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「羊」は、古代中国において, 羊は単なる家畜ではなく, 大切な供え物であり,ありがたい瑞獣でもあった｡羊への神聖視は古代に限ったことではなく, 後漢の許慎が撰した
『説文解字』に「羊は祥なり」とあるように, 羊と吉祥は同一と見なされ, 「大吉大利 (上々吉)」 のことを古くは「大吉羊」といっていた｡羊は吉祥, 善良, 美のシンボルである｡ 
その「善」、古代中国では訴訟の際、原告被告双方が神様の前に「羊」を差し出し神裁きを受ける。この羊神判の様子を表した字が「善」の元の字「譱」である。  
「義」の「我」の部分は古代文字の「鋸」の形。神に犠牲として供えた羊が欠陥がない正しい犠牲のことが「義」で「ただしい」「よい」の意味。  
「儀式」の「儀」は「義」と「人」で、羊を供えて神につかえる人の礼儀作法にかなったおごそかな姿を表し、「ようす」「ただしい」の意味となる。 
「議」は「神にはかる」ことで、そこから正しい道理を求めて論じはかる意味になった。    「美」の原義はやはり羊と関係がある｡ 『説文解字』「羊に従ひ、大に従ふ。」 
漢代の董仲舒（とう ちゅうじょ）は, 『春秋繁露（しゅんじゅうはんろ）・執贄（しつし）』の中で,  
 
 

（子羊には角があるが, それで危害を加えるようなことはしない｡持ってはいても使わないのだ｡まるで仁を好む人のようである｡捕らえても鳴かず, 殺しても声を上げない｡
まるで義に殉じる人のようである｡子羊は母から乳をもらう時, 必ずひざまずいて飲む｡まるで礼を知る人のようである｡羊と祥がほぼ同義とされるゆえんはここにある) と
羊を絶賛している｡ この美質ゆえに, 羊は美, 祥, 仁, 義, 礼といった象徴的な意味を付与されたのであり, いにしえの士大夫たちは羊を進物とし, 子羊の皮衣を着て朝廷
に出仕していたが, これはその徳が子羊のようであることを示していた｡ 
  ところが他方で, 羊は軟弱, 臆病, 弱者の代名詞で, 哀れな生贄（いけにえ）でもある｡ 人々が羊に抱く感情は最も複雑といえるだろう｡  
羊は人類にとって身近な存在であったため, 人々は何かにつけて羊を引き合いに出し, さまざまな事物と比べていたが, 羊への理解が深まると, ｢羊にまつわること｣に啓
発されてインスピレーションを受けるようになり, やがて新たな概念を作り出した｡ 
これに従い, 
 

などの｢羊｣を含む字も新たな意味が次々と派生していったが, 羊文化の浸透, 影響を物語っている｡ 自然界の羊以外の事物にあえて羊が付く名を与え, 物の描写や, 
人・事・道理などのたとえに羊を用いたこともまた, 言語における羊文化の表出である｡これは大自然, 世界, そして自分自身に対する人々の理解が段階を踏みながら深
まったことに端を発しており, この理解の深化の過程では大抵何かしらの媒体が必要となるが, その媒体には人々にとって馴染み深いもの、人間との付き合いが最も古
い動物である羊が, しばしばその媒体の役割を果たした｡また, 羊をトーテムとする信仰は, 羊を姓とし, 地名に羊と付けることに直結しており, ここから｢羊動物｣, ｢羊植物｣, 
｢羊地名｣が数多く生まれ, 物事や道理のたとえにも羊が多用された。 

 「羊」の文字・意味 と、日本文化との関わりを考えてみたい。 念のため、文字の起源を確認する。 ・・・ 中国での動物「羊」の評価。そこから派生・発生した文字 ・・・ 

  
  
 

「羊」 と 「牛」   ---  調和 の羊 主張する牛 --- 
「犠牲」の「犠」は、牛と羊から成る。 欠陥がない正しい供え物、本来は羊を表す「義」、それに「牛」。 羊が質・内性を表現し、牛は表面の外性を表現している。 

  同じ供え物の羊と牛を比較したい。 「牛」もまた、貴重な動物であった。 
中国人にとって牛は神のオーラを漂わせた動物である。中国の伝説には牛頭人身の神農や軍神蚩尤が登場するが， その姿形は古代ギリシャの神話のミノタウロス
と共通している。古代中国における「牛」崇拝は， 「物」という漢字からもうかがい知れる。 
後漢の許慎は『説文解字』に， 
  

（物とは万物のことである。牛は大物であり， 天地間のものは牽牛より始まった。ゆえに牛が偏であり， 勿は音である） と記述している。牛は森羅万象の象徴であり， 
ここから牛がいかに重視されていたかがわかる。 
牛は人類が最も早期に飼い慣らした動物に数えられ， 農業大国である中国に果たした貢献は大きい。道教の仙人がよく青牛に乗っているのは， 古代， 青牛は樹
齢1 万年以上の老木が変化したものと信じられていたためである。トーテムとして， また五穀の神として， きわめて優れた生殖力と創造力を持ち， 五穀豊穣や瑞兆
をもたらすと考えられていた牛は，富の象徴でもあった。太古の牛に対する畏敬の念が人々の心に刻み込まれたため， 中国の言語や文字には牛文化の影響が少
なからず見受けられる。人々は「牛の視点でものを見る」を好んだことから，「命名や比喩，描写に牛を用いる」という思考法が生まれた。 
「牛」の字は， 牛の頭部と突き出た角を表す線で記される。「牛」は甲骨文字の構成要素として用いられ，他の字と組み合わせて生まれた漢字が“牝”，めす “牡”，
おす “牧”， “牲”， “物” などである。 
「犠牲」の「犠」という字は毛色が純一な牛の意でもある。いけにえにする牛は「純色」かつ「完全」でなければならず， この条件を満たしたものが「牲」であり， 古代祭
祀に用いられた。『説文解字』には“牲， 牛完全。” （牲とは完全な牛である）とある。そして「牷」が完全な牛のいけにえを表す。 
しかし孔子の時代 になると， 役牛やその子はいけにえにしてはならないとされた。農耕社会において牛は生産の主力として重視されるようになり， 人々の神に対す
る畏敬の念もいささか薄れ， より人間本位となった結果である。また祭祀のいけにえとなることこそ牛の崇高な務めであるが， 役牛は「いけにえ」としてふさわしくな
いとされ， その用途は専ら田畑を耕すのみとなった。矛盾した心理は神中心から人間中心へ， 狩猟から農耕へと社会が移行する時期としては自然なものである。 

  

牷  
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 「羊」と望郷  蘇武 から 平康頼、 そして木島櫻谷へ 
  日本への動物「羊」は、 『日本書紀』によれば推古天皇7（５９９）年、「百済が、駱駝一匹、驢（ろば）一匹、羊二頭、白い雉一羽を、貢〔上〕した。」と記され、これが最初であろうとさ
れる。嵯峨天皇 弘仁11年（820年）に新羅朝貢物として鵞鳥2羽、山羊1頭、黒羊2頭、白羊4頭、との記録、醍醐天皇延喜3年（903年）に唐人が”羊、鵞鳥を献ず”とあるが、飼育土着さ
れた記録はない。その後、正倉院御物の屏風に羊の姿が描かれたものがあるが、日本では羊は定着せず、なじみのうすい動物だった。  実際の伝来は江戸末期ないし明治時代初
期のことで、本格的に飼育が始まったのは明治８（１８７５）年、大久保利通指導による千葉県三里塚の牧場である。 つまり、日本では文字「羊」から発生した「義」「美」などの文字文
化だけを、長らく利用していたことになる。 
 

「義」 蘇武の羊は「忠義」を象徴、平家物語の平康頼の「忠義」に繋がる。彼ら忠義からの悲劇は、木島櫻谷の共感をよび 晩年、隠棲の衣笠で『望郷』のなかに羊を描かせしめた。  

木島櫻谷 『望郷』昭和５年（1930）望郷 蘇武である。羊を飼って過ごす蘇武が杖を持ちつつ、天に向かって片手をあげている。 
紀元前１００頃、前漢の時代。 特に匈奴との関係で、異郷で果てる人は多かった。老いた蘇武の足元には羊たちがいる。  
櫻谷文庫所蔵 公開予定：桃の節句 櫻谷と家族（仮） 2015年3月、金土日のみ 
 

木島 櫻谷（このしま おうこく、明治10年（1877年） - 昭和13年（1938年） 明治から昭和初期にかけて活動した四条派の日本画家。朧廬迂人（ろうろうじん） 
おぼろないおりでいんきょ  四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家。 
京都市三条室町東入御倉町で生まれる。曽祖父の木島元常は、狩野派の絵師・吉田元陳の弟子で、京都在住絵師の多くが参加した寛政期の内裏造営障
壁画制作にも名を連ねている。祖父・周吉の代から内裏に高級調度を納入する「有識舎」という店を興し父周吉も継ぐ。父は絵や和歌、茶の湯に造詣が深く、
彼を慕った陶工の永樂保全や篆刻家・茶人の山本竹雲、そして岸派の絵師・岸竹堂など芸術家や知識人の来訪が多かった。 
櫻谷は、明治25年（1892年）、同年亡くなった父の知己で、当時京都画壇の大家であった今尾景年に弟子入りする。景年は「桜谷」の号を与え、父を早く亡くし
た桜谷の父親的存在だった。また同じ頃、儒医・本草学者・写生画家だった山本章夫（号・渓愚）に儒学・本草学・経文漢学を学ぶ。元来、文学少年だった桜
谷は「論語読みの桜谷さん」と愛読家となり、昼は絵画制作、夜は漢籍読書の生活を送る。入門翌年に早くも第三回青年絵画共進会に「芙蓉小禽図」を出品
し褒詞を受け、同第四回展にも「春野郊歩図」で三等褒状となるなど、景年塾を代表する画家として成長していく。四条・円山派の流れをくんだ写生を基本とし、
初期は動物画を得意とした。 
竹内栖鳳と京都画壇の人気をわけ華々しく注目される作家となったが、それ以後は師 景年の過剰なまでの推薦が反動となって画壇から嫌われ、熟達した筆
技も過小評価されて再び台頭することはなかった。  
昭和に入ると平明な筆意の作風となり、帝展にも変わらず出品を重ねる。昭和8年（1933年）の第一四回帝展を最後に衣笠村に隠棲、漢籍を愛し詩文に親し
む生活を送った。しかし、昭和13年11月13日枚方近くで京阪電車に轢かれ死亡。享年62。墓所は等持院（非公開)。 
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『望郷』 の由緒   「蘇武」と 『平家物語』の「平 康頼」 
平 康頼（たいら の やすより、久安2年（1146年）? - 承久2年（1220年））平安時代の武士。信濃権守・中原頼季の子。官位は六位・左衛門大尉。後白河法皇の近習として北面に仕える。
平判官入道と称された。明法道（法律）の家柄である中原氏に生まれる。十代で平保盛（平清盛の甥）の家人となり平姓の賜与を受けた。保盛は仁安元年12月30日（1167年1月22日）
付で、尾張国の国司に転任し、康頼を目代に昇格させて派遣した。 
尾張国知多郡野間の荘には平治の乱で非業の死を遂げた源義朝（源頼朝の父）の墓があり荒れていた。康頼はこの敵将の墓を修理して堂を立て、六口の僧を置き不断念仏を唱え
させ、保護のために水田三十町歩を寄進した。この噂は後白河上皇の耳にも達し、平康頼なる人物は目代ながら、武士道の礼節をわきまえた頼もしい若者との深い印象を与え、近
習に取立てた。また清盛はじめ平家一門の人々からも、敵将の墓を修理して保護した康頼を、武士の鑑、一門の名を高めたとして好評判であった。仁安4年（1169年）、後白河上皇12
回目の熊野参詣に近習する。また後白河上皇の今様の優秀な門弟で、検非違使・左衛門大尉に任ぜられた。  
安元3年（1177年）、康頼は近習忠義から後白河上皇の意図とされる鹿ケ谷の山荘密儀、藤原成親・西光・俊寛らに参加。しかし密告により策謀が漏れて康頼も捕縛され、俊寛・藤原
成経と共に薩摩国鬼界ヶ島へ流された（鹿ケ谷の陰謀）。鬼界が島に島流しになっていた康頼入道が島から流した卒塔婆は、安芸の厳島に流れ着く（「卒塔婆流」）。そこに書かれて
いた望郷の歌は 都の人々の哀れを誘いました。この出来事は、漢の武帝の時代に故国に捕われた将軍 蘇武の故事を思い起こさせることであった。『平家物語』によると、信仰心
の厚い康頼は配流で出家入道し性照と号した。配流先で京を懐かしむ日々の中、成経と康頼は千本の卒塔婆に望郷の歌を記し海に流すことを思い立つ。一本の卒塔婆が安芸国厳
島に流れ着き、これに心を打たれた平清盛は赦免を行う。治承2年（1178年）に赦免船が来島し、成経と康頼は赦免され京へ戻る。帰京後、伯母が尼となっていた東山の雙林寺で、仏
教説話集『宝物集』を執筆する。 
 

蘇武のことは、『漢書』 『十八史略』に詳しい。平家物語では、匈奴を攻略した将軍と書かれるが、『十八史略』では、使節訪問したところを拘束されたする。 
単于（ぜんう。匈奴の王）は、蘇武の人柄にほれ込み、故国に仕えるよう説得しますが、蘇武は漢への忠節を曲げない。単于は蘇武を幽閉し、食物を与えず、その信念をくじこうとしま
すが蘇武は従がわない。北海のほとりの不毛の地へ追いやり、雄の羊を与え、「その羊が乳を出したら漢へ返してやろう」と無理を言う。蘇武は羊を飼いながらも漢への忠節を忘れず、
漢の旗印を肌身離さず持ち、１９年すごす。（ここから「蘇武牧羊」という成語が生まれる） 
１９年後に漢と故国が友好を結んだために、蘇武は帰還することができた。平家物語の「蘇武」は大胆に脚色されているが、蘇武と康頼。時代も場所も違うが、その望郷の想いには通
ずるものがある。 



      

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

  長谷川等伯 、円山応挙 の「羊」 
 

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

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

石川 妙成寺 所蔵 1568年 
等伯 ３０歳  縦約１．５ｍ 

京都 本法寺 所蔵       
慶長４年（1599） 

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

「祥」  正倉院宝物 の 「羊」 
  

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

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

臈纈屏風 樹下鳳凰双羊文白綾        (羊 部分) 

円山応挙「群獣図屏風」 宮内庁三の丸尚蔵館 
  享保18年（1733）- 寛政7年（1795） 晩年作 
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巻き毛から羊の描写と考えられる 
他の動物は釈迦を向くが、羊は隅で悲しむ。  
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『 大般涅槃経 』 40巻本には、釈迦が入滅したときには竜、金翅鳥（きんじちょう／鳳凰）、象、獅子、孔雀、オウム、水牛、牛、羊、毒蛇、マムシ、
サソリなどのほか、極楽に住む人面鳥身の迦陵頻伽（かりょうびんか）鳥などまで集まったと書かれている。  『日本の美術９』中野玄三（至文堂）
これを典拠として涅槃図が描かれ、日本では新旧二種の形式の違ったグループに分けることができる。 
 

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

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

        

第２形式  
丹波 妙法寺本 絹本着色  
縦109.2 横80.4  
鎌倉時代 正中２年（1325）   
大仏師法眼命尊(みょうぞん） 

第１形式  
高野山 金剛峯寺本  
平安時代  応徳３年(1086) 

 【参考】 日本仏教絵画 「涅槃図」  羊登場以前 

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

 ４ ページ 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

牷 

「羊」 と 「牛」   ---   調和 の羊  主張する牛  --- 

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

 
  牛 
   放たれた物として、主張の存在 
   物の代名詞から、 特別なる物へ 

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


