
６世紀  密教  
中期密教 ７世紀 
善無畏 「大毘遮那経（大日経）」 「虚空蔵求聞持法」  
金剛智 「金剛頂経」 

鳩摩羅汁 
  344年 – 413年 
 （350年 - 409年） 

（中国六朝時代） 
三論宗（吉蔵が開宗）・成実宗の基礎 
 

「仏説阿弥陀経」 
 阿弥陀如来が治める極楽浄土の 
 荘厳な様子を説く。  
 

「摩訶般若波羅蜜大明呪経」（般若心経の訳） 
「坐禅三昧経」 
「維摩経」  
 

「大智度論」 
「中論」 
「妙法蓮華経」 

般若経 
「一切皆空」 
 

維摩経 

法華経 
 万民救済 
 永久救済 
 利他修業 

無量寿経 

慧隠（えおん）遣隋使、推古天皇16（608）年、
小野妹子従者、31年間の留学。 推古天皇
30（622）年、舒明11（639）年帰朝、「無量寿
経」招来講経。 厩坂宮に阿弥陀如来安置 
 

三論宗 625年高句麗僧、慧灌ら伝播 
 

法相宗 662年 道昭  斉明天皇6（660）年
頃帰朝、「観無量寿経」、善導「観無量寿経
疏」と道綽「安楽集」、「阿弥陀経」招来。  
 

華厳宗   740年、金鐘寺（後の東大寺）   
      良弁の招きで審祥 

律宗     759年 鑑真 
 
最澄、空海   
真言宗が密教専修 
天台宗は天台・密教・戒律・禅四宗相承。 
 

密教は、山岳信仰とも結び,修験道など「神
仏習合」の主体へ 
 

天台比叡山は、浄土宗。日蓮宗の母体にも 
 

１２世紀末～１３世紀初頭 栄西、道元らに
より、南宋より日本伝来 
 

阿弥陀経 

観無量寿経 

インド 中国                    
中国、２世紀後半浄土教経典伝播、５世紀初め 
慧遠東晋（334- 416）念仏結社、初期浄土教主流に。 
浄土往生の思想を強調した論書として、 
龍樹の「十住毘婆沙論」 華厳経の一部「十地経」の 
注釈同第五「易行品」 から、念仏易行道を説く 
曇鸞 中国南北朝時代 476年 - 542年 
世親（天親）の『浄土論』を注釈 『往生論註』 
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） 
「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。 

５世紀後半～６世紀前半  

達磨 

亀茲国 

日本 

玄奘  602年- 664年 唐代の中国の訳経僧 
尊称は三蔵法師 
「大般若経」 （大般若波羅多経）  「般若波羅密多心経」 般若心経の訳 
 

「成唯識論（じょうゆいしきろん）」 
この書を中心にして、玄奘の弟子の慈恩大師基（窺基きき） 法相宗 開宗 

天台智顗（ちぎ）538年 ～597年    空の思想 現実化 
梁、陳 南岳慧思禅師に師事、 法華経 と 龍樹の中観教学から天台宗教
義を体系   陳・隋皇帝が帰依。中国、天台宗の開祖。  
   鳩摩羅什『中論』等の龍樹の著作を所依として禅観につとめ、 
「一心三観」を悟った慧文(えもん)、慧思の相承から第三祖にあたる。 
『法華経』や『大智度論』講義。「教相判釈」諸経典の体系、「五時八教」 

「法華三昧・三諦(さんだい)三観(空・仮・中）三諦円融・一念三千」など  
中国仏教形成の第一人者といわれる。  
 法華玄義 法華文句 摩訶止観  以上 天台三大部   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

般若経 
「一切皆空」 
華厳経 
十地品 
「三界作唯心」 

３世紀 中観派 

龍樹 空の思想 体系化 
「縁起」による「空」説明 
「中論」 
「十二門論」 
「百論」（提婆 著） 
 

「大智度論」般若経 注釈 
 
 
 
 

康僧鎧 （こうそうがい）  
 魏国（ 220年 - 265年 ） 
 嘉平4年（252年）頃、「仏説無量寿経」 
法蔵菩薩が阿弥陀如来になり救済する方法 
 

疆良耶舍 (きょうりょうやしゃ)  
 劉宋国（420年 - 479年） 
 ４００年代 「仏説観無量寿経」 
 極楽浄土へ往生する方法 

 

 

 

大乗仏教 

釈迦  紀元前７～５世紀 諸説有り。 現世は苦とし、心の悩みを解決するため自己の内面から行う変革。 
基本 「 四諦・八正道 や 十二因縁の教義 」 苦悩をもたらす淵源を追求、「我あり」との妄執排除を説く。 
自己存在の問題について、現代の深層心理学を先取りする先見性がある。 

現代、インドでは仏教衰退  ヒンズー主流に 

５世紀 唯識派 
弥勒 が発祥、無着、 
世親（天親）（4-5世紀） 
「無量寿経優婆提舎願生偈」 
（『浄土論』・『往生論』） 

不空金剛（705-774）  密教を唐に定着させた。 
弟子には含光・慧超・恵果・慧朗・元皎・覚超（六哲）。 
 

恵果（えか／けいか、746年 - 永貞元年（806年） 
真言八祖の第七祖。空海らに伝授。  

娑婆世界の実相を説く 
「無自性（空）」「相依性」 
（相互依存性）の思想 

「空」の思想を基本に 
内面意識の側から無常現世をとらえる 
感覚・絶対者に相応させる瑜伽行を説く 

宇宙・自然の本質・現象との一体化で現世成仏を説く 

来世成仏への観想・称名念仏法 

「空」の思想を基本に 
現世での釈迦の境地、三観を説く 

慧可が中国で開宗 （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 
  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。  現代、中国共産党 無神論に 

 

  「空」の思想について、元来の内容と、中国への変遷、日本的仏教解釈への影響を辿る。  それは、日本文化の原理とも重層し、神仏習合の歴史をもたらした。  
仏教の原点は、苦からの脱却のため、現世の認識、その自覚を悟りと呼び、現世・来世での往生を説くことにある。 自己の悟りを開くための仏教を小乗と呼んだのが、他の救済を目的とする大乗仏教。 
苦を感じる原因が「十二因縁」、人生の真理（認識）が「四諦」、苦を消す涅槃への道（修業）が「八正道」である。 現世の有り様が大乗仏教でいう「三法印」である。 
これらを基本に、 現世の苦を「空の思想」で客観し、死の不安を背景に、来世往生の方法を方便として、現世での考え方を説く。 そのため釈迦から伝承した言葉を、経典として記し翻訳・解釈した。 
以下に、主たる経典・解釈書、そこから誕生した多様な宗派の概略をまとめた。  
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行深 般若「（六）波羅蜜」多 時 
 布施 
 持戒 
 忍辱 
 精進 
 禅定 
 智恵 

照見「五蘊」 皆 「空」   
（真理を極める） 
 色：物質 
 受：精神  以下同 
 想 
 行 
 識 

照見（認識） 

度一切 「苦厄」（救う） 
 生 
 老 
 病 
 死 

「色」不異 「空」 形あるものは全て空   
「空」不異 「色」 しかし空は人間からは色として認識される 
「色」即是「空」 
「空」即是「色」     
  
受想行識 亦復如是  精神面 これらも、主観的で変化する。また空である 

空であることの認識と、捉われない心 が大切である。 
 

 これが、この世の実相であるが、すべては空である   （仏教の根幹） 
この世で感知できるものは「色」、絶対的・固定的実体は存在しない 

 「諸行無常」  常に変化する関係性・出来事「 
 「諸法無我」  無数の「縁」が仮に和合した現象  
 「涅槃寂静」  以上を認識した境地 やすらぎ 
 「一切皆苦」   一切は皆苦であると知ること 
    
 
   
 

   行（実践） 

「舎利子」  釈尊の二大弟子の一人（智慧第一） 弟子入り前からの親友「目連」（神通第一）と二大弟子 

不生不滅 
不垢不浄 
不増不減 
是故空中無色 
無 受想行識 
無 眼耳鼻舌身意 
無 色声香味触法 
無 眼界乃至無意識界  知覚や感覚にとらわれない 
 
 
 

無無明      
亦無無明尽 
乃至無老死 
亦無老死尽 
無 苦集滅道     仏教の４つの真理 四諦（苦諦・集諦・滅諦・道諦） 
無 智亦無得 
以無所得故 
菩提薩埵 
依般若波羅蜜多故  般若波羅蜜多を知り、実践した 
 
 
 
 
 

心無罣礙（けいげ） 
無罣礙故 無有恐怖（くふ） 
遠離一切顚倒夢想     八顚倒をさけ中道 
究竟（くぎょう）涅槃 
三世諸仏 
得阿耨のく多羅三藐三菩薩 
是大神咒 
是大明咒 
是無上咒 
是無等等咒 
能除一切苦 
真実不虚 
 
 

故説般若波羅蜜多咒 即説咒曰 
羯諦  羯諦 波羅羯諦 
波羅僧羯諦 
菩提 薩婆訶 
 

般若心経 
 
   

是 諸法「空」相  すなわち全て「空」というあり方 である 

「六波羅蜜」 
 菩薩修行の根本 
・布施 
・自戒 
・忍従 
・精進 
・禅定 
・般若（智慧） 

眼耳鼻舌身 

 すべての存在・ありのままの姿をもっと深く理解させるために、縁起の角度から説かれた教えが「十二因縁」。   
人間の肉体生成を十二種の法則（外縁起）に分類し、心の変化にも十二に分かれた因縁（内縁起）の法則があるという教え。    

「縁起」（宇宙・人間が日々変化、生きていること） 
人間の肉体がどのような過程を経へて生まれ、成長し、老死にいたるかということを、過去、現在、未来の三世にわたって、 
千変万化する人間の心のありさまを示す。 

 龍樹中観派では、双方向的（相補的・相対的）な「相依性」（そうえしょう）として理解 
   1.無明(むみょう)⇔2.行(ぎょう)⇔3.識(しき)⇔4.名色(みょうしき)⇔5.六処(ろくしょ)⇔ 
6.触(そく)⇔7.受(じゅ)⇔8.愛(あい)⇔9.取(しゅ)⇔10.有(う)⇔11.生(しょう)⇔12.老死(ろうし) 
 

  

この世の実相 「空」の状態の説明 

十二因縁 

悟りの状態 

       四苦八苦（しくはっく）を滅する方法を説く。 

苦諦（くたい） 人間の歴史が始まって以来、暑さ寒さ・天災地変・飢饉・疫病・貧困・ 
      不仲・不安・老い・死等に対する苦しみがあり、人生は苦「生（しょう）・老・病・死・愛別離苦（あいべつりく）・怨憎  
      会苦（おんぞうえく）・求不得苦（ぐふとっく）・五蘊盛苦（ごうんじょうく）」であることを諦（さと）る。  
集諦（しったい）  集というのは「集起（しゅうき）」の略で「原因」という意味。 欲望を必要以上に増大させ、貪りを増大 
      させる思いや行為が、不幸を呼び起こす。 この原因を悟る方法として十二因縁の法門が説かれている。 
滅諦（めったい） この事から当然「心の持ち方を変えることによって、あらゆる苦悩は必ず消滅する。」ということになる 
      教え。ただ捨て去ろう、解脱しよう、執着を断ち切ろうとすると、そのものへの心の引っ掛かりから苦しみを 
      増大させてしまうので「道諦」の真理を説く。  
 

道諦（どうたい）  釈尊は苦を滅する道について、本当に苦を滅する道は苦から逃れようと努力することではなく、 
  以下の八正道 （はっしょうどう） を説く。 
  

・正しく物事を見る「正見（しょうけん）」 
・正しく考え「正思（しょうし）」 
・正しく語り「正語（しょうご）」 
・正しく行為し「正行（しょうぎょう）」 
・正しく生活し「正命（しょうみょう）」 
・正しく努力し「正精進（しょうしょうじん）」 
・正しく念じ「正念（しょうねん）」 
・正しく心を決定させる「正定（しょうじょう）」 
 
 

この世の実相の説明 

苦しみの解決策  悟りの状態 

               

パーラミター 

真言である説明 

真言の伝授 

  世の実相は、相互の縁起で成立ち、その縁起は無常で永遠に変化する。 

本質は「空」であるが、互いの感覚としてその一瞬が「色」など五蘊 として認識される。 
人々は「色」であることを理解し、執着せず、一方で正しいことに努め、我を超えた涅槃の境地にな
ることで、苦から解放される。 そして救済者として菩薩を設定する。 と 釈迦は説いた。 
 

 つまり、神は自然から発祥したが、仏は、人の救済のための教えのなかから発祥した。 
その世界と仏は、浄土彼岸の如来として、現世での救済、菩薩として誕生する。 
あくまで全体を空ととらえるが、魂の「循環思想」を背景とした、人間への教えが目的である。 
その教えは、「現利思想」に包含できる現世論が中心で、浄土は方便として現世あるいは来世に 
あり浄土三部経を選択する人、また特定修行者だけでなく万民救済に法華経を重んずる人がいる。 
 

 大乗宗派の源となる「般若経」、その集成を玄奘が「般若波羅密多心経」の名で訳した。 
「般若心経」）小本（略本）を分解、釈迦の主たる教義で補足した。 

「般若波羅密多心経」 

『大般若波羅蜜多経』（『大般若経』）及び『摩訶般若波羅蜜経』
（『大品般若経』）からの抜粋に『陀羅尼集経』（7世紀頃）に収録さ
れている陀羅尼（Skt:dhāranī）を末尾に付加したものである。 
般若経典群のテーマを「空」の1字に集約して、その重要性を説
いて悟りの成就を讃える体裁をとりながら、末尾に付加した陀羅
尼によって呪術的な側面が特に強調されている。日本の宗派で
は、浄土真宗、日蓮宗・法華宗以外、多く唱えられている。 
 

現利思想  循環思想 
 ２ ページ 

  
  

 「観自在菩薩」  観世音菩薩の別名  人々を苦難から救い出す存在   
              菩薩 悟り前の釈迦・仏教の修行者で教えを広める立場の呼称 



    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 
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  「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、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」と、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、体系した。 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。 ちなみに我が倭国は、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 
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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 穢・禊 
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 

   

   

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 
喜びを胸一杯に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 

 
奈良国博 
平安時代 

自然共生・原生思想 

 ３ ページ 
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   飛鳥は、今日まで続く 仏教の日本的解釈、活用と、そして 国防・国家意識発祥の時代である。 崇峻天皇5年（592年）推古天皇即位、飛鳥豊浦宮から元明天皇期の和銅3年（710年）までを示す。 
その前は、古代から続く神への信仰を背景にした首長権威の時代であった。 箸墓古墳、神功皇后、応神天皇から始まる大和の首長を、大型古墳として表現した約３５０年間。 のちに記紀では、冒頭
で神話とつながり、史実に変化していく 神の時代 である。 また中国や朝鮮半島の戦乱の関係で多くの渡来人を受け入れ、後期には継体天皇の皇子、欽明天皇の時に 仏教が公伝した。 
飛鳥の次は、平城京、一般には奈良時代。 元明天皇から桓武天皇の遷都までの間、仏教と国家制度としての律令政治が、我が国の内部で変化を始める。 神仏習合と土地所有についての墾田永
年私財法である。  平安京において、「神仏習合」は神像、特に神社建築に影響、「墾田永年私財法」は荘園の拡大に繋がり、律令制度の崩壊や 貴族と武家の勢力交代 にまで遠因する。 
    古墳と奈良時代の狭間にある飛鳥時代は、白村江での大敗を経験し、危機意識からも国家としての内制を整える時である。  そして、神仏共存の模索の時である。 
この時代、まず神の坐ます場所や祀る者が整えられた。 日本書紀は、斉明天皇5（659）年、出雲国造に命じて「神之宮」を修造させた、と記する。 天武天皇期には、伊勢神宮の斎宮を制度化した（壬
申の乱の戦勝祈願の礼（『扶桑略記』）、以後、南北朝時代まで続く。 また上賀茂神社造営も天武天皇7（678）年である。 では仏教、仏についてはどうか？  
 

  本来、仏教はこの世において、苦から脱却する修業、悟りをとく教えである。その延長に、煩悩を克服した先の浄土という夢を説いた。 浄土への注目も、仏教がインドから中国に伝わったあとのこと。
だが、それは、自分自身がおこなう「空」の認識、そして「自分で観想する浄土」であった。 ここで重要なことは、我が国で根付いた「他者の鎮魂」「自らの氏寺、先祖供養」とは違うということである。  
５００年代中頃とされる公伝から間もない日本、飛鳥時代の仏教において、「自分で観想する浄土」から、「他者の鎮魂」、「自らの氏寺、先祖供養」に拡大、定着する。 そして「先祖供養」は江戸時代の
檀家制度から民衆に普及し、現代に伝わる「仏壇」にまで繋がる。 平安時代の貴族の持仏堂や、室町時代、浄土真宗の蓮如が布教で配布した「南无阿弥陀仏」の掛軸も、仏壇普及の起源とされる。 
 

  自ら関与した死者には「鎮魂」、病などで倒れた身内には「（回復祈願）供養鎮魂」を求める思い。  この信仰、思想こそ、日本的な仏教解釈の変容、拡大である。 それは何がもたらしたか？  
それまでの神、自然の精霊、祖霊・皇祖霊の殯（モガリ）、穢・禊、魂振など 魂の「循環思想」 だと考える。  神における皇祖神、氏神の思い、信仰が、仏にも氏寺を誕生させる。   
  背景には、神の変遷がある。 農耕・漁撈・狩猟に関わる田の神、そして祭司、支配のための神、朝鮮半島や反倭勢力に対抗し、争乱から誕生した宇佐の八幡神。戦いの神への変遷・拡大である。
その戦う神が誕生した時、神の概念は、自然世界を前提とする古代の精神から、徐々に現実的、具体的な役割に移行した。 （古墳時代、熊襲・三韓征討の神功皇后、戦勝祈願から７１０年隼人の乱） 
 （他者の）「（怨霊）鎮魂」については、物部守屋死後の四天王寺、聖徳太子の死後に再建された法隆寺。 蘇我倉山田石川麻呂の死後に完成した山田寺も天智天皇2年（663年）塔の建設開始され、
同様に「怨霊鎮魂」だが、孫の持統天皇による「供養鎮魂」の意義もある。別名も 「浄土寺」 とされる。 これらは いずれも「(怨霊) 鎮魂」草創期の寺院である。 宇佐八幡などの神宮寺に繋がる。 
 「自らの氏寺、先祖供養」は、蘇我氏の「法興寺」（のちの飛鳥寺）から始まり、宗派の本山などは別として、しだいに この目的が寺院創建の主になっていく。京都 「広隆寺」も同様である。『書紀』によ
れば、推古天皇11年（603年）聖徳太子拝領の仏像を拝みたてまつるため、『広隆寺縁起』『広隆寺資財交替実録帳』縁起では、推古天皇30年（622年）同年「死去した聖徳太子供養のために、秦河勝
が「蜂岡寺」として建立された」ともあるが、秦氏の氏寺となった。天智天皇も、母 斉明天皇の鎮魂供養のため、 668年「崇福寺」、 670年頃の「川原寺」、そして671年までに大宰府の「観世音寺」を建立
発願したとされる。 「山階寺」は、本来、神事・祭祀を司る中臣氏、その鎌足の病に際し、669年夫人が建立した。天武天皇元年（672年）藤原京に移り、地名から厩坂寺に、平城京では法相宗「興福
寺」、藤原氏の氏寺となる。 藤原氏の仏教支配の起源となる寺院は、この飛鳥時代に起源する。 また、当麻氏氏寺の「當麻寺」がある。 
 白鳳14年（西暦685年）3月27日、天武天皇が「諸国の家毎に仏舎（ほとけのおおとの）を作り、乃ち仏像 
（ほとけのみかた）及び経を置きて以て礼拝供養せよ」との詔を出した。今の仏壇 草創起源となる。 

自然 の 法則 ・ 力 

釈迦の空 

循環思想 現利思想 和合思想 

空諦 中諦 仮諦 

中国  天台智顗  の 「三諦円融」   

この世の実相 全てが「空」である。 龍樹 は「無自性」（無我・空）とした 

無常・輪廻  

仏教思想の整理 

日本では、釈迦の、この世全てが「空」である とする仏教元来の思想より、天台智顗 「三諦円
融」の 現実的思想の方が適合、その結果、仏教が定着、神仏習合した。 空海の真言密教、

浄土宗の口称念仏、日蓮宗の立正安国論、町衆の法華門徒が誕生した理由でもある。 

幽玄・調和  写実・日常  

自然共生・原生思想 

中国的  
現実主義の反映？  

③ 日本的仏教解釈・活用 

智顗の説を受け
継ぎ法華経を中
心としつつ、禅
や戒、念仏、密
教も要素とした。 

自身 他者も 
上座部 大乗 

① インド・中国 

② 日本での適合 
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 「放生の儀式」について、「日本書紀」は、敏達天皇の7（578）年に六斎日に殺生禁断を畿内に令したり、 「聖徳太子伝暦」は、推古天
皇19（611）年に聖徳太子が天皇の遊猟を諫したと伝える。 天武天皇5（677）年8月17日、諸国へ詔を下し放生を行わしたと日本書紀に記
される。 『続日本紀』天平勝宝３ （751）年、聖武天皇の時代には放生により、病を免れ寿命を延ばすとの意義が明確にされた。 
 

 「浄土信仰起源」として、経典の伝来、講経や仏像、仏画が、６００年から７００年にかけて記録されている。 
慧隠（えおん）は遣隋使として、推古天皇16（608）年、小野妹子に従って僧旻、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。  

道昭は、白雉4（653）年、遣唐使として、玄奘三蔵に師事して法相教学を学んだ。 斉明天皇6（660）年頃に帰朝、「観無量寿経」と、当時
まだ存命であった善導の注釈「観無量寿経疏」と道綽の注釈「安楽集」、そして「阿弥陀経」を我が国にもたらした。 飛鳥寺一隅に禅院を
建立して住み、日本法相教学の初伝となる。 679年、天武天皇の勅命で 往生院(泉南市)建立。 晩年は全国を遊行、土木事業を行った。 
 

  その間、 622年の太子没に際し、妃の橘大郎女の願による「天寿国曼荼羅繍帳」（中宮寺所蔵）、太子の往生世界を紡いだ現存、日本
最古の刺繍である。竹内理三 著「寧楽遺文」(ならいぶん)は、当時の文書から、斉明天皇４（658）年と翌年、金剛阿弥陀仏像の存在と、
現生福徳と恒生浄土、亡者菩提の祈願の様子を記録している。 
  ７００年初頭の再建と考える現存法隆寺、その金堂壁画の「阿弥陀浄土図」。 天平５（733）年没の光明皇后の母、橘夫人の持念仏は
阿弥陀三尊と、阿弥陀・浄土への思いは顕著になってくる。 
   興福寺では、その資材帳に、淳仁、光仁、桓武期の阿弥陀・観音造像増加を記録、天平宝字４（760)年光明皇太后法事で、阿弥陀仏
に追福祈願され、「称讃浄土経」が二千枚近く写経された。 
   『続日本紀』によれば、法華寺内に、天平宝字3年（759年）に建立された、丈六の阿弥陀三尊像を本尊とする阿弥陀浄土院で、天平宝
字5年（761年）、光明皇太后の一周忌が営まれている。 阿弥陀仏への礼拝は毎年の法要で継続され、また全国の国分尼寺に阿弥陀三
尊像を祀らせた。 これら一連の記事は光明皇太后や当時の阿弥陀、欣求浄土の信仰を充分に裏付ける。 正倉院文書からも、平城京
での阿弥陀経、無量寿経の経典書写が増加、写経された経典の中で最多であると伝える。 
 

 この時代、元興寺智蔵に師事した三論宗の智光がいる。 浄土信仰と三論宗は、共に龍樹の「十住毘婆沙論」「易行品」に源流する。 
中国三論宗の吉蔵も「無量寿経」など浄土関係経典を撰している。 智光は、曇鸞の「浄土論註」、世親の「浄土論」を註釈した「無量寿経
論釈」などを著述し、のちに平安浄土信仰において、良源、源信「往生要集」などに引用され、我が国の観想念仏の典拠となった。学友 
頼光の阿弥陀仏の浄土往生の夢告で浄土信仰に入り、その様子を描いた智光曼荼羅は、元興寺の極楽坊に所蔵されている。 
 法相宗からは、善珠が「無量寿経」註釈など多くの著述を残している。善珠は、養老7（723）年から延暦16（797）年に生き、玄昉に師事し
て法相・因明に通じた。793年（延暦12年）比叡山文殊堂供養の堂達を、翌794年（延暦13年）には延暦寺根本中堂落慶の導師をつとめた。
796年（延暦15年）桓武天皇の命により故物部古麻呂のための法華経供養の導師となり、平城から平安に浄土信仰を繋いだ。  
  東大寺阿弥陀院、興福寺・多度神宮寺の「阿弥陀悔過（けか）」の記録もある。 「悔過」は、仏教において、三宝に対して自ら犯した罪
や過ちを悔い改め、同時に利益を得ることを目的とする儀式・法要などの行事で、薬師・十一面観音・吉祥などにも祈願された。    
阿弥陀仏への礼拝は、没者の鎮魂に比重しつつ、自己の懺悔、生前からの往生祈願、現世の利益祈願へと、観想による信心を表現した。 
慧隠、三論宗の智光、法相宗の道昭や善珠たちは、主として学んだ宗や寺院は違うが、時代が仏に求めてきた鎮魂、浄土への思想を、
経典から撰集し、仏の姿を刻ました。 
 

 まさに、神が現利的に武神に比重する中、仏に死者の弔い、鎮魂を求めていく過程である。 その背景には、国内の皇統継承と勢力争
い、物部氏と蘇我氏や藤原氏の抗争、隼人の乱があり、海外とは遣隋遣唐、白村江の大敗の外交から、壬申の乱での再びの国内混乱
がある。  藤原不比等没後は、藤原４兄弟病死、女帝と玄昉、道鏡といった、仏僧の政治問題にまで、仏の存在が高まる。 
   

                        循環思想 

「 日本書紀 」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)  

仏教公伝 主説:戊午年 538年  （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」蘇我氏勝利  物部氏衰退 

    592～710年     

 蘇我氏寺） のちの  
  用明天皇2（587)年 蘇我馬子建立発願 
                                                

   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・・・  

   ５９３年 創建開始 

 『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』 
  

  本尊623年（伝607年）   

６２２年、聖徳太子没  

（初の官営）（ 高市大寺）→  
  舒明天皇11年 （639年）起源は、聖徳太子が 現大和郡山市に 
   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） 
６４１年、蘇我石川麻呂 山田寺 建立開始 
６４３年、蘇我入鹿による山背大兄王一族襲撃、 法隆寺で自害 
６４５年、乙巳の変 藤原鎌足 中大兄皇子  蘇我入鹿を討つ。 
649年  蘇我石川麻呂 中大兄皇子により山田寺金堂前で一族自決 
 

663年  白村江の大敗 

  669年  中臣鎌足夫人  飛鳥に移築後は 厩坂寺 

   670年頃 天智天皇による母、斉明天皇鎮魂 
   崇福寺、観世音寺も発願 

  680年  天武天皇 法相宗 道昭、義淵 

  681年    当麻氏寺 浄土の地 

  再建  700年初頭再建開始 

    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（＊＊ 飛鳥寺を分離）極楽房 智光曼荼羅 
 大安寺 （＊＊ 大官大寺） （本堂） 
 薬師寺 （＊＊）  （金堂） 法相宗 
 興福寺 （＊＊ 厩坂寺）藤原氏   （金堂） 
 法隆寺 ＊（ 創建地再建 ）   （金堂） 
７２０年、藤原不比等没 
740年（天平12年）大宰府赴任に不満した藤原広嗣が挙兵 
   

  『国分寺・国分尼寺建立の詔』 741年   
  

  法華寺    745年  （本堂）光明皇后 

        759年 阿弥陀浄土院  
      新薬師寺 747年 （本堂）    

  東大寺＊   752年  華厳宗 
  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）   

  神が自然神から祖霊神、皇祖神となり、武神に比重していく状況下、 
その神の禊、神力に祈願して犠牲となった人々への鎮魂者を求めた。  
荒魂が主となった神にはその役割は期待しづらい。    
  では、鎮魂を担うことができ、祟らないものは何か？  
当時、その聖徳太子や蘇我氏によって我が国に浸透した仏である。  
その証として「放生の儀式」 「浄土信仰起源」の記録 がある。 
  ではなぜ、人々は鎮魂をもとめたのだろうか？ それは、古代からの魂 
再生循環の思想が継承されていたからである。 やがて、インドや中国では 
仏教、浄土信仰は衰退していくが、我が国で定着、浄土宗派として近代まで 
継承された理由、それは、古代からの「循環思想」が基礎に存在したからだ。 
「文化思想原理」の中で、重要な「循環」は、新たに渡来した仏が担う。 

わが国最古 阿弥陀三尊像「山田殿像」 
東京国立博物館 所蔵   ６００年代作 
 

左右脇侍の宝冠にそれぞれ観音を示す化仏
と勢至を示す水瓶が表わされる。 中国の北
斉から隋にかけての仏像の様式、像全体の
もつ大らかで瑞々しい気分は白鳳彫刻の本
領。台座背面に刻まれた「山田殿像」銘から、
蘇我倉山田石川麻呂や山田寺との関連が想
起されるが不明、しかし関係を否定するもの
は無い。 
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                    現利思想  循環思想 

 平安時代の神仏について、 注目すべき事が三点ある。 神仏役割分担の大衆化、神の二つの役割、仏への現利的期待から来世浄土の循環的期待への変遷、である。  
① 神仏役割分担の大衆化 神については、古代からの自然への畏敬、精霊、祖霊、皇祖など首長霊と、縄文・弥生・古墳時代にかけて変遷した。 その信仰を背景にしつつ、政治的な機能は飛鳥 
    から平城にかけて、唐の儒教・法家を教授し律令制度に役割させていく。 その間、三韓征伐の住吉神、隼人の乱の八幡神と、神は武神に比重した。そして仏には身近な現利と来世浄土を願った。 
② 神の二つの役割  平安京に至り、武神として護国守護の役割を担う。 そしてもうひとつの役割である鎮魂、飛鳥・平城では、仏の役割とされ争乱の死者を弔ったが、その魂の循環思想に基づい 
    た役割は神に託された。 遷都にまつわる怨霊に対しては、より強い荒魂が相当し、神の多様性や寺院創建の規制も要因となった。 守護と鎮魂の二つの役割は、平安京遷都間もない頃に創建さ 
    れた神社や御霊会に明らかである。 
③ 仏への現利的期待から来世浄土の循環的期待への変遷   「現利思想」の密教や観音信仰は平城の時代、すでに発祥していた。 経典として「大日経」「十一面神呪心経」などが玄昉たちに 
     より招来され、主に私度僧たちの山岳修験の活動や、神仏習合として神宮寺創建にも関わってきた。 平安に至り、真言の空海や天台の円仁により密教は体系され平安初期の寺院に影響した。 
   しかし、平安の都などで繰り返す、疫病・災害・争乱は、心の安住を来世に求め、浄土への期待が高まった。 すでに経典は、「阿弥陀経」「無量寿経」「観無量寿経」と解釈され、鎮魂者への阿弥陀 
     仏は飛鳥・平城から存在した。 だが平安京では、自らの成仏を願う仏として、より役割を拡げた。  魂に対する「循環思想」は、仏が受け止めた。  
 

  浄土への方法は、平安から鎌倉にかけ、源信「往生要集」の「観想念仏」から、より方便しやすい「口称念仏」に変遷する。 そして、いち早く平安で「口称念仏」を発祥した人が空也である。 
その空也は、観音菩薩に願い、西光寺のちの六波羅密寺に祀った。 なぜ、阿弥陀如来ではないのか？ すでに飛鳥・平城から阿弥陀如来は祀られている。 
  空也は清水寺や長谷寺の観音信仰が篤かった。 その裏付けは、両観音に東北鎮圧を祈願した坂上田村麻呂、彼と親交のあった東大寺の徳一が創建した東北の観音信仰拠点、 
会津の恵隆寺や恵日寺などに残る空也の伝承にある。 彼はここを拠点に東北地方に布教したという。 また「空也上人絵詞伝」「河海抄」などには、清水寺の観音に念仏観化を祈願、 
感得し、愛宕月輪寺で「多年錬行」、洛中での念仏を始めたと記される。 そして、清水寺は同じ法相宗の興福寺内浄名院での空晴との交流に繋がり、その院一隅の菩提院には玄昉 
招来の膨大な経典、「十一面神呪心経」などがあった。 状況は以上だが、大事な事は空也の思いで、浄土に坐して待つ阿弥陀如来より、立像としての観音菩薩を選択したのであろう。  
なぜなら、空也は、洛中 市にあり、行動、実践を重んじたからだ。 六波羅密寺に伝わる観音菩薩は、蓮花や数珠を持たず、如来の如く右手を垂れ左手を胸脇に挙げ、親指と中指の 
先端を接する来迎引接印を結ぶ。 観音の姿で来迎した阿弥陀如来かもしれない。月輪寺に伝わる空也も遊行立像。 天暦4年（950年）より玄奘三蔵の金字「大般若経」書写を行う。 

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 
 

阿弥陀・浄土信仰 薬師・観音信仰 

密教 大日如来 太陽自然神 即身成仏 

源信 
空也 六波羅蜜寺  （観音菩薩）＊ 

良忍 

叡空 

法然 

親鸞 

良源 

日蓮  法華経による 国家鎮護 

見性成仏 不立文字 
栄西「公案」  道元「只管打座」 

禅  修業至悟 仏性自覚 

「草木国土悉皆成仏」 「往生要集」 

一遍 

円仁 
859年  藤原氏神 （吉田神社） 
860年  武神 （石清水八幡宮） 

御霊会 

河内 清和源氏 
1064年  武神 （壺坂八幡宮） 

 947年北野天満宮 

1020年 藤原道長 無量寿院 （阿弥陀如来、薬師如来、大日如来） 

1164年  蓮華王院  三十三間堂 (観音菩薩) 
後白河上皇へ 平清盛 

876年大覚寺（不動明王ほか五大明王） 

神仏習合 

修験道 

山岳信仰・道教 

聖宝 

874年 

真言宗  当山派 

醍醐寺 

796年 東寺（薬師如来、大日如来）  
 824年 神護寺（薬師如来、五大虚空蔵菩薩坐像） 

1047年  浄瑠璃寺 （阿弥陀如来、薬師如来） 
1052年  平等院 （阿弥陀如来） 

887年仁和寺（阿弥陀三尊像） 

放生会 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より  平安時代の神仏思想の変遷 

977年 六波羅蜜寺 
 （観音菩薩） 

1100年代末 極楽院   [ 現 三千院 極楽往生院 ] 
         （阿弥陀三尊） 

増誉  1090年 聖護院（不動明王） 
 天台宗 本山派 

天台宗 山王神道 真言宗 両部神道 

大日如来を本地とする神解釈                                                                                                                   
胎蔵界 天照大神   
金剛界 豊受大神 

循環思想 

834年 二尊院 （釈迦・阿弥陀如来）    
856年 泉涌寺 （釈迦・阿弥陀・弥勒如来） 

今宮神社 

994、1001年 

疫神  鎮魂の神 
794年 皇太子守護（平野神社） 
       護国 （城南宮） 併祀 
795年 市比売社（宗像大神）  
811年  護国 （熊野神社） 

 863年 御霊神社 

守護の神 

798年 清水寺 
  （観音菩薩） 浄土の仏 

現利の仏 
（ 教義主義 ） 

山岳などの観音寺院 現利の仏 
 

観音寺、蟹満寺、寿宝寺 
金蔵寺、正法寺、宝積寺、海住山寺 
三室戸寺、法厳寺、清水寺、月輪寺 

現利思想  

鎮魂の仏 
四天王寺、法隆寺、山田寺 
川原寺、當麻寺、法華寺 阿弥陀浄土院 
東大寺 阿弥陀院  

自然の神 
   精霊 
   祖霊 
  首長霊 

平安京で、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（祇園祭）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。 

現利の仏 
（ 物量主義 ） 

自然共生・原生思想 

1132年  得長寿院  
鳥羽上皇へ 平忠平  

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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      現利思想  循環思想 

   平安から安土桃山までの信仰、宗教を通観すると、「現利思想」から「循環思想」、そして内性から外性への発醸を伴い、力強い 「現利思想」へ流れが読みとれる。 

また、天皇を奉じつつも、摂関から武家統治への混乱期にあたり、自然や根本尊重といった原点回帰、平等主義が見られ、価値観再生への意欲が伺われる。 
インド、中国で衰退していった 密教、浄土信仰、禅宗、法華経の日蓮宗など、日本で定着した理由は何か？ この様な日本文化の思想的特性、その構成思想に適合したからと考えます。 
 

  平安京での新政策にあって、桓武天皇、嵯峨天皇は、奈良仏教とは違う、新鮮で、現実的な力強い信仰を求めた。 

最澄の天台宗は、初期に教学的であり、天台・密教・戒律・禅の四宗相承。 法華経「諸法実相」では、あるがままの現実肯定を行う。 
空海の真言密教は、大日経「即身成仏」を唱え、大日如来（太陽自然神）を祀る。そして、国家鎮護のため、密教儀式 加持祈祷を行う「現利思想」の代表である。 
  一方、「循環思想」の代表、浄土信仰は、飛鳥時代の法隆寺「金堂」釈迦像・薬師像と並ぶ阿弥陀像の存在、平安初期には比叡山の円仁が「常業三昧堂」で祀った阿弥陀仏、 
そして安然の『斟成草木成仏私記』に、信仰の予兆があった。 平安中期、市井で、空也が浄土への口称念仏を始める。 その頃、延暦寺を再興した良源「草木国土悉皆成仏」 

を前触れに、その弟子源信「往生要集」の観想念仏が貴族層に浸透し、藤原道長の往生に影響する。 摂関政治、物語文学の蔭で、地方で反乱、土地私有をめぐり荘園闘争が 
勃発、東国の平氏は、鎌倉の地を源氏に結納とした。 平安時代後期から鎌倉へ、 上皇・天皇、摂関の闘争は、従した源平がやがて、主となっていく。 
融通念仏の良忍から、叡空を経て、1175年、法然は、強訴に走る比叡山からおりた。 都は大火争乱荒廃、 1201年、慈円と決別した、親鸞も 降りた。 

  法然は、女性も共に民衆のため、善導「観経疏」から他力本願「称名念仏」を選択し、建久9年
（1198年）、慈円の兄、九条兼実に示した。 上皇乱の後、1224年、親鸞は、「大無量寿経」 に「涅槃
経」の一切衆生、悉有佛性 常楽我浄を加え『教行信証』の信で「悪人正機」を主張した。   
 往還廻向では、「循環思想」が鮮明となり、煩悩をみつめた「現利思想」を習合させ、平安浄土教に
決別、越後から東国に拠点を求める。 
 

 一方、禅宗は、635年入唐した道昭が、玄装三蔵から法相宗、慧満から禅を伝来し、元興寺に禅院
を建てた記事、続日本紀が初見。 しかし、その後の平安期にも禅の一宗独立はなかった。 
 法然が「選択本願念仏集」を書き上げた1198年、同年、南宋より戻っていた栄西も「興禅護国論」
を著し、自力本願を説いた。 戒律清浄で根本尊重、「不立文字・教外別伝・直指人心・見性成仏」、
禅による護国を提唱。 鎌倉で幕府庇護を得て、1202年、天台・真言・禅兼学の建仁寺を開山する。   
 

 道元は、南宋で曹洞宗禅師、天童如浄に学び、1228年帰国、『正法眼蔵』を著す。 

現象事物の真意と、時間（存在）の構造論を前提し、我執を去り私欲を捨て、人間中心ではなく自然
中心主義にたつことを説いた。 修業により、自然・倫理・宗教的人間を永遠循環たらんとした。 
 無限の修行を続けることこそが成仏の本質であり（修証一如）、釈迦に倣い、ただ坐禅にうちこむこ
とが最高の修行（只管打坐）とした。 1248年、執権北条時頼招請で鎌倉、1249年永平寺に戻る。  
 

 道元が、建仁寺で渡宋の決心をした頃、1222年、東国で日蓮が誕生する。 親鸞も、まだ東国、今
の茨城稲田の草庵にあり、 1224年、教行信証草稿、1236年頃、京に戻り、1247年、75歳の頃完成。 
  臨済禅では、円爾弁円の北宋帰国後、1243年、兼実の孫、九条道家の東福寺を開山。  
1246年、蘭渓道隆が来日、第４代執権 北条時頼が鎌倉に招来し帰依、1253年には建長寺が創建さ
れる。蘭渓道隆は、1265年、建仁寺を臨西の道場とし、禅は鎌倉から安土桃山へ武家の主役となる。 
 
 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、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、日蓮、正法「法華経」による治世を説いた「立正安国論」を、得宗 北条時頼に直訴。  
のちに「観心本尊抄」で語る、この末法を流布受難の正機とみた「法華経」。 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、 「現利思想」現世肯定永遠論を見出だしつつ、自省したと
「開目抄」を著す。 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。 
その後、日蓮宗は、日像の妙顕寺 日親の本法寺と、南北朝から室町にかけ、京の町衆が支える。 
 
  1284年、空也に憧れた法然の孫弟子、一遍が、愛媛から各地行脚し上洛、踊り念仏時衆が集う。 
親鸞の浄土真宗は、蓮如継ぎ、加賀から山科、大坂石山へ、信長死後、豊臣秀吉により京へ戻る。 
その後、浄土宗は、徳川家康の帰依を受け、知恩院が整う。 

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  

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 

 

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 
中期密教 ７世紀 

善無畏・金剛智 
インドでは仏教衰退 
ヒンズー主流に 
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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 より 

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？ それは動と静で均衡した関係を保ち、現利思想と和合思想で共通した。 
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。 武家は平等思想、作法で通じ、静動で背反均衡する「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た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 
  

自然共生・原生思想 
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インド 

中国                    

鳩摩羅汁  翻訳 344年 – 413年頃 亀茲国～後秦 
三論宗（吉蔵が開宗）・成実宗の基礎 
 

「仏説阿弥陀経」 
 

「摩訶般若波羅蜜大明呪経」（般若心経の訳） 
「坐禅三昧経」 
「維摩経」  
 

「大智度論」 
「中論」 
「妙法蓮華経」 

天台智顗 538年 ～597年 梁～陳 亡国  
  法華経 と 龍樹の中観教学から天台宗教義を体系 
『法華経』や『大智度論』講義。「教相判釈」諸経典の体系、「五時八教」 
「法華三昧・三諦(さんだい)三観(空・仮・中）三諦円融・一念三千」など 
 法華玄義 法華文句 摩訶止観  以上 天台三大部   
 
 
 
 
  
 
 

「空」の解釈  
三諦円融で、「仮」として現世の認定、「中」として現世の「空」を定義 
「法華経」への注目 「一乗妙法」万人への慈悲 「平等」 

「般若経」由来 
十二因縁 縁起の相依性による空（無自性）の説明 

「苦」の脱却のための教え 
方便として「空」 

慧遠東晋（334- 416）念仏結社、初期浄土教主流に 
浄土往生の思想を強調した論書として、 
龍樹の「十住毘婆沙論」 華厳経の一部「十地経」
の注釈同第五「易行品」 から、念仏易行道を説く 
 
曇鸞  中国南北朝時代 476年 - 542年 
世親（天親）の『浄土論』を注釈 『往生論註』 
 
 
 

影響を受けた道綽（562年 –645年）陳～隋・唐 
「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） 
「観無量寿経疏」撰述、「称名念仏」を勧める。  

慧遠は、戦乱から 曇鸞は、病気から、 
                   経典に浄土を求める。 

「般若経」空の時代 概念から理論へ 
「法華経」生命・平等への展開 「観無量寿経」阿弥陀・浄土への展開 

                  

玄奘  602年- 664年 唐代の中国の訳経僧 尊称は三蔵法師 
「大般若経」 （大般若波羅多経）  「般若波羅密多心経」 般若心経の訳 
「成唯識論（じょうゆいしきろん）」 
この書を中心にして、玄奘の弟子の慈恩大師基（窺基きき） 法相宗 開宗 

  インドの過酷な気候、身分制から仏教が誕生。人間と現実を客観し、壮大な宇宙観をも概念の背景とした。中国での翻訳から解釈への活動は、漢による統一、三国時代のあと、五胡十六国、南北朝
時代までの３００年間に盛んとなる。それは随までの時代であり、我が国では、古墳時代、神の概念を背景に卑弥呼と呼ばれる巫女祭祀による統一から、蘇我氏が勢力を持ちはじめる期間に相当する。 
  仏教の思想は、戦乱の時代であった中国で、その現実主義の立場から解釈を試みられた。 「空」の世界は「仮」との間に「中」を置き、具体的に現世の中に組み込まれ解釈され、生命を意識させた。 
「法華経」からは、万人への救済、平等の思想が抽出された。 一方、その時代に平行して、「観無量寿経」に注目し浄土への願望を高めた。 隋、唐の安定期になると、原点確認として 「大般若経」
「般若心経」、内性的には唯識も確認された。 ここまでの流れは、日本での平安中期から鎌倉時代の、皇室内部、摂関から武家への混乱期に湧き上がる浄土信仰、禅、日蓮に相当し、勃興の時代背
景は類似し、共通の心情を感じる。 しかし、日本と中国の思想文化をあえて比較するなら、そのあとの採用、他の思想とのあり方が違う。 
 

  中国は「対」の思想である。 道教に対する仏教。 儒教に対する仏教。 対の思想は陰陽として、宇宙万象を対峙させ、五行として自然を規定した。その原点は対である。比較区別する発想から生
まれる。 儒教は、前漢で国教となり、五経博士を制度するが、その後の戦乱期には衰微、隋・唐では学問として存続した。 その時代、道教は、４００年代の南北朝から９００年代の五大十国の間に４
回の仏教弾圧を皇帝に促した。「三武一宗の法難」と呼ばれる。 唐は、中国史上仏教が最高興隆し民衆へも浸透、文化として娯楽の場をもたらした。その唐でも道教と仏教の宮中席次を巡り「道先仏
後」「仏先道後」の競り合いがあり 、玄宗は道教を最上とし修道求仙の意識から、李白・杜甫・白居易など詩人も誕生した。 末期には武宗が経済困窮から特権を持つ寺院を弾圧した。 唐のあと五大
十国の混乱期に、実践的仏教として禅が宗派となる。  
  宗から清までの皇帝は儒教朱子学が中心となる。 五大十国の戦乱荒廃から誕生、反省した宋の文治主義は、禅宗と浄土宗を発展し、士大夫（したいふ 科挙官僚・地主・文人）は禅、民衆は浄土
志向となり市の繁栄も促したが、科挙制度は儒教だけを高めた。宗の末期では金など北方民族の圧力から国粋主義が高まり儒家の官吏登用、宗学を生んだ。 元、明、清と、身分制度の尊重、君子
権を重要とする朱子学を重用、また明では陽明学も興った。 その一方、仏教は皇帝から遠ざかり、民間の現世利益に支えられたが免税目的で堕落し名目化、清に至り弾圧される。 結果、儒教は仏
教を駆逐した。 そして、中華民国や人民共和国の 近代化・共産化革命で 儒教・道教とともに壊滅した。  その歴史においては三教が習合する気配もあったが、どちらかが上位、先行に立つ考えで
共存する思想ではない。対の関係である。 中国の都、陶芸に代表される左右対称シンメトリー、偶数が好まれるらしい。 直線で左右対称に配置する「四天王寺式伽藍」は中国発祥である。 

後秦 

亀茲国  
鳩摩羅汁 

天台智顗  

慧遠 曇鸞 

インド 龍樹 

倭国 

龍樹  ３世紀 中観派 空の思想体系化 
「縁起」による「空」説明 
「中論」「十二門論」「百論」（提婆 著） 
「大智度論」般若経 注釈 
 
 
 
 

儒教 漢民族土着として道教 

道家 

仏教 
公伝 

儒学 仏教 
公伝 

中国 

日本 

朝鮮半島 
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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 

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きた。  
 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」があることに気付き、その検証にも努めた。 

日本文化の特性  基本原理 の 体系 

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。 茶道では日常に対する非日常を均衡させた作用。 
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・力であり、和合的な現象として現れたと考える。  
その代表、神仏習合は、戦う神 と 鎮魂の仏 であった。 
 

 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」は、いずれも天津神・国津神ではなく、ただ存在を記されている。 
 

  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。  
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していたことになる。 
 

 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、645年（皇極5年）乙巳の変の際
に、蘇我蝦夷の家とともに燃やされ、「国記」のみが焼ける前に取り出されて残ったと記録される。 
「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。 
 

 京都の月読神社は、顕宗３（487）年、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。現在は秦氏松尾大社の摂社、その境内に 聖徳太子を祀る社がある。 

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 
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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 

 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 

 

神々習合 

平等思想 

神仏習合 

仏教  
輪廻 概念 悟り 成仏 

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  

八百万信仰 

和の思想 

和合 と 創造 

合議・寄合 

仏教は、現世を空とし、それを知らない無明を克服して悟りを得
ることを本願とする。 「和」が一番大切であるという教えはない。  
慈悲の教えもあるけれど、それもまた「和」とは違う。 

茶道（禅） 

母系による出雲・神武習合 

縄文・弥生習合 自然の神 
   精霊 
   祖霊 
  首長霊 
 
 
 
 
   戦神 

心学    石田梅岩 
報徳思想 二宮尊徳 

鎮魂される神 
（天満宮） 

 守護神 

鎮魂する仏 

浄土の仏 

現世の仏 

皇統・氏族 
血統信奉 

皇統 
律令・摂関 

皇統 
武家・式目 

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

・報徳思想  神道・仏教・儒教などと、農業実践から考案。 
豊かに生きるための知恵。 教えの大極に向かう道心を説く。 

政治思想 

 「和合思想」が初めて明文化されたのは「十七条憲法」である。 日本書紀、先代旧事本紀の推古天皇12（604）年に記される。 以下、日本書紀原文より引用する。 
「 皇太子親肇作憲法十七條。 一曰。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 」  
また最後に、独断を禁じ、議論することで、道理に至ると、再度説いている。  「 十七曰。夫事不可独断。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。」 
 和合についての論拠を記紀、神社、考古より、母系による氏族習合、出雲と神武に代表される新旧勢力、神々の共存とした。 その過程で争乱はあったが、両者が存続したことは和合と判断してよく、
その証拠に東西の遠隔地域以外は、律令から国家として共同、統一してゆき、今日の日本がある。 のちに皇統や武家による内紛はあったが、国家として分裂した歴史はない。また、和合の原点を長
期な縄文、漁撈・狩猟の生活、水耕稲作をもたらした人々との共栄とし、発生の由縁を我が国特有の自然環境とした。 その説、飛鳥時代までに和合の源流があることを「十七条憲法」は証明する。 
聖徳太子による、それまでに習俗熟成されてきた「和合思想」の明文化である。 突然、発祥された思い、思想ではない。 二条以下の憲法には仏教や儒教が影響するが、一条は認められない。  
理由を下図に示したが、元来、目的が違うのである。仏教は仏と人、儒教は君子と臣下を説くがこの条は「人と人」を説く。 そして、明文された思想が我が国に適正したことは、その後の神仏習合、武
家・民衆の合議・寄合などの制、また心学・報徳の思想発生が追証する。 なにごとも唐突に始まらず、因果縁起がある。 文言だけでなく、前後の史実因果から、和を以て説は検討されるべきである。 
 

 我が国は、ギネスでも認定された世界最古の国家であり、君主制として規定されている。 世界最古の企業は、大阪四天王寺の「金剛組」、その次が京都の「財団法人池坊華道会」である。 不思議
だが、ともに聖徳太子とご縁がある。 金剛組は四天王寺建立のため百済から渡来した宮大工が発祥。 池坊は、伝承によると太子が四天王寺建立の用材を探した六角堂の地、その池のほとりに小
野妹子を始祖とする僧侶が住み、宝前供花が起源。 和合がものごとの創造につながり、自らを存続させる。 「和合思想」がもたらした長命の証である。 不思議ではなく必然かもしれない。 

儒教は「仁、義、礼、智、信」をその徳目としているが、「和」とい
う徳目はない。また、老荘思想も人為を捨てて自然に生きること
を説くのであって、自然との神秘的な合一のことを「和」と表現し
ていることもあるけれど、人と人の間の「和」を説くものではない。 

徳仁礼信義智 

「道」を世界万物の根源で無・混沌 
水のごとく万物に恩恵柔軟である。 
そのから誕生した天地は悠久で、 
無為自然で、節度の重要を説く。 

祖霊信仰 
穢 穢・禊 
タマ・モノ 
氏族・家 
繋がるモノ 
 木 鳥  
 使いのケモノ 

呪術祭祀 
 
巫女 呪術 
 
 
 

日本文化の特性   基本原理 の 体系 より 

北条泰時「御成敗式目」公平道理
夢窓国師「夢中問答」共生 

「早雲寺殿廿一箇条」無私正直
「朝倉敏景十七箇条」 
武田信玄「甲陽軍鑑」 

和合 と 創造 

参考  空海 「三教指帰」  
 儒教・道教は、仏教が考える 「五蘊が仮に和合 
してできた国土、仮の世界」 での教えにすぎない。 
仏教が説く真理の一部分である。 
ここでは、それを前提に現世での思想とする。 
 
 

「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」を生みだす力となっている。 

池坊 『花伝書』 

自然共生・原生思想 
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ユーラシア北方渡来（畑作） 
祖先神信仰 
天神～祖霊～ 
   シャーマン（依代）～人 

稲作自然神信仰 
 土地の神と穀物神 信仰 
神～自然物（依代）～人 

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 

 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より 

自然神 （山・海・水）  

祖霊信仰 
首長霊信仰 

精霊信仰 

公伝以降、聖徳太子 経典など教義仏教 死者供養が発祥する。  
天武天皇  天照大神を頂点に天神地祇を体系、国家神道の確立した。 
聖武天皇  太陽神天照大神に対応する 東大寺「光明遍照」盧舎那大仏を
頂点に、国分寺 釈迦仏を配置、国家仏教を確立した。 
その過程で、元来日本のもつ「自然神信仰と、太陽神を頂点とした神体系」
と同質の密教と習合。 密教もまた宇宙・自然の仏格である大日如来を頂点
に、曼荼羅に表現される多様な菩薩・眷属で構成される。 

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 

原日本人（漁撈・狩猟生活） 
古代自然神信仰 

ユーラシア南方渡来（水耕稲作） 
太陽神信仰 

アミニズム 

< 律令制度 >  天武天皇以降 
 皇帝（天皇）の祭祀 

   天神地祇 
    神道では天の創造に係わった神々を天神、 
    地の創造に係わった神々を地祇とした。 
    のち、初めから葦原中国（あしはらのなかつくに） 
    に誕生していた神（命）や 自然神も加わる 

  祖霊：天照大神 
 氏族の祭祀 ・・・  氏神 （祖霊や三輪山など神体） 

我が国に律令制度が導入されたのは天武天皇
（631？～686年：第40代）の時代で、天皇という称号
も、その時に創設された。 
天武以前の天皇は大和の大王と呼ばれており、大
和朝廷は夏・殷・周・馬韓と同じような構造の上に成
り立っていた。これを氏族社会と呼んでおり、この信
仰を氏神信仰という。大王は天神と氏神（天照大
神）の双方を、個々の氏族の長（氏上：うじのかみ）
は氏神のみを祭っており、それが大王の宗教的権
威の源泉となっていた。ただ、氏神は必ずしも祖霊
とは限らない。祖霊の場合もあれば、三輪氏のよう
に三輪山を氏神（御神体）とする氏族もあった。ここ
に祖霊信仰と氏神信仰との違いがあり、これは日
本人の祖先が朝鮮半島から渡ってきた北方系渡来
人だけではなく、黒潮に乗って揚子江周辺から渡っ
てきた南方系渡来人をも含んでいることを示す。 
  大和民族とは、元々日本列島に住んでいた人々
（アイヌ人の祖先といわれている人々）と、これら海
を越えて渡来してきた人々が複雑に混血した結果、
誕生した民族であり、当初は別々であっても、混血
が極限まで進めば同一民族になってしまうのである。 
その結果、誕生したのが神道であり、神道とはアイ
ヌ人の祖先といわれる原日本人の信仰である自然
神信仰（カムイ：自然の至るところに神がいる）と、
北方系渡来人の信仰である祖霊信仰、南方系渡来
人の信仰である太陽信仰や水田稲作を起源とする
土地の神と穀物の神に対する信仰などが一体と
なって成立した信仰、宗教である。 
 以上、後半部分と左図は、新熊野神社 尾竹宮司
「神道と日本人の信仰」を参考、引用した。 

祭祀・社会制度 
< 氏族社会 > 
 大王の祭祀 ・・・  天神  氏神  
 氏族の祭祀 ・・・ 氏神 （祖霊や三輪山など神体） 

皇祖霊信仰  

祖霊 祖霊 

邑人 邑人 邑人 

日本神話  

 皇祖神からの万世一系と、 

 「天命説」に基ずく皇位正統 
  

  

高天原の構造 

高天原Ａ 

高天原Ｂ 

二つの高天原 

 天神地祇  神々の体系 

國之常立神 
豐雲野神 
宇比地迩神・須比智迩神 
角杙神・活杙神 
意富斗能地神・大斗乃辨神 
淤母陀流神・阿夜訶志古泥神 
伊邪那岐神・伊邪那美神 

天御中主神     宇宙 
高御産巣日神   生命 
神産巣日神    自然 
宇摩志阿斯訶備比古遲神 
天之常立神 
 

天
神 

地
祇 

神 

高天原Ａ の神々 
（ 天神 諸命 ） 

高天原Ｂ の神々 
（ 祖先神 ） 

古代自然神 

イザナギ・イザナミ神 

邑とは祖先を共にする一族共同体、祖霊が祀れた 

   

のち、大神（おおみわ）・大倭（おおやまと）・ 
葛木鴨・出雲大汝（おおなむち）神（大国主）も 

海神 大綿津見神 
山神 大山津見神 
住居の神 
食物生産の神 

邇邇藝命は山神、 
神武天皇も海神と 
姻戚関係 

（古墳時代）仏教・道教などの渡来 仏教から氏寺 道教から皇帝大帝を取込  

神仏習合 定着 

祖霊 

天神 

 今日、世界的宗教の人口は、キリスト教が20億人、イスラム教が13億人、仏教が3億6千万人、ヒンドゥー教が
9億人程度とされる。全世界約７０億人中、４宗教合計で約４６億人、残りの人口の大半はアフリカ中央から南部
地域であるが、かれらもキリスト教に分類される場合があり、土着信仰と習合し継承されている国家、人々はほ
とんど無い。 それら宗教が伝播拡大、徐々に主流に改宗していった歴史の結果である。 
 我が国にも、同様に仏教が渡来した。 しかし、現在なお寺院よりも神社が多く残る。しかも多くの寺院が神社
に併設、また東大寺と手向山八幡宮の様に、逆の場合も含め共存した。この様に、新旧の信仰、我が国の場合
は神仏習合が浸透、１３００年の平和的関係の歴史を持つ国家は日本だけである。なぜであろうか？ 
 古代から文化の原理を検証し、「神の武神変遷と仏の鎮魂供養」といった役割分担と仮説したが、その習合の
原点には、やはり、アジア極東列島である地理的要因と、四季変化や恵まれた気候的要因にあると考える。 
古代からの人々の渡来、信仰の渡来が「習合への耐性」を習得した。その耐性は、諸神信仰の特性を持ち、同
様に諸仏信仰を持つ仏教と適合した。そして、取込はしたが、取り込まれることは無かった。  
また、人間よりはるかに強大で、恩恵災害をもたらす自然の力、そのことを神と信仰した人々の思いは、単純で
素朴であるからこそ、力強く根付いている。 自然神信仰を基礎に、歴史が伝えられ、中国の祭祀・王権の支配
原理を取込み、神話や古代史が編集された。 その証拠に「古代自然神」は皇祖霊より先に誕生し、また姻戚関
係があると記されている。 また自然神や土着の神（命）を地祇として祭祀した。 自然環境から習合、和合思想、
自然の巡りや諸霊信仰から循環思想、自然の恩恵畏怖や田の神信仰から現利思想が形成されていった。 

田の神 

神仏習合は中国などにもあるが平和的関係ではない  
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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 

薬師・観音信仰 

放生会 

神木 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 

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 

              

皇統 
武家・式目 

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

禅  修業至悟 仏性自覚 

阿弥陀・浄土信仰 

現世利益 合理 思想 
現実主義 

山岳信仰・道教 

両部神道 

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。 
再度、ご確認いただきたい。 
 

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～古墳時代 
 
 
 
 
 
 
飛鳥 
 
 
 
奈良 
 
 
平安 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
 
室町 
 
江戸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幕末 
 

神仏習合 戦神信仰 鎮魂・救済 

神獣鏡 

アニミズム 
（精霊崇拝） 

根本思想 

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 

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。 
天地の心を獲得し、私心無く無心による仁義を説く。 
 

隠元 念仏禅 
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。 
 
 

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 

ハレ・ケ 穢れ 禊ぎ・祓え  
清明 再生 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

安然・良源 「草木国土悉皆成仏 」 



意識の 
比重変化 

現世代思考 
   価値低衡 
   資産至上 
  消費偏重 
  虚権執着 
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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 

合理・現実主義的  受容 

自然 の 法則 ・ 力 

祖霊信仰 
穢れ 禊ぎ・祓え 
タマ・モノ ハレ 非日常 
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 

                 
        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）   

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 

渡来文化 

負の反応 

制度 
信仰 
 
習慣 
風習 
色彩 
造形 
技術 
装飾 

価値観の 
フィルター 

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 絵画 
  浮世絵 
工芸 
物語文学 
 
工業製品 

日本の特徴的 循環原理 

文化の渡来 

（ 夷狄 ） 

和合と

創造 

混乱 

日本文化の特性   基本原理 の 体系   本資料作成途上で追加項目有り、冒頭内容に一部追加 

マレビト 
 尊重 

修業至悟 仏性自覚 

常世 
海・山 

現世 

巨木信仰   平等思想 ・ 慈悲 

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。 

「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。 

  歴史的な出来事、思想と宗教、制度、祭祀と芸能、文字、建築、絵画や諸道 など あらゆる歴史は 因果関係を持つ、しかし因に対する果は様々であり、その国、人々の特性が現れる。 
我が国でも、無数の因果の結果、現在があり、また、未来も 同様である。  
日本文化の特性を知り、源流を辿ることは、日本国家や我々自身の自己認識と、「何が重要か」を知る 手掛かり となるはずである。 
 

 今回、その因果の基本原理を、仮説提示した。 そして、その結果 計らずもあることに気づけた。 基本原理を考え大局 いただくと、わかりやすい と考える。 
それは、「循環思想」から「現利思想」への 意識の比重変化である。 現代社会において、循環思想が完全に消失したわけではない。 しかし、ほとんどの国民にとって農耕・漁撈に直接かかわらない 
日常は、徐々にその意識を薄れさせる。 その実態は客観的には理解できる。 ただ、その結果、「気候やエネルギー問題」において、適正な循環思想が失われつつあるのも事実である。  
日本人、日本国家が成立する前から人々の生活を支えてきた、この重要な思想を再度意識することが 今、重要と考える。  受容と創造への 和合思想も、また同様に東アジアで重要な時代である。 
 

 少子人口構成、国債異常、食料低自給も、眼前のとらわれ、執着の結果かもしれない。 戦前戦後の世代の方々は、その前々の世代 江戸・明治の人々からそれ以前の気風を引き継いできた。 
特性の「負の反応」とし開戦から降伏を経験したが、日本人としての特性が色濃く深層していたに違いない。 今、我々は、その気風に、直接、対峙し口承できない。 かろうじて残していただいた書物 
から学び、感じ、考えて継承するしかない。 日常の「ケ」に立ち止まり、この継承への行為が現代の「ハレ」となり、「タマ」が甦ることになるかもしれない。 ビジネスにおいても、次世代への蓄積、継承 
が社業の存続に不可欠である。 
 記紀、風土記などの神話やこれまでの歴史から、何が日本人、日本国家にとって重要かを解釈することが大切と考えます。 なぜなら、長い歴史を経て 国家が存続し、我々が生きているからです。 
ご研究尽力いただき、古代からの精神、思想を 文字として残していただいた 諸先生に御礼申し上げます。 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 


