
 １ ページ 

 「絵」の文字としての原点と、その本来の「絵」に描かれた内容と日本的信仰との関係について 考えたい。 
 

 文字「絵」の原意は？   「説文解字」より 
 

  「五采を會（あつ）めたる繡（ぬいとり）なり、虞書（ぐしょ）に曰く、山龍華蟲（かちゅう）、繪を作（な）すと、論語に曰く、繪の事は素（しろ）きを後にすと、 糸に従ひ、會を聲（こえ）とす。」   

  つまり、繪（絵）とは、（元々）「様々な色の糸を集めて作った刺繡」 のことである。 
 

   「五采」とは、靑・黄・赤・白・黑。（五色・五彩・五綵） 
   「虞書」とは、中国最古の歴史書で政治史・政教が記されている。その冒頭が「虞書」で、「堯典」から始まり、次が「舜典」。 
    舜の氏。因りて以て天下を有つの號（ごう）とす。書は凡て五篇。 堯典は、唐堯の事を紀すと雖（いえど）も、然れども本虞史の作る所。故に虞書と曰う。 
    其の舜典より以下は、夏史の作る所。當に夏書と曰うべし。春秋傳も亦多く引いて夏書とす。此に虞書と云うは、或は以爲（おもえらく）、孔子定むる所、と。 
    引用文  尚書、益稷「予欲觀古人之象、日、月、星辰、山、龍、華蟲、作會」 
 

   論語 八佾第三 八 
   子夏問曰。巧笑倩兮。美目盼兮。素以爲絢兮。何謂也。子曰。繪事後素。曰。禮後乎。子曰。起予者商也。始可與言詩已矣。 
     子夏が先師にたずねた。『笑えばえくぼが愛くるしい。眼はぱっちりと澄んでいる。それにお化粧けしょが匂ってる』という歌がありますが、これには何か深い意味 
   がありましょうか。先師がこたえられた。絵の場合でいえば、見事な絵がかけて、その最後の仕上げに胡粉をかけるというようなことだろうね。子夏がいった。 
   なるほど。すると礼は人生の最後の仕上げにあたるわけでございましょうか。しかし、人生の下絵が立派でなくては、その仕上げにはなんのねうちもありませんね。 
   先師が喜んでいわれた。商よ、おまえには私も教えられる。それでこそいっしょに詩の話ができるというものだ 
 

   「會」呉音 : エ(ヱ)、ケ(クヱ) 漢音 : カイ(クヮイ) とは、「（細々としたものを）集める」「（意見などを）あわせる」「（まるく集まる様から） まるい」の意を持つ会意兼形声文字。 
 
  日本の「絵」の原点 「刺繡絵画」   国宝三絵画 （繡仏） に描かれている思想とは？ 
 
   ① 天寿国繡帳残闕 （ 天寿国曼陀羅繡帳 ）   飛鳥時代 推古天皇三十年（622）  中宮寺より奈良国立博物館寄託 
   ② 綴織当麻曼荼羅図  當麻曼荼羅図 （ 浄土変相図 ）    奈良～平安時代または中国・唐時代 8世紀頃  當麻寺所蔵 
   ③ 刺繡釈迦如来説法図     奈良時代または中国・唐時代 8世紀  勧修寺より国有に、奈良国立博物館寄託 

 第１３０回   「知恵の会」                                     2015  5  17      

釈迦如来は禅宗などの本尊として、「応身・報身・法身の三身」の現世、法身仏として説法する。 
 

奈良時代の寺院の縁起類が伝えるように、この時代には高さ2丈や3丈の繡仏の大作が作られ堂宇に奉懸されたが、本品は往時を
知る貴重な遺品である。図様は宝樹・天蓋の下に獅子座に倚坐（いざ）した赤衣偏袒右肩（へんたんうけん）の説法相の釈迦如来を
中心に、上部に鳳凰にのる六仙人や雲上の十二奏楽天人を左右対称に配し、中辺から下部にかけて十四菩薩、十比丘（びく）、十二
供養者が囲繞する。下部中央のガラス器に浮かした供養花を捧げる貴女を吉祥天にあてる説もある。 
下地は厚手の平絹を用い、繡法は紅・緑・紫・黄・藍などのそれぞれ濃淡色、黄土、白など十数色の撚り糸を用いて、相良繡（さがら
ぬい）（糸に結び玉を作る法）と鎖繡（くさりぬい）（1本の針に2本の糸を通し、第1刺の糸の間に第2刺を入れて鎖状に縫い進む法）の
二法が用いられている。相良繍は螺髪（らほつ）、獅子座框（かまち）や後屏の宝飾文様、菩薩・天人の宝冠、装身具、宝瓶などに用
いられ、そのほかは鎖繡とする。図様と配色は複雑の妙をきわめ、図様の粗密、量感、質感など筆意の違いに応じて繡糸の太さを変
え、また暈繝（うんげん）をまじえつつ多くの色糸を使いこなす技術と感覚は高く洗練されている。 
もと、京都・勧修寺（かじゅうじ）に伝えられ、世に「勧修寺繡帳」の名でも呼ばれる。  
以上、奈良国立博物館の名宝─一世紀の軌跡. 奈良国立博物館より 
説法印（転法輪印）…釈迦が最初の説法をしたときの身振りをとらえたもの 

参考 その他、奈良時代までの国宝絵画  上記三絵画は、工芸品に分類されている。 刺繡・綴織は、この三点のみ 
工芸品 銅板法華説相図(長谷寺) 玉虫厨子装飾画（法隆寺） 
絵画   高松塚古墳壁画 麻布著色吉祥天像（薬師寺） 紙本著色絵因果経（上品蓮台寺） 紙本著色絵因果経（醍醐寺） 紙本著色絵因果経（絵巻 東京藝大） 
繡仏：重要文化財 工芸品 鎌倉時代 七尾西念寺 阿弥陀三尊像 

勧修寺 
真言宗山階派 本尊 千手観音 
昌泰３（900）年 醍醐天皇、承俊（開山） 

http://www.narahaku.go.jp/collection/v-647-0.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kaj%C3%BB-ji_Buddhist_Temple_-_Main_temple.jpg


「天寿国曼荼羅刺繡帳」 中宮寺 解説より 
 

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

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

    繡   

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

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

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

三世益物(さんぜやくもつ)の本仏釈尊 
 「三世」とは、過去・現在・未来を言います。「物」とは衆生のことで、「益物」とは衆生を教化して利益を与えることを言います。すなわち「三世益物」とは、寿量本仏釈尊が過去・現在・
未来の三世に亘り、一切衆生を教化して仏道に入らしめられることです。この三世常住不滅の活動は、法華経「寿量品」にのみ説かれた法門であります。すなわち、寿量本仏釈尊に
よる五百塵点劫の久遠本時より、大通智勝仏等による衆生教化を「過去益物」と言い、インドに出現して一代五十年説法教化された釈尊の活動を「現在益物」と申し、八十歳で非滅現
滅を示されてより後、未来永劫に亘る常住不滅の化導を「未来益物」と申します。 
 本仏釈尊の三世益物は「常在霊鷲山」とあるごとく、常にこの娑婆世界に住して説法教化されるということで、「寿量品」の中心思想は三世常住の益物であり、縦に三世を貫き、横に
十方世界に普遍して、全宇宙法界の衆生をお救い下さる有難い仏さまです。大日如来とか阿弥陀如来は娑婆の衆生とは無縁で、三世益物の徳は無く、ひとり「寿量品」の教主釈尊に
のみ具わった仏徳である。 しかし、縁無き衆生は度し難しですから、釈尊の因行果徳の具足した本門寿量のお題目、すなわち「本果実証のお題目」を、身・口・意に修行することが肝
要である。とする。 「法華宗教義」より 
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 當麻寺のご本尊として根本當麻曼荼羅の転写本「文亀曼荼羅（重文）」が、曼荼羅堂に祀られ、仰がれている。 
いわゆる浄土変相図・浄土曼荼羅はどのような信仰、思想をもとにしたものか？ また、のちの平安京に影響したものは何か？  
 

  ２０１４年９月、文部科学省は、本願寺（通称 西本願寺）の御影堂と阿弥陀堂を国宝として指定した。 現存する江戸時代の最大規模の建築物であるともに、浄土真宗本願寺派本山の象徴としての
意義が評価された。 その日本浄土諸宗の信仰の拠り所たる三経典は、『仏説無量寿経』康僧鎧（こうそうがい）訳『大経』、 『仏説観無量寿経』畺良耶舎（ きょうりょうやしゃ）訳『観経』、『仏説阿弥陀
経』鳩摩羅什（くまらじゅう）訳『小経』であり、いずれも６００年代までに中国で漢訳され、我が国に伝来した古典である。  
  なかでも「観無量寿経」は、中国、日本の浄土信仰、仏教文化に大きな影響をもたらした。 そこには、インドのマガダ国王親子の悲劇と、釈迦による極楽浄土への観想が説かれている。 
以下、物語の概略。  今だ王子をさずかれないマガダ国王夫妻、頻婆娑羅（びんばさら）王と、皇后の韋提希（いだいけ）夫人。 ある仙人が死ぬと王子が誕生するとの相師（うらないし）の言葉に、そ
の仙人を殺してしまう。 恨みをはらすと死んだ仙人、そのあと王子阿闍世（あじゃせ）が誕生する。 しかし、かの誕生にまつわる非業から、相師からその王子による親 (つまり国王と皇后自身）殺しを
予言され、王子の命を狙うが生命力強く、生き延びた。 成長した王子が、釈迦に対抗していた提婆達多（だいばだった）にそそのかされて、国王を幽閉、餓死させようとした「王舎城の悲劇」が導入部。  
国王を助けようとし自らも幽閉され王子から命を狙われた皇后、 その苦悩救済と願いにより釈迦が、極楽世界や阿弥陀仏、観音・勢至の二菩薩を観想する１３の観法を、皇后に説く。 そして、極楽
世界に往生する者を「上品上生」から「下品下生」まで九品に分類し、最後に釈迦が阿難に向って「無量寿仏の名号を、常に心にとどめ続けよ」と説いた。  
 

  その「観無量寿経」の情景を描いたものが浄土変相図・浄土曼荼羅と呼ばれる図画である。  衆生が臨終をむかえるにあたり、阿弥陀如来が二十五菩薩を従えて来迎する。 
画面の主要部「玄義分」には、転法輪印を結ぶ阿弥陀如来を中心とする阿弥陀三尊と左右各17体の菩薩からなる三十七尊を表し、その上下に宝池や楼閣などを表す。 左辺の「序分義」は『観無量
寿経』の序にあたる部分で、浄土往生の機縁となるマガダ国の王妃韋提希（いだいけ）夫人の説話（「王舎城の悲劇」）を主題とする。 右辺の「定善義」は、『観無量寿経』に説く十六観のうちの１３の観
法（阿弥陀浄土をイメージし認識する方法）を主題とする。 下辺の「散善義」は九品往生図で、十六観のうちの残りの３つにあたるものである。 
「観無量寿経」は、藤原道長の「 無量寿院 」（ のちの法成寺 消失)、平等院、浄瑠璃寺、極楽院 （現 三千院 極楽往生院）、浄土寺(三木市） など、現在までその信仰を伝承させた。 
   浄土三曼荼羅としては、 「観無量寿経」をもとにした当麻曼荼羅と 奈良市元興寺の智光曼荼羅、そして 「阿弥陀経」をもとにした京都市寺町綾小路 聖光寺の清海曼荼羅（非公開）の３種がある。 
 浄土三部経の内、「観無量寿経」は法然の浄土宗が最高経典とし、親鸞の浄土真宗・真宗は「大無量寿経」を、一遍の時宗は「阿弥陀経」を重視し、浄土諸宗で相違がある。  
 

  「観無量寿経」を表現するものとして、「二河白道図（にがびゃくどうず）」が知られている。 そして、平安時代中期の寺院に多く見られる「池」に影響したと考える。 

法然が師とした善導、かれが著した『仏説観無量寿経』の注釈書、『観無量寿経疏』（かんむりょうじゅきょうしょ）に登場する、貪欲の水の川と憎しみの火の川の間に懸る白い道を渡る様に勧める場面、
それを描いた観想図が 「二河白道図（にがびゃくどうず）」である。  法然は「選択本願念仏集」第八章の「念仏行者必可具足三心之文」等で、親鸞も教行信証、信巻や愚禿鈔、等々で紹介している、
二河白道図は、奈良国立博物館、京都光明寺、香雪美術館などに伝わる。 
  現在、浄土変相図で、當麻曼荼羅の様な軸装の絹本なり紙本の図は日本にだけ現存する。 インドには存在せず、中国では、唐から宋代の壁画などにとどめるのみである。 
１０００年を超える行事、通称「練供養」、「聖衆来迎練供養会式」は、ここ當麻寺が発祥である。 平安京で興隆する浄土信仰の源流がここにあり、地域の講が継承する。 
當麻寺に参詣した証空が第四世を務めた西山浄土宗総本山 光明寺では、 ２００６年、西京区の仏画家、藤野正観氏が描いた、約２メートル四方「当麻曼荼羅」の開眼法要が営まれた。  

また、２０１４年２月、當麻寺では、各伽藍にＬＥＤ照明とワイヤレススイッチを導入。 そのスイッチは、京都のローム株式会社 電源不要のシステムで、全国社寺で初めて採用、先端技術とも習合した。 

① 玄義分 
虚空、楼閣、華座、宝池、 
舞楽、樹下、父子相迎会 
の諸図を図示 

② 序分義 経典の由来 

悪逆の子阿闍世太子の父王幽閉と、  
これを悲しんだ韋提希夫人の阿弥陀仏
への帰依を、下から上へ１１図に分けて
収め、最上段には、本観経が釈尊の霊
鷲山説法中に説かれたものであることを
述べる 

③ 定善義 修業の手順 

右辺には、韋提希の要望により開示され
た、極楽浄土を観想するための１６の手段
（十六観想）のうち、第１日観想より、水、
地、樹、池、楼、華座、形像、真身、観音、
勢至、普想、そして第十三雑相観に至る１
３図を、上から下へ順番に配置する。 

したがってこの十三観は、心静めて観想す
る方法となる。 

④ 散善義 九段階の往生の方法 

十六観中の後三観を開いて九品来迎図とし、向かって宇より左へ９図を並べる。す
なわち、上品上品より下品下生に至る桟根の深浅にもかかわらず、等しく弥陀の来
迎と印摂にあずかることができることを説明する 

循環思想              

  貞享曼荼羅 貞享2年（1685年）作 

①  

②  ③  

④  

阿弥陀三尊のいる華座段 

水上に浮かぶ島を形成し、庭上には八角
七重蓮華座に結跏扶坐する阿弥陀如来
を正面に、五重蓮台に趺坐する観音、勢
至両菩薩を左右に対置、その間にさまざ
まな姿態の供養菩薩、左右各１７体をめ
ぐらす。本尊は偏袒右肩で、７－８世紀の
阿弥陀仏に共通な転宝輪印 
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 「天寿国の思想」は、以上の「神仏儒一致」の歴史の中で熟成され、
「過去・現在・未来」と、日本的に継承された。 
国宝三絵画は、その歴史を先見する象徴である。 
 

  聖徳太子は、自然調和な神信仰たる「和」の思想を前提に、「仏」へ
の崇敬、「法」「僧」で具体化した。 その教学は「法華経」を主とする
「三教」である。 なぜなら、その教えは時間と空間を超越し、万人に
平等な慈悲力を説いているからである。   
まさに「自然の力」である。 
他に何かあるだろうか？   
 

太子は明文化されていない自然調和な神信仰 
を、三法崇敬で方便した、と考える。  
そして冠位に明らかな様に、本来は「仁義礼智 
信」の儒教から、自然なる条件として治世者の 
「徳」を前提に 「仁礼信義智」と序列した。  
我々日本人は、神に自然なる「和」と「清」を、 
仏に「無」と「悲」を知り、儒に「徳」と「伐」を得た。 
そのことを、聖徳太子たち先人から学ばなくては 

ならない。 

 繡         
  絵の原点、「刺繡絵画」 
国宝三絵画に編み込まれた思想は、その後の日本仏教の三軸となる。 
 日本古代の、自然への恩恵・畏怖を背景とした「神の信仰思想」を基
礎に、仏教を日本的に受容していく原初にあり、その後の展開を予言
するかのごとく、三絵画である。 
 

 天寿国からは習合和合平等。 当麻曼荼羅からは阿弥陀浄土信仰。 
釈迦如来は禅宗などの本尊として、「応身・報身・法身の三身」の現世、
法身仏として説法する。 
 

 飛鳥の鎮魂、奈良の神仏習合、平安の密教・観想念仏、鎌倉の口称
念仏、禅、そして日蓮による法華回帰へ。 仏教は役割を果たした。 
 その間、聖徳太子は絶え間なく信仰された。 
院政期の上皇や法皇は四天王寺にしばしば参詣した。後醍醐天皇は
「四天王寺縁起」を自筆で筆写し、巻末に手印を捺している（これは
「後醍醐天皇宸翰（しんかん）本縁起」として現存し、国宝に指定されて
いる）。平安～鎌倉時代の新仏教の開祖である天台宗の最澄、真言
宗の空海、融通念仏の良忍、浄土真宗の親鸞、時宗の一遍など四天
王寺に参篭した。 
信仰対象は、観音菩薩、不動明王、地蔵菩薩と、多様に貴民問わず
浸透した。 
 

 また、それら仏教と平行して、天武天皇や桓武天皇による神祭祀の
整備復興、八幡神は鎌倉武士が受け継ぎ、江戸の水戸学、国学で神
道・尊王が高まる。 
儒教は律令から離脱し教養学問となり、江戸で幕府の朱子学、対して
陽明、幕末の孟子に繋がる。  
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① 天寿国繡帳  

② 綴織当麻曼荼羅図 ③ 刺繡釈迦如来 説法図  

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 

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 

「日本文化の原理」より   

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 
 

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。 

平等思想 

薬師・観音信仰 

放生会 

加持祈祷 

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」 

  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」 

地獄  概念 

修験道 

禅  修業至悟 仏性自覚 

阿弥陀・浄土信仰 
山岳信仰・道教 

両部神道（真言） 

武神信仰 

神仏習合 戦神信仰 鎮魂・救済 

山王神道（天台） 

神・仏・儒 一致 

一向宗 

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。 
 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、推譲心の実践、 
 
 

陽明学  中江藤樹  「心即理｣ 「致良知｣ ｢知行合一｣ 
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。 

国学 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、徳治 
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 

朱子学   
上下尊卑・主従社会   
封建思想 「家」家長相続 

「過去・未来」 「現在」 

「過去・現在・未来」 

浄土変相図  

安然・良源 「草木国土悉皆成仏」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Lotus_Sutra_written_by_Prince_Sh%C5%8Dtoku.jpg


「天寿国」 とは、聖徳太子の理想世界である、と仮説する。 では、その理想世界とは、何か？ 
 

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

の高田良信長老の著書「法隆寺教学の研究」によると、その七条の根本は「大乗一仏乗教」である、とする。 
 「一仏乗教」とは、 『法華経』・『勝鬘経』に由来し、一人として成仏せざるものはなく、あらゆる万善万行、すなわち日常の人間生活そのままが多種多様であるにもかかわらず唯一の常住真実の仏
果に究極する、という意味である。 この大理想を達観し、十七条憲法が制定された。また、『維摩経』を通じて、凡夫及び二乗の偏執を打破し、空観を理解し、偏執差別を打破して、四生の終帰、万
国の極宗とした。つまり万人平等の成仏を説いた、とする。 「大乗一仏乗教」を、特に力説しているものが、「法華経」の太子註釈「法華義疏」である。 
 

 聖徳太子の「理想世界」を探る手掛かりは、その「法華経」と、「冠位十二階」、そして「十七条憲法」である。 それらを総合しなければならない。 
法華経の中で「寿量品」が唯一最高で、その「寿量品」の中心思想は三世常住の益物であり、縦に過去・現在・未来なる三世を貫き、横に十方世界に普遍して、全宇宙法界の衆生の救済を説く。 
太子は、この「寿量」とは、自然の恩恵、つまり古事記でも記される、水、海、山など原初なる自然神の力であり、「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」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」の意味と考えた。なぜ、憲法で、「仏」は二条に登場するのか？ その意味は重要である。なぜなら、その仏教の前に「自然
なる調和」の「和」があるからだ。 
 

 「神道」という言葉の初見は、『日本書紀』５８５年頃、聖徳太子の父である用明天皇の信仰を解説する記述、「天皇、仏法を信（う）けたまひ、神道を尊びたまふ」である。 しかし、その神道には明文
化されたものはない。 ただただ多様な自然神、皇祖神を祀る信仰である。 しかし、仏教によって逆に我が国古来の信仰が浮きぼりに意識されてきた当時、だから「神道」と呼ばれ始めた。 
その「神の概念」を 聖徳太子は外来の経典に求め、治世に生かしたのではないか。 治世には明文が必要である。 
 鈴木大拙氏は『日本的霊性』の中で、禅は、仏陀の精神を直接に見ようと欲する。 その精神は、般若（超越的智慧）と大悲（般若と得て個人的な利益や苦悩に思う患わず作用する万物への愛）で
ある、とする。 「禅と茶道」では、原始的単純性の洗練美化、人為排除自然親和とした。 禅と密接する感情的要素の「和敬清寂」の説明で、聖徳太子によって明文された日本意識である「和」を、我

が国の地理環境・温暖気候による固有の心とした。 また、「浄土系思想」とは、末世思想では無く、「純粋他力」と「大悲力」を指す、とした。  
つまり、「禅」は、自身の内に 自然なる「摂理」「和敬清寂」を感じること。 「浄土系思想」とは、自身の外に 自然なる「純粋他力」 「大悲」を願うこと。と 解釈すれば判りやすい。 
 
 聖徳太子は、自然調和な神信仰たる「和」の思想を前提に、「仏」への崇敬、「法」「僧」で具体化した。 その教学は「法華経」を主とする「三教」である。 なぜなら、その教えは時間と空間を超越し、
万人に平等な慈悲力を説いているからである。まさに「自然の力」である。他に何かあるだろうか？  太子は明文化されていない自然調和な神信仰を、三法崇敬で方便した、と考える。 
そして冠位に明らかな様に、本来は「仁義礼智信」の儒教から、治世者の「徳」を前提に 「仁礼信義智」と序列した。 そのことは、憲法四条の、治世者に求める「礼」にも表れている。 
 

  聖徳太子は、神道の神を厚く祀り、敬神の詔を推古15年（607年）に出した。 四天王寺境内には鳥居があり、伊勢遥拝所・熊野権現遥拝所、守屋祠がある。 
日本書紀巻第廿二 豐御食炊屋姬天皇 推古天皇 『十五年春二月庚辰朔、定壬生部。戊子、詔曰「朕聞之、曩者、我皇祖天皇等宰世也、跼天蹐地、敦禮神祗、周祠山川、幽通乾坤。是以、陰陽開
和、造化共調。今當朕世、祭祠神祗、豈有怠乎。故、群臣共爲竭心、宜拜神祗。」甲午、皇太子及大臣、率百寮以祭拜神祗。』 
・聖徳太子が創建したとされる四天王寺七宮 小儀神社（四天王寺東門前） 土塔神社（同南門前） 河堀稲生神社（天王寺区大道） 久保神社（同勝山） 大江神社（同夕陽丘町） 
 堀越神社（同茶臼山町）祭神 崇峻天皇   上之宮神社（同上之宮町） 今宮戎神社（浪速区恵美須西）。    
法隆寺の鎮守社として、現在の龍田大社より、天御柱命・國御柱命の二神を龍田神社に勧請した。 

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

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

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

         

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

皇祖霊信仰 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

神・仏・儒 一致 

日本的仏教 

日本的儒教 

法華経 大乗一仏乗教 「冠位十二階」 
「十七条憲法」 

「藤ノ木古墳」 
「堀越神社」 
 

「龍田神社」 

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

「仏の思想」  
諸行無常  
万人平等の成仏 
前世・現世・来世 救済 

「儒教の思想」 
君子秩序  仁義礼智信  

徳治と放伐 

徳仁礼信義智 

来世往生 と 現世利益 
（二求両願） 

世襲官僚 と 官学分離 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より 
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我々日本人は、神に自然なる「和」と「清」を、仏に「無」と「悲」を知り、儒に「徳」と「伐」を得た。  そのことを、聖徳太子から学ばなくてはならない。 
 
「冠位十二階」  （ 604年 ） 
日本書紀巻第廿二  豐御食炊屋姬天皇 推古天皇 十一年  
十二月戊辰朔壬申、始行冠位。大德・小德・大仁・小仁・大禮・小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智、幷十二階。並以當色絁縫之、頂撮總如囊而着緣焉。唯、元日着髻花。 
 

冠位は個人に授けられた。氏姓制度の姓（カバネ）の姓が氏に対して授けられ世襲されたが、個人の冠位は、世襲の対象にならない。豪族の身分秩序を再編成し、官僚制度の中に取り込む基礎とな
る制度で、政治上の意義は大きい。また、外交において使節の威儀となった。 数度の冠位改変を経て律令制の位階制度となり、遺制は現代の、正一位から従八位までの十六「位階令」に及ぶ。  
正一位  生前叙位は、神亀元年（724年）藤原宮子から 1891年（明治24年）の三条実美、 没後追贈は、養老4年（720年）藤原不比等から 1917年（大正6年）の織田信長までである。 
戦後は正一位叙位の例がないため、今日では従一位が、事実上の最高位である。原則的に死没時に叙される。 
従一位  生存者叙位は、743年（天平15年）橘諸兄から、陸軍軍人の上原勇作 1933年（昭和8年）、没後追贈は、 717年（霊亀3年）石上麻呂から 1975年（昭和50年）佐藤栄作まで。  
 
 

神階の制定 673年（天武天皇2年）  神階は下げられることなく進階する一方で、いつか寿命が来る人と違い神には寿命がないので、年を経るごとに多くの神社が「正一位」になった。 
また、本来は分祀先の神社では、勧請元の神階を引き継がないが、伏見稲荷大社では、建久5年（1195年）に後鳥羽天皇の行幸があった際、「本社勧請の神体には『正一位』の神階を書加えて授くべ
き」旨が勅許されたとされる。このため、勧請を受けた全国の稲荷神社も正一位を名乗り、「正一位」は稲荷神社の異称ともなる。 
 
「十七条憲法」  同年 
一に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人みな党あり、また達(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(り
んり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。 
二に曰わく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬え。三宝とは仏と法と僧となり、則(すなわ)ち四生(ししょう)の終帰、万国の極宗(ごくしゅう)なり。何(いず)れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。人尤(はなは)
だ悪(あ)しきもの鮮(すく)なし、能(よ)く教うれば従う。それ三宝に帰せずんば、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)さん。 
三に曰わく、詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。君をば則(すなわ)ち天とし、臣(しん)をば則ち地とす。天覆(おお)い地載せて四時(しじ)順行し、万気(ばんき)通うことを得(う)。地、天を覆わ
んと欲するときは、則ち壊(やぶ)るることを致さむのみ。ここをもって、君言(のたま)えば臣承(うけたまわ)り、上行なえば下靡(なび)く。ゆえに、詔を承けては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。 
四に曰わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ。それ民(たみ)を治むるの本は、かならず礼にあり。上礼なきときは、下(しも)斉(ととの)わず、下礼なきときはもって必ず罪あり。 
ここをもって、群臣礼あるときは位次(いじ)乱れず、百姓(ひゃくせい)礼あるときは国家自(おのずか)ら治(おさ)まる。 
（ 五から十六 主に官僚への戒め ) 
十七に曰わく、それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし。少事はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮(およ)びては、もしは失(あ
やまち)あらんことを疑う。故(ゆえ)に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、辞(ことば)すなわち理(ことわり)を得ん 
 

 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。 
 二曰。篤敬三寶。三寶者佛法僧也、則四生之終歸萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡、能教從之。其不歸三寶、何以直枉。 
 三曰。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。 
 四曰。群卿百寮、以禮爲本。其治民之本要在乎禮。上不禮、而下非齊、下無禮、以必有罪。是以、群臣有禮、位次不亂、百姓有禮、國家自治。 
 五曰。絶餮棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟一日千事、一日尚爾、況乎累歲。頃治訟者、得利爲常、見賄聽讞。便有財之訟、如石投水、乏者之訴、似水投石。是以、貧民則不知所由、臣道亦於焉闕。 
 六曰。懲惡勸善、古之良典。是以、无匿人善、見惡必匡。其諂詐者則爲覆國家之利器、爲絶人民之鋒劒。亦、侫媚者、對上則好說下過、逢下則誹謗上失。 
     其如此人、皆无忠於君、无仁於民、是大亂之本也。 
 七曰。人各有任、掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起、姧者有官、禍亂則繁。世少生知、剋念作聖。事無大少、得人必治、時無急緩、遇賢自寛。因此、國家永久社稷勿危。 
     故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。 
 八曰。群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬、終日難盡。是以、遲朝不逮于急、早退必事不盡。 
 九曰。信是義本、毎事有信。其善惡成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。 
 十曰。絶忿、棄瞋、不怒人違。人皆有心、心各有執、彼是則我非、我是則彼非。我必非聖、彼必非愚、共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。 
     是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同舉。 
 十一曰。明察功過、賞罰必當。日者賞不在功、罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。 
 十二曰。國司・國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。 
 十三曰。諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然、得知之日、和如曾識。其以非與聞、勿防公務。 
 十四曰。群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、人亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悅、才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢、千載以難待一聖。其不得賢聖、何以治國。 
 十五曰。背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨、有憾必非同、非同則以私妨公、憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。 
 十六曰。使民以時、古之良典。故、冬月有間以可使民、從春至秋農桑之節、不可使民。其不農何食、不桑何服。 
 十七曰。夫事不可獨斷、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、辭則得理。  
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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 

 

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 

道教は、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。 

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 」  また最後の十七条でも、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。仏教は人自身、仏と人。儒教で身分秩序を維持する「礼」に依らず この条は「人と人」を説く。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、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。
論語の学而第一１２「有子曰。禮之用。和爲貴。」は、礼の説明である。 
この文章を参考にしたとしても、「以和爲貴」と、「和」を主題にしたことに注目す
べきである。 第一条に「礼」の文字は無い。 

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 
穢れ 禊ぎ・祓え 
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 

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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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 
 

     死者や魂への概念   
マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

移住生活 
中央広場の一角  
 屈葬 死者恐れ 
山中風葬 
以下、主に土葬   

縄文 
 
 
 

 
 
 
弥生 
 
古墳 
 
 
 

飛鳥 
奈良 
 
 

平安 
 
 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
室町 
 

安土 
江戸 
 
 
明治 
 
 
 
現代 

定住生活 
集落からの分離   

・死の直後  ⇒  最後  
 荒御霊 和御霊 祖先神 
 「春の降臨、秋の還山」 
・「葬儀後の喪・禊ぎ」の意識 
 『魏書』東夷伝倭人条        

・「産霊」による生命誕生 
 「穢れと禊ぎ」の意識 
 『古事記』        

天皇・豪族 墳墓 
横穴式石室   

646年 
薄葬の詔 殯禁止  
喪葬令 都周縁葬 

・「火葬」の伝来  

 文武期4（700）年道昭  
  702年 持統天皇  

仏教「輪廻転生」概念の伝来   

仏教「極楽と地獄」概念の普及 
源信 『 往生要集 』  

インド   バラモン ヒンドゥー教 
万物輪廻説 
「輪廻転生」概念 火葬 

インド  釈迦仏教 
死後世界 「無記」 

中国  道教 
霊魂不滅説 
「魂魄」概念 土葬 

中東から  
民族宗教  ユダヤ教 
世界宗教 キリスト教 
             イスラム教 
「死者再生」概念 土葬 
 
神との契約   崇神天皇  

大物主神の祟り 

中国  孔子儒学 
死後世界 「無記」   

上座部・大乗仏教に影響 「魂魄」 概念 土葬 
中国儒教 
中国仏教に影響   

仏教「輪廻転生」概念の否定 
 法然（光明寺） 親鸞（大谷本廟） 火葬 

都周縁葬地「野」 
 
死者供養の具体化 
墓地への寺建立 
藤原道長 浄妙寺 

「輪廻転生」概念 

神信仰由来の「霊」と仏教「輪廻」から 
「怨霊」概念の成立     「御霊会」  

仏教「地獄」から「地蔵信仰」へ 
民衆へ普及   

仏教 密教僧や修験者 
による 「加持祈祷」   

仏教「禅」の普及 
（ 栄西） 道元  
死後世界 無関心   

檀家制度 
寺への墓建立建立 

「神の思想」  
死後、万人 神となる 

「仏の思想」 観想念仏 
死後、地獄にいくかもしれない 

「仏の思想」 念仏・信心 
死後、万人 浄土にいける 

国家神道 
祖先祭祀 道徳 
墓の継承 家・ムラ・国家 
 
大正時代頃、火葬場設営で全面化  
葬儀・墓の多様化 

「儒教の思想」 
招魂再生 来世で合体 
魂は、位牌に憑く 

魄は、骨 （土葬） 

神・仏・儒 一致 

神棚（御霊舎） 神式葬儀     
仏壇・墓   神道「祖先祭祀」 
       仏教「死者供養」 鎮魂・極楽往生 
盆供養    神道「降臨と還山」 仏教的盂蘭盆会  
 追善供養 仏教「輪廻転生」の概念 
位牌（依代）儒教 「招魂再生」 （本来は土葬） 
火葬     合理的理由   

「魂魄」 概念 
 位牌 
禅僧が招来   

  火葬とされた最後の天皇は1617年に崩御した後陽成天皇である。 明治以降、
天皇、皇后は土葬となっている。 しかし、2012年4月、宮内庁は今上天皇が崩御の
際は火葬を希望するとの意向を発表した。 2013年11月14日、天皇、皇后のご意向
を受け、宮内庁は天皇の葬儀は火葬とすると発表した。 

 我が国の死生観にも、神仏儒が習合し、迷いながら、土葬から火葬への長い歴史を辿ってきた。 宗教は、地獄を語る。世界の宗教は、一神教、多神教問わず、ほとんどは信仰の裏腹に地獄を伴う。 
ブッダも孔子も死後の世界には「無記」であった、この世での生き方を説いただけである。 仏教や儒教へと宗教に移行する過程で、浄土や来世再生を願う心情が経典に表現された。 
 死後の世界は、誰にもわからない。臨死体験も近年、脳科学的に論証されつつある。 しかしまた、自然なる世界にその力や天の理を、また人間の意識の存在に霊、魂を感じざるも得ない。 
「霊」や「死」、葬送についてまとめた。古代の「神」、「霊」といった魂の循環思想から、浄土信仰による輪廻転生の否定、「禅」による死への無関心と、現利思想へと傾向。 その過程で神の思想と共通
する浄土信仰が、和合の霊性として浮き彫りとなった。 

 我々日本人は、自然の中に、この世に共存し降臨する「霊」を感じ、春に来り秋に還
山する祖先神に豊作を願った。「死後は皆、神になる」これが古代からの日本的信仰
である。 その思いは混乱の時代、仏教の「輪廻転生」 を受け入れ、「来世」への輪廻、

「極楽と地獄」を受容した。「皆、神になる」は、浄土信仰「皆、浄土にいける」に至り、
お盆に来り還る先祖の「霊」、魂魄として再生する「魂」の依代の位牌など、「神仏儒習
合の死生観」が、現代の神社や寺院、墓・仏壇や行事に伝わる。 
教学から信仰・宗教へ、土葬から火葬へ、宗教と葬送は絡み合いながら変遷する。 

 宗教とは、本来、良き「死後の世界」と、そこに至る過程と方法を提示し、現世で
の安心感をもたらすものである。 しかしながら、世界宗教には、方便にしろ地獄
を説いたり、一神教であるが故に、他宗排他などの副作用もある。 
 医者であり、睡眠と夢や、死と宗教などの研究家、杉山弘道氏は「葬式仏教」に、
日本人の「融通無碍」、寛容で合理的な宗教心を見る。 古代からの自然なる森
羅万象の「霊」、アニミズムの精神が、唯一の神の存在を否定し、平等な神々、神
棚と仏壇、位牌を受容したと、する。 
 付け加えるとすれば、アニミズムの前に、超自然的・神秘的な、非人格的な力の
作用であるマナイズムがある。 なぜなら自然なる神を敬う心は、生命万物の
「霊」を超える心と考える。 また、「タマ」霊力がなお宿る「モノ」として、「遺骨」が
大切にされることにも注目しなければならない。多くの戦没者の遺骨を尊ぶ思い
は大切にされなければならない。 
 日本人の寛容力の背景には、やはり真髄がある。 良識な「霊」「魂」への思いは、
「大和魂」、その「和魂漢才」と表現される。 中国などから流入してきた知識・学問
をそのまま日本へ移植するのではなく、基礎的教養として採り入れ、それを日本
の実情に合わせて応用的に政治や生活の場面で発揮する心である。 その言葉
は、『源氏物語』の『少女』帖を初見に、「もののあわれ」「はかりごとのないありの
ままの素直な心」「日本古来から伝統的に伝わる固有の精神」と定義されてきた。 
 自然で原初な神への思いは、「死」についても多様に受容しつつ、死後の神、つ
まり、無となり、自然と一体となる観念を底流し、現利思想との均衡で「生」きた。 

 ＊神棚（札宮・御神体）  
神の加護 安全招福祈願  

墓地 
集落から分離   

墓地・葬送の変遷 
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  釈尊の教えとは？ その原初な教えは、釈尊の時代から今日まで、約２５００年の間に多様に解釈・脚色された。 
花園大学文学部仏教学科の佐々木教授は、京都大学工学部と同大大学院文学研究科での学問を基礎に、その原初の教えを「科学するブッダ」で探求している。その前提として、物理学、進化論、数
学を科学の代表としてとりあげ、「科学全般が人間化」している。とする。 「人間化」とは、西洋でいう一神教「神の力」への思考を縮小し、我々人間固有のレベルにひきつける志向方向のことである、
その思考はあくまで脳で行われるため、つまりは脳科学に一旦収斂し、そこから新たな科学理論が出発、パラダイムシフトすると考えている。例えばダーウィン進化論では、「変異と自然淘汰」から「万
物の霊長なる人間」にいたる過程に、自然淘汰が常により良いものを選びとっていくことが必要となり、その思考にはまだ「神の視点」が残留している。 木村資生は、その「神の視点」の排除し精緻な
数学を導入。「中立論」から生存に都合が悪いものが排除され、偶然の産物が我々を形成したとする。これが「人間化」の事例である。 
  著者は、その科学の方向性である「人間化」がブッダの思考であるとする。つまり、「神という名の絶対者」のいない法則性だけの世界観で人間を見つめる思考である。 一神教世界から人間世界
へ、科学は物質を対象とするが、人間世界の精神を対象とした到達がブッダの思考、教えであるとする。「人間化に向かう科学、その科学と同じ方向性で思考したブッダ」それが著書名の「科学する
ブッダ」である。 

  では、ブッダの思考、教えとは  著者は原初仏教の手掛かりを、スリランカなどに残存する上座部仏教、その経典「阿含経」や、経典全般の共通から、以下３点に集約する。 
１、超越者の存在を認めず、現象世界を法則性によって説明する。 
２、努力の領域を、肉体ではなく精神に限定する。 
３、修行のシステムとして、出家者による集団生活体制をとり、一般社会の余り物をもらうことによって生計を立てる。 
    ブッダ仏教の修行は、ブッダの言葉を理解するための経典の勉強と、それに沿って行う瞑想の実践である。著者は周囲の多神教世界の影響を受けて、阿弥陀・薬師・大日・観
音など超越者を想定した一般宗教、大乗仏教に変化した、とする。 「自己修練の教え（宗教）」から「救済の宗教」への変貌である。 
般若経、法華経、華厳経、大無量寿経など多様な系統・経典が誕生した背景を、ブッダ死後数百年後のアショカ王による「破僧」の定義変更とする。  そもそも「破僧」とは、出家
集団の中でブッダの教えに反する教義を主張し僧団を破壊することであるが、独立した僧団が各地に散在し、経年により教義に食い違いが発生し互いに非難した。その解決とし
て各僧団に「布薩儀式など集団行事に参加」を条件とし、それに反することを「破僧」と定義変更した。このことを仏教の「爆発的多様化」とする。 また同時に釈尊という唯一の
ブッダに直接、指導してもらえない、また釈迦優位原理「過去にブッダと出会い宣言することを条件に、様々な生き物となって生まれ変わり修行することでブッダとなる」といった考
えから、ブッダと出会えない修行者たちの不安不満が高まる。 まず、将来のブッダとして弥勒が説かれた。そして、この世には釈迦というブッダ一人しか存在しないが、「三千大
千世界」や「極楽世界の無量寿仏（阿弥陀如来）」と、この世この世界とは別に、平行して存在する別世界が説かれた。このブッダとの出会い、万人がブッダになれるという大乗仏
教は在家信者に希望をあたえた。日常生活を基礎として考えられた修行方法が六波羅密行で、その六種の修行の中で最も重要視されたものが「智慧の完成」すなわち「般若波
羅蜜」である。 また、別世界のブッダと出会う神秘的方法として、「三昧」「称名」「経典信奉」などが説かれた。 
  釈迦仏教は、それまでの人生を再構築しようと考え、また上記の出家修行ができる、いわば「特定の人」のためにある。 その教え「出家者による集団生活体制」「一般社会の
余り物をもらう」は、人間社会全般に適用させることが不可能だからだ。その解決過程から誕生したものが、大乗と総称される多様仏教で、大乗仏教は、不合理ではあるが「超越
者による救済」が、現実生活者のためにある、と結ぶ。 

  人間世界の精神を対象とした「科学するブッダ」から「神に似て非なるブッダ」へ、「科学の人間化」とは逆に、「仏教の超越者化」が なされてきたわけだ。 しかし、その超越者は、一神教でいう天地
の創造主、支配者ではないことに注意しなければならない。 なぜなら、一神教ではなく多様な超越者であることが、仏教が日本で受容され、また日本的に仏教が変化した理由であるからだ。 
 その教えは大乗仏教の「般若心経」でも説かれている。 さらに 「般若心経」は、上記の１、「超越者の存在を認めず、現象世界を法則性によって説明する」ブッダの教えを留めていると考える。いわ
ゆる「空」の思想は、人間から捉えた世界を、脳科学的に、精神医学的に分析している。 そこでは超越者による救済ではなく、ひたすら教えが説かれ、「観自在菩薩」や「三世諸仏」も登場するが、一
神教の神ではなく、かれらは「教える主体」や「過去、現在、未来の、悟りの境地に至った象徴」である。 
 

  また、生活者にとって重要な教えである 「智慧の完成」すなわち「般若波羅蜜」とは何か？を考えることが重要である。 
「般若」は「仏の知恵」、「（六）波羅密」とは「布施 持戒 忍辱 精進 禅定 智恵」で、大乗仏教の初期に説かれ多くの経典で引用されている。例えば、龍樹は『宝行王正論』で、布施と持戒 を「利他」、 
忍辱と精進を「自利」、 禅定と智慧を「解脱」としている。サンスクリット語で「到彼岸」を表す「パーラーミター」、その音を写した漢語が「波羅密多」である。先祖に感謝し自身を深く反省する「彼岸」につ

ながる。智慧は、すべての道理を会得すること。そのため、以下に説く。この世の実相は「空」で、人間の感覚でとらえている物事はありのままの実際とは違う。あらゆる存在に固定的な実体はなく、つ
ねに縁起の中で無常である、つまり流動的に変化している（無自生）。 菩提薩埵（菩薩）は智慧を得て、実践したので、心のわだかまりやこだわり（罣礙 けいご）がなくなったとする。「私」こそがこだわ

り、苦しみの根元になる。いのち本体の感覚に戻れば「私」は解体され、欲も執着もなくなる。「私」を形成していた「識」が浄化され、感覚の純度が上がれば執着、こだわりが無くなる。積年の識からい
のちが開放され、「物事があるがまま」に純粋に受け取れる。「羯諦  羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶」は、自己の悟りと他者を悟りに導き、共に彼岸に行き、その成就を讃える真言とされる。  

  その教えを単純に解釈すると、主観ではなく、客観で事物を捉えること。しかし、その客観は人間が想定できる内容なのか？ つまり、今までの経験や知識で発想する範疇の客観ではなく、道理を
意識した客観でなくてはならない。道理とは、物事のあるがまま、つまり、人間より自然がはるかに近い、自然そのものかもしれない。自然には矛盾がない。 しかし、我々が認識できる自然の範囲が
すべてではない。想定外は無限にある。 つまり科学で捉えられる自然法則、それには限界がある。おそらく宇宙全体から生命科学まで全てを解明できることはない。なぜならそれ自体が無常だから
だ。 つまり、人間の限界に気付くこと、自然のあり様に学び、その尊厳を感じることが重要ではなかろうか。おのずと人間は、謙虚になり、感謝し、等しく平等と気づき、無駄な闘争をやめるであろう。 
 

  非日常にブッダ仏教があり、日常に大乗仏教がある。 我々全員は非日常になれない、しかしブッダは智慧はその非日常にあるとする。とすれば、実生活の中の我々は、日常の中に非日常を持ち
込み、自身の中で二者均衡するしかない。 その均等周期は人それぞれであり、非日常に埋没できる環境にある人もいるかもしれない。 日本人の「ケガレとミソギ」「ケとハレ」「アマテラスとスサノオ」
「武士と禅」「花鳥画と水墨画」などは、その「ブッダと大乗 ふたつの仏教」を受容できた素地であり、成果であろう。 自然信仰を基礎とする「多神教」と「均衡、和合」の信仰思想を持つ我々、日本人に
は、「ふたつの仏教」から学べる可能性は高い。 「実業と教養」「実利と奉仕」と方便したほうが、我々現代人には判りやすい。 
「科学は人間化」するが「無常たる自然は科学で解明できない」。 「ブッダは科学した」が、おそらくその限界を悟った。 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あろう。 
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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 

 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

                中今       10 

 我が国、神道の根本精神、その心は、「中今（なかいま）」である。 石清水八幡宮の宮司であり、神社庁総長を務められる田中恆清氏は、著書『神道のちから』の主題として繰り返し述べられている。 
古来、日本人は、自然（じねん）、つまり「自ずとそうなる」の内に見えない「気配」として神の力を感じた。その場所である鎮守の杜、神を祀る場所となる神社を中心に、地域社会として共生（ともうみ）が
ある。 その「木の文化」は再生を前提に、古式と新式を習合する伝統を継承してきた。 「歴史的に継承している今」を大切にすることが「中今」の道徳、道理、倫理としての「神道」である、とされる。 

 私は、先達諸先生の御研究を基本に、我が国の地理的環境や気候、考古学、記紀古文献に「日本文化の源流」を探し、その後の
出来事、信仰宗教や、祭祀と芸能、文字、建築、絵画や諸道などで、「日本文化の原理」を仮説し、検証した。 
著者とは別の立場、アプローチで見いだした原理は、誠に僭越ながら 「中今」の精神と一致する。つまり、循環思想が「歴史的に継
承していること」であり、現利思想が「今」である。その考えのどちらか片方だけではなく、双方の「共生」、原理では和合思想とした
「均衡」が重要なのである。 そして、その原理が、今日まで我が国を存続させ、文化を創出した。 
 

 著者は、その「中今」の精神を繋いできた日本人やご自身の「ＤＮＡ」の存在についても、重ねて言及されている。  
不肖本論は、その「ＤＮＡ」の存在と構造を、歴史的検証から、はからずも論証する「抄論」となり、論中の図解が現代人とって「中
今」精神の理解促進となれば、幸いである。 神道「中今」ＤＮＡの構造とは、この「日本文化の原理」である、と考える。  
 本「日本文化の原理」は、その時々の時代性や、信仰思想の構造を、極力単純明解に説明できた、と考える。 
目的は、難解な思想論の構築ではなく、普遍的でかつ、課題提起できる軸の呈示なのである。  
 天皇の尊厳、そして貴族文化や武家文化、そしてそれらが重層してゆく歴史を辿った。 神仏習合では、神と、日本的に受容変化
する仏の役割分担を説明した。 観音・不動・地蔵の信仰変遷や、天台智顗の三諦円融との整合、そこから発祥した日本的な浄土
信仰と禅の立場を検証した。 江戸時代では、幕末までの歴史を、神仏に儒教・国学を加えて論証・図解した。ブッダや孔子の教学、
聖徳太子の考えも、それぞれ最新研究に新たな解釈を試み、原理の普遍性を強化した。 それら一連の検証目的は、著者が神職、
宮司の御立場で、あえて強調される「言挙げ」なのである。 
 

 現代的生活は、自然の恩恵や畏怖に気付きにくく、また、忘れがちである。 第三、四次産業が、身の回りをとり囲む現代の「モリ」
なのである。 経済的理由や学力中心観念は、マスメディアの影響も受けて、若年層を中心に都市移動を助長した。 それは、自然
から遠ざかる移動であり、また、もたらされた核家族化は家族の「継承」を、競争意識は「共生」を衰弱させた。  
歴史の忘却を証明する言葉が、著者も記されている「想定外」であり、その「言葉」に「言霊」はなく、歴史や自然の外側から、むなし
く放たれる。 自然の中で、その恩恵の下、我々が存在しているのだ。その自然に神を感じてきた。 
 

 歴史から学ぶことは、災害だけではない。学ぶべきは、本来は日本人が信仰してきた、自然（じねん） 「自ずとそうなる」の力と「多
様性と共存共栄」への意識である。その意識があったからこそ、多くの神社や寺院がある。それらは、自然から遠離し薄れつつある
現代では、あえて自覚しなければならない。もちろん、全てが美しい歴史ではないが、何を学ぶかが重要なのである。 
 自然「自ずとそうなる」の力への意識は、自然に対して感謝と謙虚な心を生み、今を大切に人間同士を寄り添わす。  
ブッダも孔子も、死については「無記」であり、仏教や儒教として宗教となる以前に説かれた まさに「現世、今の教え」であった。 

 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、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。  
 孔子は、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し、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。朱熹の自己の外にある「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。 
 そして、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「法華経」を主とする「三教義疏」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を説いているからである。
まさに「自然の力」である。他に何かあるだろうか？  太子は明文化されていない自然調和な神信仰を、三法崇敬で方便した、と
考える。 そして冠位に明らかな様に、本来は「仁義礼智信」の儒教から、自然なる条件として治世者の「徳」を前提に 「仁礼信義
智」と序列した。 神に自然なる「和」と「清」を、仏に「無」と「悲」を知り、儒に「徳」と「伐」を得た。そのことを、聖徳太子たち先人から
学ばなくてはならない。 
 「多様性と共存共栄」は、自然、すなわち神への信仰、神道を基本とした日本文化の真髄である。なぜ、重要なのか？ 
自分とは違う信仰などを持つ相手を否定することは、紛争となり自滅するからだ。 受容と選択はしても、否定はならない。 
 

 ここで必要な事は、みんなが「浄明正直」に学ぶことであろう。 同じ様な価値観を共有できれば、自然に和となり共生（ともうみ）で
きる。 本著冒頭とされた、近年のパワースポットへの注目、また、神宮参拝の興隆などは、現代的生活からの揺り戻しと考える。 

自然の中で、おのずと神の「気配」を観ぜられる。神社とはそういう場所である。 清浄なる場所で、日常のケガレ「気涸れ」を祓い、 
気を再生する。その行為「禊ぎ」は水で清めるが、水はまた「掬ぶ」ことで、新たな「産霊（むすひ）」となる。 そして、今を生きる力と
文化を生む。日本文化の原理「ＤＮＡ構造」が 「中今精神」の言挙げに有効となり、「揺り戻し」が新たな創造に繋がる事を希望する。 

歴史的に継承して 
今があることを思う 

今を大切にすること 共生 

神道 「中今」 ＤＮＡの構造 

（伊勢）神宮 
高祖  

神代の国の頂天 

石清水八幡宮 
大租・顕祖  

この世に顕現された皇祖 
二所宗廟 

比咩大神 
宇佐・宗像を継承 

応神天皇 
和 と 創造 

神功皇后 
征討・武神 

調伏・征伐の神 

安産・子育ての神 

石清水八幡宮 の 神的構造 

古代から繋がる 

海人族、渡来の神 

八幡神 の 構造 

武神  源氏氏神 
無南八幡大菩薩 

援助・奉仕の神 
尊仏守護神 

護国霊験威力 
神通大自在王菩薩 

* 

* 

* 当方追論部分 

宇佐神宮 

壺井八幡宮 
鶴岡八幡宮 

 「天皇の祈り」より  著書文中より編集し、所感追加 
石清水八幡宮寺の名称として、貞観２（860）年の創建。それ以来、
神仏和合の一大聖地として、歴代天皇は国家鎮護の祈願なされた 
弘安４（１２８１）年、元寇襲来に対し、亀山上皇が御親拝・参籠 
文久３（１８６３）年、掃攘夷敵のため、孝明天皇が御親拝 
戊辰戦争最中、慶応４（１８６８）年、西南戦争最中、明治１０（１８７
７）年、明治天皇が御親拝 
平成９（１９９７）年、今上天皇皇后両陛下が御親拝 
この御親拝の大御心とは？  
平成７（１９９５）年 阪神淡路大震災復興に加え、諸事件に兆候する
「日本人のゆくえ」に向けて、静かに言挙げなされたのかもしれない 

日本文化の原理   



           

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 

怨霊・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 

② 先人の方がたの成果に、お互い現代人の知恵を加え、
新たな創造を生み出していくという姿勢 

③ お互いに何物にもとらわれない素直な心で、人間の本性、本質を究め、
いわゆる天地自然の理、真理というものを究めていく。 
  愛とか慈悲の心、寛容とか思いやりの心にも通じる、水のように融通無
碍で、どんな事態にも適切に対応できる臨機応変の姿を生み出す心。 
さらには、広く高い視野から物事を見ることができる見識。 

（所感）この部分に、本論の基本「自然への尊厳・畏怖  真理」が表現され
ている。 全体の基本であると考える。 

① 過去において私たちの先人

たちが、人生や社会など、人
間に関するあらゆる問題につ
いて積み重ねてきた思索と体
験を、有効適切に生かしていく 

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 
 

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 

「ＰＨＰグループの願い」より 
ＰＨＰとはPeace and Happiness through Prosperityという英語の
頭文字をとったもので、“繁栄によって平和と幸福を”という意味。
物心ともに豊かな真の繁栄を実現していくことによって、人びと
の上に真の平和と幸福をもたらそうという理念である。 

  日本国家や我々自身の自己認識と、「何が重要か」を知る手掛かりを求め、記紀、風土記などの神話やこれまでの歴史から文化信仰の源流を辿り、 「日本文化の特性」を仮説した。 
ここでは、現代のビジネスや生活にどのように生かせるか？を、呈示したい。 古来からの文化信仰思想は、現代でも我々、日本人に適正を以て、活用できると考える。  
  過去営々と継承蓄積してきた精神は、短期間では変質しないと考える。 しかし、明治以降、特に戦後の欧米文化の大量流入や、現代社会の全世界的なメディアやネットワークによる情報流入は、
過去とは異なる環境であり、より一層この文化特性を意識しなければならないとも考える。 

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 

  右に、「日本文化の原理」を基本に、下方に「原理の現代的表現」
を、それぞれの信仰思想・具体的内容で配列した。 
  特に、現利思想の項目については、日常の業務や生活でなじみ
があるが、循環思想の項目や、さらにその両者の「均衡と連携」に
ついては、非日常な項目で、意識的に考えないと不足する事柄と考
える。直近の社会的事件で例えるなら、過去の災害史から得る教訓
や、原発では、使用済核燃料の処理や事故後の反省、また多額な
国債問題となる。 家庭関係では、少子人口偏重。 地球規模では、
温暖化や自然破壊などの重要問題となる。   そして、身近なビジネ
スでは、持続的な情報の蓄積と継承、検証と反省である。 日常業
務に忙殺され、その分野のマネジメントは不足傾向となるが、実は
社業社員の存続には不可欠な要素である。 
 

  対外的には、過去とは比較にならない量的な情報流入があるが、
この原理の価値感で、各自が取捨選択しなければならない。 
「受容と選択」は、先人たちに学ぶ部分が多い。流行・風潮を価値感
で判断しなければ国家や自己は確立できない。 
その基本理念として、上部と中央の自然への 
尊厳・畏怖としての「神の思想」、そして「儒仏 
一体の道徳思想」を会得習合してきた。 
今一度、教育的な信仰文化として再認識する 

必要がある。 
  最終的には、中央の和合思想である。 
各自自身の中の現利と循環の「均衡と連携」 
がまずある。また、人間関係でもそのバラン 
スが日本人らしい豊かさに繋がる。 
  理想としては、我が国の貴族・武家たちや 
近代の経済人や文化人たちの、生活のため 
の経済的活動と、文化のための継承的活動 
の「均衡と連携」であろう。 
 

 最後に、近代を代表する経済人であり、また文化人でもある、 
松下幸之助氏の思いで本論を検証したい。 右の図の下段に、 
同氏が１９４６（昭和２１）年に創設したＰＨＰ研究所の考え、 
「三つの基本姿勢」を配置した。結果、くしくも適合することを確認で
きた。 つまり、逆に本「日本文化の原理」は、ＰＨＰの思想を歴史的
に補足し、我が国文化の特性として裏付ける役割ともなった。 
  同氏の、近代経済からのアプローチで本論が検証できたことは、 
本論が、単なる思想論ではなく、歴史的論証を伴う実効的価値を 
あたえていただいたのかもしれない。 

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 

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 の現代的表現    

均衡 と 連携 

「神儒仏一致」  

奉仕 実利 
教養 実業 

ＰＨＰ  
三つの基本姿勢 
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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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  聖徳太子の建立と言われる寺院は多いが、確実なものは二寺とする説もある。 その、四天王寺 と 法隆寺 について考えてみたい。 
その二寺には、共通する目的と、信仰・思想があると考える。 それの手掛かりは、時代を遡れば、古代のハレ・ケ 穢・禊、タマ・モノ 、殯（モガリ） 魂振に表現された「循環思想」にある。  そして、
時代を進めれば、７００年代から歴史に登場する神仏習合であり、その霊魂信仰への思いは、天武天皇5（677）年を初見とする「放生会」（日本書紀）。  そして平安時代 貞観５ （863）年、神泉苑での
「御霊会」、今日まで、祇園祭、上御霊神社と下御霊神社、北野天満宮にまで伝わる 「怨霊鎮魂」 である。   
   

 法隆寺建立（再建）の目的、「鎮魂」は、梅原猛の「隠された十字架」に詳しい。 その結論は、６４３年、蘇我入鹿による襲撃、法隆寺で自害した太子の子、山背大兄王一族に対する 敏達天皇の皇
族と藤原一族による鎮魂、怨霊封じとする。 山背大兄皇子一族襲撃において蘇我氏主導を疑問視し、事件の背景に、軽皇子（のちの孝徳天皇）と、実行者として側近の巨勢徳太、そして藤原氏自身
の「藤氏家伝」で、軽皇子と親しい交流を記し、政治顧問でもあった藤原鎌足の関与を指摘する。 この悲劇で、聖徳太子の父である用明天皇の系統は断絶した。  
 推古天皇の皇位継承で、山背大兄王に勝ったのは、蘇我蝦夷と強い姻戚関をもっていた田村皇子、舒明天皇であった。 その皇后、皇極天皇の皇位継承をめぐり、また、山背大兄王に対抗し蘇我氏
は古人大兄皇子を擁立しようとし、そして事件が勃発した。 のちに皇極天皇が斉明として重祚し、あとを継いだのが、舒明天皇との間に誕生していた中大兄皇子である。  ３１才の中臣（藤原）鎌足
とともに、６４５年、乙巳の変で蘇我入鹿を討った、まだ１９才の皇子、のちの天智天皇である。 その変は、山背大兄王一族の事件から間もない２年後のこと。 二つの重大事件が短期間に連続したこ
とも、最終的な勝者が両方に関わっていた証である。  結果として、敏達皇統、孝徳天皇が即位し、中大兄皇子と藤原氏族が興隆することになる。 常識的には、年長者の鎌足主導に異論は無い。 
  ６２０年頃の「若草伽藍」と呼ばれる太子建立の法隆寺が、６７０年に焼失。 ７１１年、中門に仁王像完成を記録する法隆寺、その再建法隆寺が、実は 「鎮魂」のために建立されたことは、当時の神
仏の役割分担、寺院建立の目的から判断すると明白である。 また、若草伽藍と同じ時期、５９３年創建開始の「四天王寺」も、「鎮魂」が必然となる。誰のための鎮魂かが問題で、戦勝御礼ではない。 
 

  古事記からも判るように、神信仰は自然への畏敬・恩恵が発祥、山・海・水にあり、そして太陽と系統すると物語された氏族、首長霊に変貌した。 そのあと、朝鮮半島や反倭勢力に対抗し、争乱か
ら誕生した神が、宇佐の八幡神である。 宇佐八幡宮には、海神、宗像三女神とされる比売神（ひめがみ）に加え、三韓征伐に語られる神功皇后、その闘争の中で誕生したとされる応神天皇に由来す
る八幡大神が祀られる。 縄文から弥生時代にかけた農耕・漁撈・狩猟に関わる神、そして祭司、支配のための神、その次に求められた戦いの神への変遷・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。  

循環思想 

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 

 

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） 

仏教  
輪廻 概念  
悟り 成仏 

放生会 

海神 （ 宗像神・住吉神 ）  

山神 （ 大山咋神 など ）  

７２０年 
 隼人の乱 

  山背大兄王一族の悲劇のあと、神信仰と関係がある 禊や祓も行われたかもしれない。 
日本書紀で、「祓」は、その孝徳天皇紀に一度、そしてもう一つのクーデター壬申の乱の
あと 天武天皇紀にも見られる。 だがしかし、神は祟る可能性がある。 
 

  では、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」の概念、記録がある。 
敏達天皇の7年（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。 
さらに、天武天皇5年（677年）8月17日には、諸国へ詔を下し放生を行わし『日本書紀』、
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とする。 
『続日本紀』天平勝宝３ （７５１）年。 
 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。 
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ことになった。 
 

 では、四天王寺はどうか？ 創建開始は５９３年、既に仏への鎮魂期待は始まっている。 
５８７年、仏教を巡って物部氏、中臣氏を討った蘇我氏、聖徳太子、しかし５７４年誕生の
太子はまだ１３才にすぎない。 蘇我氏の母系であったため、太子の本意は隠された。  
  

 古代から続く物部氏、古事記では、瓊瓊杵命よりも前に天孫降臨したとされる饒速日命
を祖先と伝えられる、河内本拠の軍事部民、倭では、石上神社を祭祀。  ５０７年、継体
天皇即位や、５２８年 磐井の乱鎮圧で活躍したを物部麁鹿火（あらかひ）を一族に持つ、
歴史ある貢献者である。 
  その物部氏の尾興や、中臣鎌子、中臣勝海（中臣氏は神祇を祭る氏族）を中心とする
排仏派が蘇我氏に討たれた。 その時、中臣勝海は、敏達天皇の皇子 押坂彦人大兄皇
子の像と竹田皇子の像を作り呪詛したとされる。押坂彦人大兄皇子については謎が残る。 
  神に本拠する物部氏に対抗するため、新しい価値観である仏教を推進し、皇統に外戚
関係を進めてきた 新興の蘇我氏の闘争である。 そして、古代豪族の息長氏広姫を皇后
とした敏達天皇は、神道派であり、用明天皇は蘇我氏母系の崇仏派である。 蘇我氏や
用明天皇の孫、山背大兄王一族を討つ動機は、神道派中臣氏に隠されていた。 
 つまり、崇仏派蘇我氏によって討たれた神道派中臣氏が、山背大兄皇子一族襲撃の背
景にいながら、蘇我氏を単独犯とした。その成敗大義も借りて中臣氏の 鎌足が逆襲した。 
     

 人神 （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。 

鎮魂 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 

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   鎮魂 
浄土 

疫神 

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 
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延喜2年(904年)  延喜19年(919年)    天暦元年(947年)  

  神道派の敏達皇統、物部氏と中臣氏、 対抗する用明皇統と、その外戚関係を持つ蘇我氏の仏教推進派。  物部守屋、山背大兄王一族、蘇我入鹿の死の影には、中臣氏の思惑が隠されていた。  

その闘争の中で、仏教に学び十七条憲法の「和」に努めようとした聖徳太子は、「四天王寺」と、６７０年に焼失した「若草伽藍」と呼ばれる法隆寺に何を表現、求めたか？ 
また、その四天王寺と、再建後の法隆寺に共通する動機、目的は何か？ 四天王寺の本尊は救世観音であって四天王ではない。末法思想の時代に入ると、四天王寺を中心に霊場化が進み、救世観
音信仰は次第に浄土念仏信仰へと変容していく。 鎌倉時代、親鸞らによって救世観音が和讃や講式に取り込まれ、救世観音信仰は西方浄土信仰と同一視されるようになる。その理由は発祥にある。 
 

  四天王寺と若草伽藍の創建目的は、聖徳太子による物部氏たちの怨霊鎮魂と考える。まず四天王寺所在の河内は物部氏の本拠地である。その聖域 太子奥殿と呼ばれ、太子を祀る八角堂が所在
する場所のすぐ東側に物部守屋の祠（ほこら）が伝わる。そこには敗死した守屋の親族、弓削小連、そして中臣勝海連 も合祀されている。 ５８７年、仏教を巡って物部氏、中臣氏を討った蘇我氏、そし
てまだ１３才にすぎない聖徳太子も蘇我氏の母系であるために不本意にも従ったと考える。 隠された太子の本意として、仏による鎮魂のため、５９３年、四天王寺の創建が開始された。「八角堂」の様
式は、すでに唐の中期以降、墓としての形態である。 現に、養老５年(721)、興福寺の八角堂 北円堂は、藤原不比等一周忌に、その慰霊のため、元明太上天皇と元正天皇により創建されている。  
 二寺に共通する証が、伽藍配置と方向である。それは意味無しに設計されない。例えばのちの天満宮、防府と大宰府、北野は、いずれも西方向に傾斜、「怨霊」を恐れて 都からそむけた方向だ。 
法隆寺若草伽藍は、２０度東方を向いていた。 藤原京の南、推古天皇の豊浦宮、小墾田宮の方向である。 その先には太子誕生の地、橘寺もある。 伽藍方向には意味がある。  

  四天王寺の伽藍配置は、中門、塔、金堂、講堂を南から北へ一直線に配置する、いわゆる「四天王寺式伽藍配置」である。 発掘調査の結果、「若草伽藍」の伽藍配置もまた四天王寺式であった。  
目的は、共通する「鎮魂」である。 「若草伽藍」は全焼しているため、その詳細はわからないが、礎石位置から四天王寺と配置は共通。 四天王寺は５９３年創建開始、６０５年に、太子が斑鳩で居住開
始。そして、二寺に同じ鋳型が使われた八葉素弁蓮華紋の軒丸（のきまる）本瓦葺の丸瓦の軒部分に葺く瓦、別名「鐙瓦」（あぶみがわら）から、 同時期の創建であると考えられる。  

 では、四天王寺と再建法隆寺はどうか？ 二寺とも、２度から３度、東方を向いている。 測量の誤差と考え、少しあとの創建、 680年薬師寺、７５２年東大寺を見るが、真南を向いている。  
真南をむけず、わずかに傾斜させた寺院の軸、「鎮魂」の形式を表現しているかもしれない。 その後、四天王寺には、浄土信仰が大きく習合していく、「鎮魂」とは関係が深い。 
再建法隆寺の伽藍配置は、搭、金堂が横に並ぶ。 ６２２年、太子没。 その後、他者によって設計され建築、７１１年、中門に仁王像完成となる。 藤原氏の興福寺創建開始は、同じ頃の７１０年。  
再建法隆寺と同じく 搭と金堂は東西に並らぶ。 藤原氏による「鎮魂」寺院の形態と考える。 鎌足の子、藤原不比等が没するのは養老4（720）年。その前のけじめ、禊かもしれない。 

再建 法隆寺 
八葉素弁蓮華紋 
四天王寺、法隆寺若草伽藍の軒瓦 

守屋の祠 太子奥殿 

法隆寺 若草伽藍 

四天王寺 

循環思想 

  四天王寺は、平安時代、承和2年（836年）の落雷、天徳4年（960年）の火災で主要伽藍が失われた。たびたびの災害を経て、
天正4年（1576年）石山本願寺攻めの兵火焼失。豊臣秀吉の再建、慶長19年（1614年）大坂冬の陣で焼失。江戸幕府の援助で再
建。 幕末の享和元年（1801年）の落雷焼失再建。昭和9年（1934年）の室戸台風で五重塔と中門が倒壊、金堂も大被害を受けた。
五重塔は昭和14年（1939年）に再建されるが、昭和20年（1945年）の大阪大空襲で国宝の東大門他伽藍とともに焼失。 現存の
中心伽藍は昭和38年（1963年）に完成、鉄筋コンクリート造で、飛鳥建築の様式を再現した。 
 その歴史で守られ、現存する建物は、重要文化財に指定された永仁2年（1294年）の石鳥居、元和4年（1618年）建立の元三大
師堂、元和9年（1623年）建立の浄土六時堂、五智光院、本坊方丈となる。 
 

  石舞台は住吉大社の石舞台、厳島神社の平舞台と「日本三舞台」の一つとされ重要文化財である。 この舞台では毎年4月22

日の聖霊会（聖徳太子の命日法要）の日に、四天王寺の雅楽は、宮中（京都）、南都（奈良）と共に三方楽所とされた「天王寺楽
所」によって伝えられ、雅楽の最古の様式を持つ。 また、法隆寺でも夢殿が建立された後の、天平２０年（７４８）から「お会式」と
して聖徳太子のご命日にその遺徳をたたえ、同様に供養法要される。 

聖徳太子は日本仏教の祖として、宗派や時代を問わず広く信仰されてきた。また、四天王寺の西門が西方極楽浄土の東門（入
口）であるという信仰から、浄土信仰の寺としての性格が大きく習合している。 

小墾田宮 
橘寺 

再建 法隆寺 

法隆寺 若草伽藍 跡 
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   二上山 と 山麓の 當麻寺 この場所は奈良盆地をはさんで三輪山の西方にあり、神山信仰や記紀物語、浄土から密教への痕跡を伝える。 古代から平安京への歴史が習合している場所である。 

日本書紀に語られる、箸墓古墳上部に載せられたサヌカイトの産地であり、宮内庁が比定するその主の甥にあたる崇神天皇は和風諡号「みまきいりびこいにえのすめらのみこと」。 垂仁天皇とともに
いわゆる西方を意味するイリの系統となる。 東征してきた鏡信仰、神武勢力の到来方向であると共に、倭盆地、三輪山からは西方浄土の方向となる。夕陽が２つの峰の中間に沈むことから、西方極
楽浄土の入口、死者の魂がおもむく先であると考えられた特別な山であった。 また、古代よりサヌカイトは石器にも用いられ、二上山は、古墳の石室や寺院の基壇の材料になる凝灰岩（松香石）や、
研磨剤となる金剛砂の原料、柘榴（ざくろ）石の産地でもあった。 その山、北側鞍部を通る穴虫越えと南側鞍部を通る竹内越えは、奈良盆地と大阪平野を結ぶ重要な街道である。古代には中国大陸
や朝鮮半島から渡来の文物が難波（大阪）の港から都へと運ばれるルートである。雄岳に大国魂神（おおくにたまのかみ）豊布都神（とよふつのかみ）雌岳に深蛇大王（じんじゃだいおう）修験者守護。 
  天武天皇を父に、天智天皇皇女の大田皇女を母とする大津皇子は、謀反の罪に処せられ二上山の雄岳山頂に埋葬されたと伝えられ、葛木二上神社も鎮座している。 
のちの平安時代、浄土教僧で『往生要集』著者、恵心僧都源信の出身地。司馬遼太郎の母実家もあり少年を暮した。 また、折口信夫（釈迢空）の幻想的小説『死者の書』の舞台としても知られる。 
 

  當麻寺、現在地への還造時期、天武９（６８０）年作との日本最古の塑像 国宝弥勒仏坐像が金堂に祀られる。当初は三論宗との説、同じ頃、創建氏族の当麻氏が仕えた天武天皇と、道昭、義淵に
より、薬師寺開基があることから法相宗の影響も確証させる。 また役小角や孔雀明王像に関連、６００年代後半の四天王像の存在から山岳修験 や 雑密 の習合も伺える。 現本尊でもある 阿弥陀
如来を中心とした曼荼羅は、平安京で興隆する以前の浄土信仰が確認できる。  つまり、ここ 當麻寺で、空海の真言密教が重層し、現在まで真言と浄土、宗派共存しえた理由は、それ以前の信仰和
合が、基礎に存在するからである。 その和合の有り様は、東を意識した浄土本堂、南を意識した密教金堂と双搭 その複合した伽藍配置に表現される。 循環と現利 その和合が生んだ創造の世界。 
 

  その當麻寺は、この地に勢力をもっていた豪族葛城氏の一族「当麻氏」の氏寺。 金堂に安置される弥勒仏像と四天王像、境内の梵鐘と石灯籠、出土した塼仏、古瓦など、天武朝頃（６００年代後半）

の様式を示し、寺の草創はこの頃と推定される。  寺伝では、「推古天皇20年(612）、用明天皇第３皇子、麻呂古（麻呂子・まろこ）親王が、兄である聖徳太子の教えにより、二上山西麓「万法蔵院 禅
林寺」建立が起源。 大和鴨氏一族である修験者、役小角による 自らの最初の修行地でもある領地寄進で、親王の孫、当麻国見が現地に遷造、金堂に本尊として弥勒仏が祀られ講堂とはじまる。 
  創建は天武天皇10年（白鳳9年・681）。 684年、落慶法要は、隋の吉蔵に三論宗を学んだ高句麗僧・恵灌（えかん）導師の説有り。 当麻国見は、朱鳥元年（686年）、天武天皇の葬儀に際し、直大
参の位にあり左右兵衛の事を誅した。これにより、天武朝で軍事に関わっていたことがわかる。そのため物部氏との関係を探る説もある。また、役行者の所持していた孔雀明王像を、本尊弥勒仏の胎
内に納めたという伝承もある。 その後、東塔（奈良時代末期：現存）、西塔（平安初期：現存）、千手堂（現・曼荼羅堂）、中院（現・中之坊）と、徐々に寺容を整えた。 その間、当初は大和と河内を結ぶ
竹内街道を正面に南方した寺として建立。 のち、都が飛鳥から藤原京を経て奈良に移り、地の利を優先して東を正面とする寺に柔軟に変化した。 我が国で唯一創建から残る 双搭式伽藍。 
 １２２９年、法然弟子 浄土宗西山派 証空が参詣、曼荼羅を広める。南北朝戦乱では仏宝避難のため、１３７０年知恩院の奥院創建。現在、阿弥陀三尊（鎌倉）二十五菩薩来迎像（室町）が並び立つ。 
  現本堂（曼荼羅堂） 解体修理時の調査結果、奈良時代の前身建物の天平尺部材再用が判明。 原本の根本曼荼羅は、天平宝字7年（763年）作 『建久御巡礼記』 。 製法から唐伝来が主説。  
『弘法大師年譜』には弘仁14年（823年）、空海が當麻寺を訪れて曼荼羅を拝し、それ以降、當麻寺は真言宗寺院となったという伝承。 現本堂は棟木墨書から永暦2年（1161年）建立と判明した。 
  當麻曼荼羅については中将姫の物語がある。 藤原豊成の娘として天平19年（747）に生まれ、継母に妬まれた末、観音菩薩に導かれ阿弥陀如来の極楽浄土を目指して辿りついた當麻寺。 
女人禁制を解かれ、剃り落とした髪を糸に 阿弥陀、観音、勢至の梵字を、そして蓮の茎を染めて織りあげたのが、国宝 綴織當麻曼荼羅との伝説。 中之坊剃髪堂に十一面観音像「導き観音」を祀る。 
 

日本書紀 御間城入彥五十瓊殖天皇  崇神天皇期  
是後、倭迹々日百襲姬命、爲大物主神之妻。然其神常晝不見而夜來矣、倭迹々姬命語夫曰「君常晝不見者、分明不得視其尊顏。願暫留之、明旦仰欲覲美麗之威儀。」大神對曰「言理灼然。吾明旦入汝櫛笥而居。 
願無驚吾形。」爰倭迹々姬命、心裏密異之。待明以見櫛笥、遂有美麗小蛇、其長大如衣紐、則驚之叫啼。時大神有恥、忽化人形、謂其妻曰「汝不忍、令羞吾。吾還令羞汝。」仍踐大虛、登于御諸山。爰倭迹々姬命、
仰見而悔之急居急居、此云菟岐于、則箸撞陰而薨。乃葬於大市。故時人號其墓謂箸墓也、是墓者、日也人作、夜也神作、故運大坂山石而造、則自山至于墓、人民相踵、以手遞傳而運焉。時人歌之曰、  

飫朋佐介珥 菟藝廼煩例屢 伊辭務邏塢 多誤辭珥固佐縻 固辭介氐務介茂 「大坂に 継ぎ登れる 石群を 手遞傅に越さば 越してむかも」「おほさかに, つぎのぼれる, いしむらを, たごしにこさば, こしかてむかも」. 

現利思想  循環思想             

現在、「貞享曼荼羅」が曼荼羅堂に祀られ、當麻寺のご本尊として仰がれています 
建保５年（1217年）第１回の転写本「建保曼荼羅」が制作され、京都の蓮華王院（三十三間堂）に収められ、後に
當麻寺に戻ったというが、現存していない。 
２回目の転写本は法橋慶舜の筆で、文亀2年（1502年）に図柄が完成し、永正2年（1505年）に供養された「文亀曼
荼羅」（重要文化財）、３回目の転写本は、貞享2年（1685年）裏書「貞享曼荼羅」で、いずれも織物ではなく絵画。 

本堂  国宝  
奈良時代創建 
１１６１年再建  

金堂  重文 
鎌倉時代再建 

弥勒如来仏坐像 四天王  国宝  
綴織當麻曼荼羅  

東塔 国宝 24m 

奈良時代末 
金剛界 

大日如来（奈良） 
「智拳印」  

院内最古建築 
 

西塔 国宝 25m 

平安初期 
胎蔵界 

大日如来（平安） 
「禅定印（坐禅）」 

弥勒菩薩 阿弥陀如来 

講堂 重文 鎌倉時代   
 本尊 丈六 阿弥陀如来 

本尊 
文亀曼荼羅（重文） 

位置関係 

二上山 

當麻寺 

三輪山 

竹内街道 

葛城山 
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自然 の 法則 ・ 力 

循環思想 和合思想 
アニミズム 
（精霊崇拝） 

神々習合 

自然共生・原生思想 

八百万信仰 

呪術祭祀 

平等思想 

神仏習合 

放生会 

加持祈祷 

怨霊 御霊会 

地獄  概念 

修験道派 成立 

阿弥陀・浄土信仰 

山岳信仰・道教 
追善的 観音信仰 

来世救済的 観音信仰 

飛鳥 
奈良 
 
 
平安 
 
 
 
 
 
 
 
鎌倉 
 
 
 
 
 
 
室町 

現世的 六観音信仰 

密教 現世利益的  
観音信仰 

二求両願 観音信仰 

護国 戦神 鎮魂仏 

不動信仰 

地蔵信仰 

観音信仰 

現利思想 循環思想 和合思想 

民間 の信仰構造 

自然共生・原生思想 

自然 の 法則 ・ 力 貴族 の信仰構造 

怨霊 御霊会 
空也  
「称名念仏・浄土往生」 

二求両願 観音信仰 

不動信仰 

修験道 山伏による民衆への現利功徳 
不動信仰の伝播  「太平記」 

観音信仰 
源頼朝や実朝の創建と伝える坂東三十三箇所、
京都に洛陽三十三ヶ所。室町時代には庶民の秩
父三十四箇所も創建され、西国・坂東・秩父と秩
父三十四番水潜寺を合わせて「百観音」成立。 
江戸後期には物見遊山的巡礼ともなる。 

勝軍地蔵 子供の守護神、地域の六地
蔵として、治病利益など生活
に密着し多様な功徳通称を
持つ菩薩が誕生 

農耕生活にも関係し、 
「小さき僧」や「若い僧」、 
「田植女」に変身した 
地蔵の現世利益 

密教 大日如来 太陽自然神 即身成仏 

平安から鎌倉  
「身代り不動」の伝承  
園城寺修験道による民衆伝播 

観音信仰 

地蔵盆 
水子地蔵 供養 

両部神道 
（真言） 

山王神道 
（天台） 

庶民の秩父三十四箇所 
百観音巡礼の成立 

治安２年（１０２２）年 
藤原道長 無量寿寺 「法成寺」  

三十三カ所観音巡礼 

三十三カ所観音巡礼 

「観音三十三所日記」 

武家の地蔵信仰 

清水・石山・長谷・粉川 観音霊場 

 
鎌倉幕府や朝廷の 
政敵調伏不動祈願 

花山院 

徳道上人 

『寺門高僧記』中の 
「行尊伝」と「覚忠伝」 

来世的 六観音信仰から現世祈願にも 

源信  
「観想念仏」 

  観音信仰は、聖徳太子の法華経信仰に起源する。法隆寺聖徳宗によると、三教義疏は「大乗一仏乗経と空観理解による平等」、つまり万人平等の成仏を説いた。 三教の内、帰着尊重された法華
義疏に登場する救済者が観音菩薩である。 伝来した観音菩薩の功徳と、我が国古代からの魂の継承循環信仰が結び、追善供養が行われた。法隆寺若草伽藍が、蘇我馬子に討たれた穴穂部皇子
と宅部皇子、あるいは祟俊天皇の御陵とされる藤ノ木古墳の東方に創建され、さらに四天王寺の太子殿の側に同じく蘇我氏に討たれた物部守屋らの祠があるのも、その死者追善と太子の「和」の証
である。 その法隆寺や和宗の四天王寺「救世観音」はその功徳を解釈総合する呼称であり、北魏の「家」を中心とした死者追善から、国家レベルの救済に進化した。天智天皇は法相宗義淵に勅し、
のちに観音霊場となる岡寺を創建、また山科法嚴寺には観音像お手彫りの伝承がある。 天武天皇朱鳥元年（６８６年）の日本書紀記事で、観音信仰の依拠経典が「法華経」ではなく「観世音経」とし
て初見される。 これらの史実を繋ぐと、聖徳太子に始まり、天智天皇を経て天武天皇に至る過程で、信仰の典拠収斂が伺える。 
  他界と現世の通交観念が日本民族的に底流し、死者追善と自身の来世往生を願う、しかし一方では、時代状況に応じて現世利益を願うが、最後は来世への継承循環意識に帰着両願した。 この
信仰変遷は、観音信仰に加えて、民間主導で武家にも波及した地蔵信仰にも共通する我が国の信仰特性である。 地蔵信仰も同様に、我が国古代の魂に対する継承循環信仰を前提に、前世来世
の他界観と現世体験に裏打ちされた地獄の概念によって成立。精霊憑依の巫女の流れから子供と関係し、神信仰を中心とした地域社会や黄泉の国との「境」を意識し、そこを祀る場所とした。 他国
と比較し際立って興隆・多様した地蔵菩薩への信仰もまた、農耕など日常に根づき治病利益を願うが、地蔵盆や水子地蔵を証として他界への意識へも回帰習合した。 この信仰の歴史的潮流は、観
音信仰における二求両願と同様である。 不動信仰は、さらに我が国特有である。 古代からの神山信仰と山で関係し、役小角に発祥・象徴される山岳修行に密教の尊格が適合し空海が抽出した。
修験道山伏の活動で「貴族の不動」から「武家の不動」そして「民衆の不動」へと変遷。 藤原道長の往生守護から政敵調伏、現世功徳へと、祈願内容と信仰者が拡大した。地蔵と比較し自然猛威や
物怪、強力なものへの調伏祈願が主である。 注目したいのは、三信仰が全て現世利益への祈願を媒介に、身分社会を超越して伝播したことだ。 このことは逆に浄土信仰が循環的であるのに、貴
族から民間に浸透したことが特殊との認識をもたらす。 空也に前兆し法然・親鸞が大衆化させた口称念仏が、革新的で、往生という目的とは違い口称という方法が現利的であったということだ。  

ハレ 禊ぎ・祓え  
清浄心 再生 

ハレ 禊ぎ・祓え  
清浄心 再生 

縄文・弥生 

出雲・神武 マレビト の受容歓待 

（ 民族的信仰 ） 

空海 

忠快 

日本文化の特性   
基本原理 の 体系より分析 

江戸 成田不動 

法然・親鸞  
「口称念仏」 

阿弥陀・浄土信仰 

国家鎮護 観音信仰 
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江戸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幕末 

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」 

循環思想 和合思想 

自然共生・原生思想 

自然 の 法則 ・ 力 

武家社会 の主従関係   基礎となる朱子学の推移 

天皇・貴族社会 幕府 の思想構造 
皇祖・貴族継承に、武家の現利・徳治主義が重層した構造 

「 天道思想」  

天命 

個人 

徳治主義 

家族主義 

学問 

思考 

実践 

孝 

仁 礼 

義 信 

君子の範 
敬 恵   

温・良・恭・倹・譲 

智  文 

行 

忠 

思 

志 

人間
関係 

王陽明 陽明学 

理・気 

良知実現のため 
実践肯定 

不徳君主に対する 
易位・放伐肯定 

             

孟子  天命 

個人 

徳治主義 

家族主義 

学問 

思考 

実践 

孝 

仁 礼 

義 信 

君子の範 
敬 恵   

温・良・恭・倹・譲 

智  文 

行 

忠 

思 

志 

人間
関係 

理・気 

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 性善説 

下級武士・町衆・農民たち の思想構造 
神仏信仰を日常とし、教育的に儒教が重層した構造。 

基礎的信仰 思想 教育 
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」 

皇祖霊 継承信仰 

皇祖信仰   
「 君臣義合 」 

「 陽明学 」 

将軍 「放伐」 
豊臣氏「放伐」 

公武合体 
徳川 和子 入内 中江藤樹「藤樹書院」 

三教一致論 

伊藤仁斎 
古義学 
「古義堂」 
理 から 情 

石田梅岩 

上田秋成 

佐藤一斉 
「言志四録」 

町衆たちの 「私」の肯定 
 幕府と共同体の共存 「 国学 」 

契沖 

荷田春満 

賀茂真淵 

本居宣長 

頼山陽 
「日本外史」 
「日本政史」 

平田 篤胤 

１８００年 

佐藤信淵 

１７００年 

公武合体 
和宮 降嫁 

１８６２年 

将軍 「放伐」 尊王意識 

「 孟子 」への帰着 

「 朱子学 」 

林羅山 

藤原惺窩 

吉田松陰「松下村塾」 
「講孟箚記」 

倒幕 
大政奉還 

井伊直弼 
安政大獄 

１８５９年 

梅田雲浜 
緒方洪庵 
「適塾」 

橋本左内 

大塩中斎平八郎 

１８３７年 

幕藩内の抗争・葛藤 

天命論から自然 
三教一致 
「心学」 

 
松平定信  寛政異学の禁  

竹内式部 
宝暦事件 尊王・反幕 

「 陽明学」「実践」の肯定 

「知行合一」 

「放伐」の肯定 

天命 

個人 

徳治主義 

家族主義 

学問 

思考 

実践 

孝 

仁 礼 

義 信 

君子の範 
敬 恵   

温・良・恭・倹・譲 

智  文 

行 

忠 

思 

志 

人間
関係 

理 

君臣義合 

父子天合 

朱熹 朱子学 

気 

臣下の忠 

「天理の公」 優先 

水戸学 
「大日本史」幕内尊皇論 
編纂開始 
神代～明治 

朝廷内の抗争・葛藤 山県大弐 

「柳子新論」士農工商は階級ではなく
職務上の分担」と人間尊重を提唱 
明和事件 尊王・反幕 

「 教育 」の普及 
寺小屋 から私塾増加 

朝廷・幕府の内部の葛藤、下級武士・町衆・農民たちの学問から、平等思想、「私」の肯定へ また、幕府側の水戸学や民間の国
学より、根本価値としての「尊皇」が高まる。 ロシアやアメリカなどの開国・国家的危機に際し、攘夷気運となる。 しかし、天皇に
反して弱体外交する幕府に、外国の文明武力への認識を以て、攘夷に代わり尊皇を大義とした倒幕「放伐」を肯定し「実践」する。 

学問と実践 平等意識「私」の自覚 

福岡 
貝原 益軒 

本阿弥光悦  
「本阿弥行状記」 
尊皇・家族主義 

町衆 「共同体」の肯定 平等思想 

井原西鶴「義理人情」 

根本思想 

17 



                    

 「土地山險、多深林、道路如禽鹿徑。有千餘戸、無良田、食海物自活、乖船南北市糴」 土地は山が険阻で、深い林が多く、道路は獣や鹿の小道（獣道）。千余戸あり、良田は無く、海産物を食べて
自活しており、船で南北の市（物々交換の場）に出かけて、糴（てき＝穀物を買い求める 物々交換する）する。 
 「今倭水人好沈沒捕魚蛤、文身亦以厭大魚水禽、後稍以為飾。諸國文身各異、或左或右、或大或小、尊卑有差。」  今の倭の海人は水に潜って上手に魚や蛤を採取する。身体の刺青は大魚や水
鳥を厭うからである。後にやや装飾となった。諸国の文身は各自に異なり、左や右、大や小、身分の尊卑で差がある。 
 「其風俗不淫」 その風俗は淫乱ではない。 

 「種禾稻、紵麻、蠶桑緝績。出細紵、縑綿。其地無牛馬虎豹羊鵲。兵用矛、楯、木弓。木弓短下長上、竹箭或鐵鏃或骨鏃、所有無與儋耳、朱崖同。」 水稲、紵麻（カラムシ）の種をまき、養蚕して絹
織物を紡ぐ。細い紵（チョマ＝木綿の代用品）、薄絹、綿を産出する。その地には、牛・馬・虎・豹・羊・鵲がいない。矛、楯、木弓を用いて戦う。木弓は下が短く上が長い、竹の箭（矢柄）あるいは鉄、あ
るいは骨の鏃、有無するところが儋耳（ダンジ）や朱崖（シュガイ。ともに海南島の地名）に同じである。  

 「倭地溫暖、冬夏食生菜、皆徒跣。有屋室、父母兄弟臥息異處、以朱丹塗其身體、如中國用粉也。食飲用籩豆、手食。其死、有棺無槨、封土作家。始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人
就歌舞飲酒。已葬、舉家詣水中澡浴、以如練沐。」   倭の地は温暖、冬や夏も生野菜を食べ、皆が裸足で歩いている。屋室があるが、父母兄弟は寝室を別とする。朱丹を身体に塗り、中国の白粉

を用いるが如きである。飲食には御膳を用い、手で食べる。 死ねば、棺（かんおけ）はあるが槨（かく＝墓室）はなく、土で密封して塚を作る。 死去から十余日で喪は終わるが、服喪の時は肉を食べ
ず、喪主は哭泣し、他の人々は歌舞や飲酒をする。 葬儀が終われば、家人は皆が水中で水浴びをする。練沐（練り絹を着ての沐浴）のようである。 
 「其俗舉事行來、有所云為、輒灼骨而卜、以占吉凶、先告所卜、其辭如令龜法、視火坼占兆。其會同坐起、父子男女無別、人性嗜酒。見大人所敬、但搏手以當跪拜。」関連記事 『魏略』 其俗不
知正歳四節、但計春耕秋收為年紀。 」 そこの風習では、事を起して行動に移るときには、為す言動があり、すなわち骨を焼いて卜占で吉凶を占う。先ず卜占を唱えるが、その語句は令亀の法の如く、

火坼（熱で生じた亀裂）を観て兆（きざし）を占う。 そこでは会同での起居振舞（たちいふるまい）に、父子男女の差別がない。人々の性癖は酒を嗜む。大人（高貴な者）への表敬を観ると、拍手を以て
跪拜（膝を着いての拝礼）にあてている。 『魏略』そこの風習では、一年に四季があること（歴）を知らない。ただし、春に耕し、秋に収穫をすることを計って年紀としている。  

 「其人壽考、或百年、或八九十年。其俗、國大人皆四五婦、下戸或二三婦。婦人不淫、不妒忌。不盜竊、少諍訟。其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸及宗族。尊卑、各有差序、足相臣服。收租
賦。有邸閣國、國有市、交易有無、使大倭監之。」 そこの人々は長寿で、あるいは百年、あるいは八、九十年を生きる。そこの風俗では、国の高貴な者は皆、四、五人の婦人、下戸（庶民）はあるい
は二、三人の婦人を持つ。婦人は淫乱ではなく、嫉妬をしない。 窃盗をせず、訴訟は少ない。そこでは法を犯せば、軽い罪は妻子の没収、重罪はその一門と宗族を滅ぼす。尊卑は各々に差別や序
列があり、互いに臣服に足りている。租賦を収めている。邸閣（立派な高楼）の国があり、国には市があり、双方の有無とする物を交易し、大倭にこれを監督させている。  
 「及郡使倭國、皆臨津搜露、傳送文書賜遺之物詣女王、不得差錯。」郡使が倭国に及ぶときは、皆、港に臨んで点検照合し、文書、賜物を女王に詣でて送るが、間違いはあり得ない。  

 「下戸與大人相逢道路、逡巡入草。傳辭説事、或蹲或跪、兩手據地、為之恭敬。對應聲曰噫、比如然諾。」 賎民が高貴な人物と道で出会えば、後ずさりして草群に入る。言葉で伝達すべき説明事
は蹲（うずくま）るか、跪（ひざまづ）いて、両手を地に着けて敬意を表す。応答する声は噫（いい）と言い、これで承諾を示す。 

    ひとつの命題がある。 司馬遼太郎氏 と ドナルドキーン氏 の間で議論となった「日本人のモラル」と儒教との関係である。 キーン氏は、そのモラルの原点を儒教とし、司馬氏はその影響は社会体

制へは少なかったが、江戸時代など儒教教育からの影響は認めつつ、それ以前の「オリジナルなモラル」を強調する。 二人共通して「世間」への意識としての「恥」、そして近松門左衛門の歌舞伎か
らは、儒教的に行動しようとして解決できない状況で最後は純粋に自棄に至る、そのことを日本的とする。 キーン氏は、古事記の死後の穢れ「黄泉の国」への意識と、「心中」の動機や死ぬ直前の重
要な意識とを比較して、神道より死後浄土への仏教的意識を指摘した。 その上で、「神道は誕生、日常は儒教、死には仏教」に成る「矛盾した信仰構造」を好評価する。 応えて、司馬氏は、日本文
化の底辺に「皿」として、「死後の黄泉の国意識」以前の「痴呆的空間」なる「古代原初的神信仰」があり、その上に仏教・儒教がのる。 とその構造を結論する。 そして最後に、三信仰を適時利用する
「便宜主義」を特徴として加える。 司馬氏は、その神がいます場所は清められなければならない、とした。以上『日本人と日本文化』より  その「清め」と「モラルの原点」の関係など、以下に検討する。 
 

  古事記以前の信仰とは？ モラルは日常生活に顕れる、日常生活から信仰を読み取る。とすれば、その時代の手掛かりとして一つの記事がある。 略称で「三国志魏志倭人伝」と呼ばれている書

物である。中国西晋の陳寿によって、呉の滅亡２８０年から、陳寿の没年２９７年の間に書かれた歴史書『三国志』。その中の「魏書」第３０巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条のことで、陳寿死後、中国では正
史として重んじられた。 仏教儒教の伝来や、古事記が書かれる４００年以上前、弥生から古墳時代に変遷しようとしていた時代。当時の倭人（日本人）の習俗や地理などについて書かれ、我が国の
状況を文字として確認できる現存最古の書物である。「邪馬台国」はこの書物に登場し、所在が議論を呼んだが、ここでは、その人々の日常生活に注目したい。 以下に該当する部分だけを抽出した。 
  ここで描かれているのは、地域に分散して、漁撈採取、農耕で自活し、窃盗、訴訟が少なく、風俗が整った生活。また、尊卑序列の下、臣服敬意の礼儀ある姿である。そして、葬儀では、喪に服し、
水中練沐したとされる。 つまり、練を着て水に浴することで 「埋葬後に死の穢れを水で洗い清めた」 という事である。 中国から来た人が脚色する理由は無く、これらは事実と考える。 
仏教儒教の信仰、教えもない時代に、これほど整った生活が行われ、古事記よりはるか以前に、死に対する穢れの意識が存在した証拠となる。 この書物で記されている多くの地域小国は、縄文の
漁撈採取を引き継ぎ、弥生の水稲など農耕を併用している。防衛の武具は持つが、この中国人が各所巡訪できる程の安定状態と考える。 地方分権自活型の共和状態である。  
  風習では、事を起して行動に移るときには、骨を焼いて卜占で吉凶を占う。先ず卜占を唱えるが、その語句は令亀の法の如く、火坼（熱で生じた亀裂）を観て兆（きざし）を占う。つまり、自然に問い
かける「卜占」や「卑弥呼（巫女）や鬼道」の語から、背景には原始で自然な神祭祀があり、それを中心に充実した地域生活が営まれていた。 この「地域」が「世間」であり、その「習俗から逸脱」するこ
とが「恥」である。 その神祭祀は、自然を前提とした素朴な信仰であるため、白紙であり、「皿」なのである。  
  また、「死」がもたらす生者の「穢」、その解消方法として「禊」が存在した。 「禊」の行為には、水の中の霊魂を体内に入れ、体と霊魂を結合させるという意味があった。その名残として、水を両手の
ひらで掬って（すくって）飲む動作を『水を掬ぶ（むすぶ）』と言う。 この生命誕生再生の「むすぶ」は、のちの古事記で、神産巣日神（カミムスヒ）高御産巣日神（タカミムスヒ）の神名に顕れる。また、今
日使われている「結ぶ」 は、本来、内在するものを外部に逸脱しないための外的な形である。 生命誕生再生のための自然への信仰、その神のいます場所や、「死」に際した生者は、「むすぶ」力を保
ち再生するために、清められ穢なきものでなければならない。 つまり 「穢」 「禊」の意識は、地域社会における生命誕生継承のための自然信仰に由来するとともに、我が国の人々に儒教以前に「清
浄心」「清明心」を育んだ。 「恥」の原点は「穢」なのである。 両氏対談では、この記事は引用されてない。しかし「日本人のモラル」を議論するには、源流として、前提すべきと考える。  
 

『 魏志倭人伝 』 原文より 

原文 ５，６ぺージ 部分 
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「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：自然なる徳 
仁：仁徳 奉仕、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 

                 

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 

平等思想 

神仏習合 

八百万信仰 

和 の思想 

母系による出雲・神武 
国譲と習合 

縄文・弥生習合 

水 と 産霊（ムスヒ）の信仰 

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 

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 

人間への教え、 
人間から捉えた世界観 
万人平等の成仏 法華思想 
「自然」には言及しない。 
世界を時間軸でとらえる 
意識が強い 

「自然」の中の人間 
自然・水 から誕生する生命 
神は、清浄な場所に来りくる存在 
超越した力を持ち、恐れ畏 
（かしこ）むべき存在 

人間と人間の関係性 
政治思想との関係が強い 

 「禊」と「祓」について  「禊」が身体の穢れを除去して浄める行為を指すのに対し、「祓」は
罪や災いをとり除く行為を指していた。だが、両者は機能が近いこともあり、記紀の時代には
既に、「ミソギハライ」と複合した言い方もされる。 
 

「修祓<しゅばつ>」の際、奏上される祝詞「祓詞（はらえことば）」 より 
「修祓<しゅばつ>」とは、「祓の神事」  「祓」は、神道の神事において、禊や斎戒の後に行わ
れる、重要な意義を持つ浄化の儀式である。 
斎戒とは、物忌み （ものいみ）のことで、ある期間中、ある種の日常的な行為をひかえ穢れを
避けること。 
 

祓は、神を迎え交流する準備として、罪穢れのない清浄な空間をつくる意義がある。 
「神道の根本思想」は、神事に臨む個人のものだけではなく、この世界のあらゆる罪穢れを
徹底的に祓い浄め、「明（あか）き浄（きよ）き正しき直き」境地を求める姿勢にある。 
 

「祓詞（はらえことば）」  
  つくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらに 
   筑紫乃日向乃橘小戸乃阿波岐原爾  
  みそぎはらひへたまひしときになりませる はらへどのおほかみたち 
   御禊祓閉給比志時爾生里坐世留 祓戸乃大神等  
  もろもろのまがごとつみけがれあらむをば はらひたまひ こよめたまへと もほすことを 
   諸之禍事罪穢有良牟乎婆 祓閉給比 清米給閉 登白須事乎  
  きこしめせと かしこみかしこみもほす 
   聞食世登 恐美恐美母白須」 

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。 

  原初的な神信仰から、仏教、儒教の受容と、その日本的な習合、変貌について図解にて整理した。 江戸時代までに徐々形成されてゆく 「神・仏・儒一致」への過程 である。   

その原初信仰は「清浄」や、「水」と関係する。古事記の記事や神名に表現され、祭祀に先立って唱える「祓詞」の「祓戸大神」とは、古事記で黄泉から帰還した伊邪那岐が禊をした時に化成した船戸神
以下十二神の総称。そのあと水中で「海の神」たちを生み、水で身体を洗い、誕生する神々が「洗左御目時、所成神名、天照大御神。次洗右御目時、所成神名、月讀命。次洗御鼻時、所成神名、建速
須佐之男命」である。 神話で重要な神々を生み出す、水と関係した「生命の誕生・再生」への思いである。また天照大御神は「天之眞名井」で、「十拳劒」を「振滌（ふり清め）」て宗像三神たちを生む。 
神産巣日神（カミムスヒ）高御産巣日神（タカミムスヒ） の「産巣日」（ムスヒ）は、生命「霊」（ヒ）の誕生・再生と関係し、その「ムスヒ」は、水の「掬び」でもあり、水中の「霊」を取り込んだ。 

 「霊」と「魂」について  「霊」は万物に宿る精神で、死んで天に昇る「魂」霊と、地上に残る「魄」霊があり、そのため死霊はあると考えられ、死魂は無い。 祖霊神は、その「魂」の集合体である。生前の
「魄」が「穢」で、「禊祓」で封じる。すなわち生前死後の「魂」は、清らかなのである。「魂」は、神格とも関連し、宇迦之御魂神、大國御魂神、布都御魂、国魂などに顕れる。 例えば、倭大国魂神（やまと
のおおくにたまのかみ）は、日本書紀に登場し、日本大国魂神とも表記する。 大和神社（奈良県天理市）の祭神である。 

魂の継承 

自然への恩恵・畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

原初共同体 モラル 
地域生活・祭祀 

日本的仏教 
鎮魂供養 
称名念仏 
地獄と地蔵信仰 
仏壇・盆供養 

日本的仏教 
国家鎮護 
変化観音  
現世利益 
（二求両願） 

不動明王 

日本的儒教 
国学の惹起 
世襲官僚 
 

日本的儒教 
官学分離 
（科挙不採用） 
学問・実用 

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」 

日本的儒教 
天命と習合 
合議・寄合 
情の仁義 

 
神・仏・儒 一致 

徳 の思想 

徳 の思想 

天 の思想 

自然摂理の意味 
治世者の「天道」 
自然運命である「天命」 
徳治倫理運命の「天下」 

「天の思想」とは、原初的には自然摂理をいう。 
古事記の「天之御中主神」 聖徳太子の憲法三条「天覆地
載 四時順行 万氣得通」の「天」。 
儒教の、倫理的応報で天地万物を支配、合理的法則を意
味する「天」、 仏教の天界・四天などの護法神や、道徳的
善行による天界往生する生天信仰にある「天」、老荘思想
では、自然法的なもので運命な「天」、それらの「天」を習合
した思考。 また行動を意味する。 

天 の思想 

和合思想 

日本的仏教 

地域共同体 

定住自活型 

マナイズム  
原始宗教として、タイラーが提唱し
た生命万物の「霊」観念がアニミズ
ム。それの前段階の観念としてコド
リントンがポリネシア信仰で紹介し、
人類学者マレットが提唱。 
超自然的・神秘的な、非人格的な
力の作用(マナ)を定義した。 
      < イギリス 文化人類学 > 

アニミズム 

氏族祖霊の長 

日本文化の特性 基本原理 の 体系より 



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 

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 
      

     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」 

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 

ハレ 禊ぎ・祓え  
清浄心 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 
現実主義 

山岳信仰・道教 

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 
 
 
 

神仏習合 戦神信仰 鎮魂・救済 

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 
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安然・良源 「草木国土悉皆成仏」 


