山岳修業の拠点発祥。 
 

 ７００年代、文武、聖武期に義淵と弟子の行基や良弁、また泰澄らにより、信仰拠点が山代周辺に。 
平城京（710年）、奈良時代には、仏教によって災厄（飢餓・疫病）や戦乱を防ぎ国が安定するという
『鎮護国家』の思想に基づき、聖武天皇は７４１年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』  
７４３年５月 『墾田永年私財法』  同年１０月東大寺『大仏造顕の詔』 優婆塞 行基集団 が貢献。 
７４９年 聖武天皇に菩薩戒を授けた行基は没す。 ７５１年、良弁が東大寺初代別当に 
  延鎮（法相宗）による「山科、法厳寺」と、慶俊（法相、華厳、真言宗）による「愛宕、五寺」開山で、 
山代から山背にかけた山岳での信仰拠点が整う。  
その最後、最澄の山岳修業「一乗止観院」から、山城の地に、平安仏教が展開する。 
 

 
 ７５２年、聖武天皇・光明皇后（藤原光明子）が東大寺の大仏（盧舎那仏）開眼供養。 南都六宗は
国家を安定させるために信仰する『鎮護仏教』としての性格が強い。 同時に「東大寺」には、宇佐から
八幡神を勧請。 720年隼人の乱以来、八幡神と仏は、宇佐での放生以来、相互関係にある。 神に
祈願し勝利した相手、敗者の霊を鎮魂成仏。  神宮寺の弥勒寺建立。神には仏の守護を求めた。 
「東大寺」の鎮守社として「手向山八幡宮」が残る。７７７年八幡神は神で初めて出家、八幡大菩薩へ。 
 

   
密教： 宇宙の構成要素を「地・水・火・風・空」とし、全てを照らす光（太陽）、「大日如来」を宇宙の真
理（根本）とする。 
神道： 恵みと災いの源である森羅万象、特に水をもたらす（自然）神山信仰が起源。 地域・氏族守
護神（氏神）へ、 そこに光（太陽）を頂点とした 「天照大御神」 が伝来し加わる。 
 

           
   他の仏教と密教との違いは、「現世利益」即身成仏を目的とすることである。 一方、神道（神道とは、
記紀以降の国家的神概念ですが）も本来は自然を畏敬し恩恵を願うもの。 「現世利益」で共通する。 
また自然への信仰、仏性概念は、天台でも 安然・良源「草木国土悉皆成仏」 に至る。  
    では、密教経典は「『大日経』『金剛頂経』なのに、日本では「法華経」から誕生した「観音経」 観音
菩薩をご本尊とする真言寺院がなぜ多いのか？平安時代以前から、京都周辺 法相宗寺院でも同様。 
神山信仰の水・山と関係する山岳修験道の真言密教 「神仏習合」の地では、その傾向が顕著である。 
すなわち、そこでは 「現世利益」祈願という共通で、宗派を超えて「観音信仰」が発祥したと考察する。 
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大般若経 

般若心経 

般若経 

維摩経 

法華経 

無量寿経 

 638年、玄奘三蔵がインドで唯識を
学ぶ帰朝  『成唯識論』訳出編集。 
弟子、慈恩大師基（窺基)が 法相宗
開宗。 日本へは662年 道昭が伝播、
奈良時代 にさかんに学ばれ 南都
六宗のひとつに。 
興福寺・法隆寺・薬師寺、 清水寺へ 

中期大乗経典  
   

３世紀 中観派 
 龍樹 『中論』  
 空の思想体系化 

初期大乗経典  後期大乗経典  
 
 

５世紀 唯識派 
弥勒 が発祥 

無着・世親 
  

６世紀  密教 
 

インドでは仏教衰退 
ヒンズー主流に 

９世紀初頭、 最澄、空海   
真言宗が密教専修、 
天台宗は天台・密教・戒律・禅の 
四宗相承。 山岳信仰とも結び 
修験道など「神仏習合」の主体へ 

阿弥陀経 

インドにおいて、浄土教の成立時期は、 
大乗仏教が興起した時代である。 
紀元100年頃に『無量寿経』と『阿弥陀経』 が 
編纂され、広く展開。 
浄土往生の思想を強調した論書として、 
龍樹『十住毘婆沙論』「易行品」 
天親（4-5世紀）『無量寿経優婆提舎願生偈』
（『浄土論』・『往生論』）。 
 

しかし、インドでは宗派としての浄土教が 
成立されたわけではない。 
やがて、古来のバラモン教が、民間信仰と習
合し、ヒンズー教が大勢となる。 

観無量寿経 

インド 中国  日本 

中国、２世紀後半浄土教経典伝播、 
５世紀初め慧遠が念仏結社、初期 
浄土教主流に。  

世親（天親）の『浄土論』（『往生論』）を
注釈した曇鸞の影響を受けた道綽（562
年 –645年）が、『仏説観無量寿経』を解
釈『安楽集』撰述。弟子である善導（613 
年 - 681年）が、『観無量寿経疏』撰述、 
「称名念仏」を勧める。  
「称名念仏」を中心に浄土思想が確立。 
しかし中国では主流とはならなかった。 
  

その後、慧日（680年 - 748年）が善導の 
浄土教を基盤に、「浄土」と「禅」を並行 
して修法することを主張。後、中国の 
「禅」の大勢となる 「念仏禅」の源流。 

１世紀以降 

 

５世紀後半～６世紀前半 インドの達磨、中国の慧可が開宗 

７世紀 慧能の『説法書六祖大師法宝壇経』見性成仏の教え 
９世紀 臨済義玄 臨済宗  洞山良价 曹洞宗 
１２世紀末～１３世紀初頭 栄西、道元により、南宋より日本伝来 
 

中国で、 儒教と道教の思想や方法論と融合、中国感性に適合した仏教と
して宋以降は中国仏教の代名詞に、臨済宗、念仏禅が主流。  
中国では、元のち、１４世紀 明期には衰退する。 中国共産党 無神論に 

 

   仏教公伝は、 「 日本書紀 」の仏像記載 欽明天皇13年(552年) 欽明天皇（継体天皇嫡子）への、百済聖明王の釈迦像金剛像伝来に対し、現主説の「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」戊午年538
年、また「三国史記」聖明王即位や武寧王陵の墓誌石没年５２３年から推測し５４８年とする上田正昭 説もある。 同氏は、大和への公伝以前に北九州、福岡の霊仙寺や大分の満月寺の開基伝承、
南丹市垣内古墳や、奈良広陵町新山古墳の仏獣鏡など、古代からの文化と同様に、中国から朝鮮半島を経由して、日本海側から自然な伝播があった とする。 
 また、道教についても、古墳出土の神獣鏡を前置きに、「日本書紀」推古天皇１０年（602年）百済僧観勒による道教「遁甲方術書」の伝来や、天武天皇１４年（685年）「招魂」に法師が煎薬（仙薬）を献
じた。など朝鮮半島、大陸より伝来があった。 天武天皇の和風諡「天渟中原瀛真人天皇」（あまのぬなはらのまひと）瀛は、道教三神山「瀛州山」真人は道教奥義を極めた神仙に由来。 その称号天
皇は道教の「天皇大帝」などに由来する。 （津田左右吉指摘） 701年、大宝令以降の大学寮整備、その内の典薬寮には、道教影響の呪禁師、呪禁生が配置された。 
 700年初期「記紀」の天照大神、天石屋戸の詩章には、道教の最高神 天帝の娘 織女（織姫） 
「織女神」や、のちに中国で道教と結ぶ古来の女仙「西王母」が重層している。  
天平４年（732年）には、役小角の弟子、韓国連広足が道教系の呪禁を積み典薬頭になる。 
 日本国号は、大宝令が初見「明神御宇日本天皇（あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめら 

みこと）」。『日本書紀』大化元年（645年）高句麗や百済の使者に示した詔に「明神御宇日本天皇」 
 

                    現利思想  和合思想 



 （東寺講堂） 
密教で5つの知恵(法界体性智、大円鏡智、平等性智、

妙観察智、成所作智)を 5体の如来にあてはめ
たもの。大日如来（中心）阿閦如来（東）宝
生如来（南）観自在王如来（阿弥陀如来）
（西）不空成就如来（北） 

             （神護寺多宝塔） 

広大な宇宙のような無限の智恵と慈悲を持つ、 
智恵や知識、記憶での利益をもたらす。  
五大虚空蔵菩薩 法界（中、白）金剛（東、黄） 
宝光（南、青）蓮華（西、赤）業用（北、黒紫） 
五体群像その五つの智恵を表現 五智如来変化身。 
息災・増益など祈願 典拠「虚空蔵菩薩経」など多数  
胎蔵曼荼羅の虚空蔵院の主尊、密教でも重視  
修法「虚空蔵求聞持法」 

 
菩薩の居所は空居天の兜率天、地蔵菩薩だけは
地居天の忉利天に在り、釈迦仏の付属を受け、 
毎朝禅定に入り衆生の機根（性格や教えを聞ける
器）を感じ、釈迦入滅後、56億7000万年後の弥勒
菩薩出現まで、現世に仏不在の間、六道輪廻す
る衆生を救う 
典拠「地蔵三経」 密教経典（金剛乗経典） 「仏
説地蔵菩薩陀羅尼経」 

 
普賢騎象像 

典拠「陀羅尼集経」 

 
文殊騎獅像 

典拠「陀羅尼集経」 

 
兜率天で修業中 

将来の釈迦後継者 

 
釈迦如来を送りだす存在 

典拠『華厳経』 

密教  
典拠 善無畏訳 

「大毘盧遮那成仏神変加
持経」（大日経） 

 
開祖釈迦を、 

仏（仏陀）とする敬称 
「仏伝」 誕生・出家・降摩・成道 
      ・転法輪 (説法）・入滅 
 「時空超越覚者」  

 
極楽浄土の教主 

法蔵菩薩が四十八誓願、 
修業で如来に 

念仏者を救済し極楽往生 

典拠 浄土三部経 
『観無量寿経』『無量寿経』 

『阿弥陀経』 
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浄瑠璃世界の教主 

現世病苦救済 
典拠 
玄奘訳 
『薬師瑠璃光如来本願功徳経』 
（薬師経） 
義浄訳『薬師瑠璃光七佛本願功徳経』 
（七仏薬師経） 

 
典拠「薬師経」 

 
典拠「薬師経」 

    （ 東福寺・知恩院・南禅寺三門    建仁寺楼門  ） 

仏滅800年経ち、ナンディミトラ大阿羅漢が大衆に説いたとされる、 
仏勅を受けて永くこの世に住し、衆生を済度する役割をもった16人 
典拠 『大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記』（法住記） 

 
智慧 

衆生の菩提心を惹起 
智慧光で一切を照らし 

衆生地獄・餓鬼界転落 救済 
典拠「無量寿経・観無量寿経」 

 
薬師八大菩薩一尊

典拠「法華経」 

 
薬師八大菩薩一尊

典拠「法華経」 

  新薬師寺 ） 
仏教の信仰・造像の対象である天部の神々、 
十二夜叉大将、十二神明王とも、薬師如来薬
師経を信仰する者を守護する十二体武神。 
典拠 玄奘訳『薬師瑠璃光 如来本願功徳経』（薬師経） 

 （東大寺戒壇院 東寺講堂） 
欲界の六欲天の中、初天をいい、またこの天に住む
仏教における、4人の守護神。 この四天王が住む
天を四王天、あるいは四大王衆天 
持国天 - 東勝神洲を守護。乾闥婆、毘舎遮を眷属 
増長天 - 南瞻部洲を守護。鳩槃荼、薜茘多を眷属 
広目天 - 西牛貨洲を守護。龍神、毘舎闍を眷属。 
多聞天 - 北倶廬洲を守護。毘沙門天とも呼ぶ。 
典拠 「金光明経」 

仏教世界観  六道 （ 地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界： 空居天/ 地居天 ）、また十界（六道の上に声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界を加えたもの） 

天部   護法善神  密教では神々を意味する尊格の一つ 

明王部 五大明王 大元帥明王 愛染明王 孔雀明王 馬頭明王 六字明王 

観音部 

菩薩部 

如来部 

護国三部経  
金光明経・法華経・仁王経 

             （東寺講堂） 

金剛波羅蜜菩薩・金剛薩埵・金剛法・金剛宝・金剛業菩薩  

 （ 三十三間堂 ） 

千手観音の眷属   
典拠 「千手観音造次第法儀軌」善無畏訳 

 ヒンドゥー教の神に由来 
 梵天  帝釈天  大自在天  弁才天（七福神の一柱） 
 大黒天（大国主命と習合 - 七福神の一柱） 吉祥天（功徳天） 
 韋駄天（陰天） 鳩摩羅天  摩利支天  歓喜天（聖天）  
那羅延天（毘紐天） 鬼子母神  荼吉尼天 焔摩天（閻魔）  
 

 金剛力士（仁王）  十二天  堅牢地神 伊舎那天 黒闇天  

羅刹天 他化自在天 八大龍王 
 八部衆 十二神将  二十八部衆   
不動八大童子（「不動明王」の眷属）  妙見菩薩  飛天 
 技芸天 摩多羅神  深沙大将  寿老人 福禄寿 布袋 恵比寿   

十大弟子と共に釈迦如来の眷属 
五部衆（天） 沙羯羅（龍）  
迦楼羅 鳩槃荼（夜叉） 
阿修羅 乾闥婆 緊那羅  
畢婆迦羅（経典では摩睺羅伽（まこらが）） 
典拠 「法華経」 「金光明最勝王経」 

 （東寺講堂・大覚寺・醍醐寺） 

密教特有の尊格明王の中心的役割を担う  
不動明王が中心に位置し、東に降三世明王（ごうざんぜ） 
南に軍荼利明王（ぐんだり）、西に大威徳明王（だいいとく） 
北に金剛夜叉明王（こんごうやしゃ）配置は真言密教（東密）  
典拠「仁王般若波羅蜜経」（仁王経） 

天台宗密教（台密）は金剛夜叉明王の代わりに烏枢沙摩明王（うすさま） 

             

   四方に 四天王が配されている。 

   
   

 （小野市）快慶 作   

   

 

 

   

和合 と 創造 

 

変化観音 
雑密 

不空羂索観音 
千手観音 

典拠「十一面神呪心経 」 

 
慈悲 

典拠「無量寿経・ 
観無量寿経」 

広隆寺 不空羂索観音 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shakyamuni_Triad_Horyuji2.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shakyamuni_Triad_Horyuji2.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NaraTodaijiDaibutsu0212.jpg


 
千手観音の眷属   
典拠 「千手観音造次第法儀軌」善無畏訳 
 

  1.密迹金剛力士（みっしゃくこんごうりきし）（密遮金剛） 
  2.那羅延堅固王（ならえんけんごおう） 
  3.東方天（とうほうてん） 
  4.毘楼勒叉天（びるろくしゃてん） 
  5.毘楼博叉天（びるばくしゃてん） 
  6.毘沙門天（びしゃもんてん） 
  7.梵天（ぼんてん） 
  8.帝釈天（たいしゃくてん） 
  9.毘婆迦羅王（ひばからおう） 
 10.五部浄居天（ごぶじょうごてん、五部浄居炎摩羅） 
 11.沙羯羅王（しゃがらおう） 
 12.阿修羅王（あしゅらおう） 
 13.乾闥婆王（けんだつばおう） 
 14.迦楼羅王（かるらおう） 
 15.緊那羅王（きんならおう） 
 16.摩侯羅王（まごらおう） 
 17.金大王（こんだいおう、宝賢夜叉） 
 18.満仙王（まんせんおう、満賢夜叉） 
 19.金毘羅王（こんぴらおう） 
 20.満善車王（まんぜんしゃおう） 
 21.金色孔雀王（こんじきくじゃくおう） 
 22.大弁功徳天（だいべんくどくてん） 
 23.神母天（じんもてん） 
 24.散脂大将（さんしたいしょう、散脂夜叉） 
 25.難陀龍王（なんだりゅうおう） 
 26.摩醯首羅王（まけいしゅらおう） 
 27.婆藪仙人（ばすせんにん、聖仙ヴァシシュタ） 
 28.摩和羅女（まわらにょ） 
 ＊20.満善車王（まんぜんしゃおう、 満善車鉢真陀羅 
 満仙王、緊那羅王と重複している） 
 

 像容は上半身裸形で、筋骨隆々とし、阿形像は怒り
の表情、吽形像は怒りを内に秘めた表情が多い。 
寺院守護神。二十八部衆では、阿形像は「那羅延堅固王」 
（ならえんけんごおう）、吽形像は「密迹金剛力士」（みっしゃくこ
んごうりきし）と呼ばれる。 
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仏教の信仰・造像の対象である天部の神々、 
十二夜叉大将、十二神明王とも呼称、 
薬師如来薬師経信仰する者を守護する武神。 
典拠 玄奘訳『薬師瑠璃光 如来本願功徳経』（薬師経） 
 

宮毘羅大将 
 （金毘羅童子、宮比羅）くびら こんぴら 
伐折羅大将 
 （金剛力士）ばさら 
迷企羅大将めきら 
安底羅大将あんちら あんていら 
頞儞羅大将あにら 
珊底羅大将さんちら さんていら 
因達羅大将 （帝釈天）いんだらndraインドラ 
波夷羅大将はいら 
摩虎羅大将 （摩睺羅伽） まこら 
真達羅大将 （緊那羅）しんだら 
招杜羅大将しょうとら 
毘羯羅大将びから 

仏教世界観  六道 （ 地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人間界・天上界： 空居天/ 地居天 ）、また十界（六道の上に声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界を加えたもの） 
眷属とは、仏に従い、その意思を伝える使者、また仏を守る者、神格のこと。 ここでは、各菩薩との関係を示す。 

 
典拠 「法華経」 「金光明最勝王経」 
天衆 
龍衆 
夜叉衆 
阿修羅衆 
乾闥婆衆 
迦楼羅衆 
緊那羅衆 
摩睺羅伽衆（まこらが） 
＊ 夜叉：古代インド神話に登場する鬼神。 
八部衆の一つとして、また毘沙門天の眷
属として羅刹と共に北方を守護 

             和合 と 創造 

十大弟子   
釈迦如来の眷属 
興福寺、734年  清涼寺、平安時代  大報恩寺、快慶作、鎌倉時代 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.舎利弗（しゃりほつ） 舎利子とも書く。智慧第一。  
 パーリ語でサーリプッタ （Sāriputta、सारिपतु्त）。サンスクリット語でシャーリプトラ（Śāriputra）。

『般若心経』では仏の説法の相手。  
2.摩訶目犍連（まかもっけんれん） 一般に目連（もくれん）、神通第一）。 
   中国仏教では目連が餓鬼道に落ちた母救済供養が『盂蘭盆会』（うらぼんえ）起源  
3.摩訶迦葉（まかかしょう） 大迦葉とも、頭陀（ずだ） 第一。  
   釈迦の死後、その教団を統率、第1結集では500 人の仲間とともに釈迦の教法を 
   編集する座長。禅宗は付法蔵 （教えの奥義を直伝） の第2祖。  
4.須菩提（しゅぼだい） 解空第一（げくう・だいいち）。  
   空を説く大乗経典にしばしば登場する。  
5.富楼那弥多羅尼子（ふるなみたらにし） 略称として「富楼那」。 
   他の弟子より説法が優れていた。説法第一。  
6.摩訶迦旃延（まかかせんねん） 論議第一。  
   辺地では5人の師しかいなくても授戒する許可を仏から得た。  
7.阿那律（あなりつ） 天眼第一（てんげん・だいいち）。 釈迦の従弟。 
   阿難とともに出家した。盲目、真理を見る眼をえた。  
8.優波離（うぱり） 持律第一。 
9.羅睺羅（らごら） 羅云とも書かれる。密行第一（みつぎょう・だいいち）。    
  釈迦の長男。最初の沙弥（少年僧） 寺院の子弟を仏教用語で羅子（らご）と言う。  
10.阿難陀（あなんだ）阿難とも書く。多聞第一。 釈迦の従弟。 
  nandaは歓喜（かんぎ）という意味。釈迦が死ぬまで25年間、付き人。 
  第一結集のときアーナンダの記憶に基づいて経が編纂 

  

 
五部衆（天衆） 沙羯羅（さから 龍衆）  
迦楼羅（かるら）  
鳩槃荼（くはんだ、夜叉） 
阿修羅 乾闥婆（けんだつば）  
緊那羅（きんなら）  
畢婆迦羅（ひばから） 

新薬師寺 

 

目犍連 優波離 快慶 

 

 
  

  
       

風神 

『古事記』では、イザナギとイザナミの間に生まれた神、
志那都比古神（しなつひこのかみ）、『日本書紀』では
級長津彦命（しなつひこのみこと）と表記、神社の祭神
志那都彦神などとも 
神名の「シナ」は「息が長い」という意味 
雷神 

黄泉の国で、伊邪那美命から生じた８柱の雷神（火雷
大神） 



「 日本書紀 」の  仏像記載 
欽明天皇（継体天皇嫡子）に、百済の聖明王が、 
釈迦像をもたらす 欽明天皇13年 (552年)  

主説: 戊午年 538年仏教公伝  （548年説有り） 

 「上宮聖徳法王帝説」「元興寺縁起」 

587年 丁未の乱「崇仏派」勝利 

    592～710年 

用明天皇2年（587年）蘇我馬子建立発願 

（蘇我氏寺）のちの  
                                                

  本尊 釈迦如来（飛鳥大仏） 
           推古14年（606年）  日本書紀より 

                                     主説： 日本最古仏 609年  
      奈良へ分離移築後、元興寺・・・  
 
『三経義疏』 聖徳太子 注釈書   611～615年 

               『法華経』 観音菩薩     『勝鬘経』『維摩経』 
 

  623年 

  （初の官営寺） 高市大寺→大官大寺 

 舒明天皇11年 （639年） 
 起源は、聖徳太子が今の奈良県大和郡山市 
  に建てた 熊凝精舎（くまごりしょうじゃ） 
    旧本尊 釈迦如来像（金堂） 

 669年 
  飛鳥に移築後は 厩坂寺（うまやさかでら） 

 680年 
 

    710～794年 

    南都七大寺 ＊  （ ＊＊ 飛鳥 から 移築寺院  ） 

    法隆寺、もしくは唐招提寺を含める＊ 
 

 元興寺（＊＊ 法興寺） 
 大安寺 （＊＊ 大官大寺） （本堂） 
 薬師寺 （＊＊）  （金堂）法相宗 
 興福寺 （＊＊ 厩坂寺）、法隆寺 ＊（ 創建地存続 ） 

    （金堂） 
 
  『国分寺・国分尼寺建立の詔』 741年   

 
   新薬師寺 747年  （本堂）    

   東大寺＊ 752年  
 唐招提寺＊ ８世紀末 律宗（金堂）  

  釈迦の本地仏） 
 西大寺＊ 765年   （金堂）   

 

 
中宮寺 
７世紀前半、 
一説に 
推古天皇15年（607年） 

木造菩薩半跏像 
  本尊。飛鳥時代の作。像高
132.0cm（左脚を除く坐高は
87.0cm）。広隆寺の弥勒菩薩
半跏像とよく比較される。 

寺伝では 如意輪観音。 

当初は弥勒菩薩像として造立
されたと説有り。 
 
 

                 「天寿国繍帳残闕」 
               聖徳太子一族の伝記 

  
                                   
 

  
              

  

 
 

 
 

法隆寺 

 
 

 
 

金堂 推古２３年（６２３年） 

    日本初の出家者は女性である。飛鳥時代の帰化人・司馬達等（しばたっと）
の娘・嶋。584年（敏達天皇13年）高句麗から渡来した僧恵便（えびん）に師事し
て出家、善信尼と名乗った。 
    同年、蘇我馬子が邸宅内に百済から請来した弥勒仏の石像を安置した際、
弟子となった恵善尼・禅蔵尼とともに斎会を行ったと伝えられる。 

６世紀末～７世紀初頭、日本最古の （尼） 寺である 豊浦寺 が営まれた。 

  古来、神につかえて呪術的な能力をもつ人間には女性が多かった。 
 祭政一致だった邪馬台国でも、神や精霊の声を聞く 
ことができる卑弥呼が女王として存在した。 
仏を神と同じ範ちゅうで理解していたとしたら、 
シャーマニズムの一環として、『蕃神を祭るのは 
女性の仕事』と考えたのかもしれない。 

飛鳥時代  
              ～和銅3年（７１０年） 
 

観音菩薩立像 
 夢殿 
  救世観音 
  聖観音立像 
 大宝蔵院 
   百済観音  
   九面観音 
   夢違観音 
 （以上赤文字  国宝） 

   大宝2年（702年） 
文武天皇から鎮護国家の法師 
に任じられ、山背山岳開山 

722 794  
  

 
   

             
     

 
   

 
 

 
/   

 
  

大宝年間   （701 - 704年）   
                                               山岳信仰の影響 

（ 修験道の開祖 ）、 

雲遍（ 上人 ）による 愛宕開山  
       781  
      
           

600年前後        
            574 622   

     (     
     

       
 

     

  

  泰澄より「神仏習合」を学ぶ。 
   八幡信仰を創設 東大寺大仏建立に宇佐八幡宮より守護神勧請(手向山八幡宮） 
  和銅6年（713年） 文武天皇の母 元明天皇の勅願、五穀豊穣、産業興隆を祈願する 
   葛井寺（かどのいでら）建立  現 法綸寺（本尊 虚空蔵菩薩） 創建当時は観音菩薩と推定。 
  

  725年 葛井寺（藤井寺） 十一面千手千眼観世音菩薩（国宝） 

                  

金堂 
薬師三尊像 

講堂  
弥勒三尊 

  

日光菩薩（慈悲） 月光菩薩（智慧） 

薬師寺 （６８０年） 

天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京 
（奈良県橿原市城殿〈きどの〉町）の地に造営開始、 
平城遷都後の８世紀初めに現在地の西ノ京に移転 
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将来の釈迦後継者 

唐招提寺 
 伽藍配置 

講堂 

金堂 奈良時代 ８世紀末 

 
阿弥陀の 

慈悲を実践 

 
釈迦如来を 

送りだす存在 

 
現世苦悩 
の救済 

金堂 

外側 東院堂 
 聖観音立像 

東大寺 

 
大仏  

天平勝宝4年（７５２年） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shakyamuni_Triad_Horyuji2.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Plan_pf_Yakushiji_Temple.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Vairocana_Tosyodaiji.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NaraTodaijiDaibutsu0212.jpg


自然共生 

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 

マナイズム  見えない チカラ   
植物・動物   花鳥風月 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

八百万信仰 呪術祭祀 

アニミズム 
（精霊崇拝） 

祖霊崇拝 
神々習合 

平等思想 

薬師・観音信仰 

神仏習合 放生会 

柱文化 神籬 鳥居 

加持祈祷 

皇統・氏族 
血統信奉 

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 

空也 「称名念仏・浄土往生」 

日蓮  法華経による 国家鎮護 

  法然 ～ 親鸞 ～ 蓮如  
「称名念仏・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」 

地獄  概念 

神山信仰 

修験道 

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 

儒教  
君子秩序  仁義礼智信  

土偶埋葬 環状石木柱列  

朱子学   
上下尊卑・主従社会   
封建思想 「家」家長相続 

皇統 
摂関・律令 

陽明学 中江藤樹  「心即理｣ 「致良知｣ ｢知行合一｣  
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 

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 

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。 

国学 中国思想の否定  
儒教・仏教の排除 

心学 石田梅岩 庶民教化 
神道・儒教・仏教の三教合一説。 
実践道徳の根本は、 
天地の心に帰し獲得、私心なく無心、 
仁義を行う最尊重は、正直の徳。 

隠元 念仏禅 

政治思想 

              

皇統 
武家・式目 

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

ハレ・ケ 穢 穢・禊  
清明 再生 

禅  修業至悟 仏性自覚 

阿弥陀・浄土信仰 

現世利益 
合理思想 

山岳信仰・道教 

両部神道 

 歴史 

各思想に関係した事柄を 
  歴史に沿って、下に配列した。 

安然・良源 「草木国土悉皆成仏」 


