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「ゐ」は、「為」の草体、ちなみに「ヰ」は、「井」の略体である。  
「為」 の旧字は、「爲」で、ぞうを手なずけるているさま、人為を加えるさまを表現する。 つまり、その文字を使う時、人の意思、主張が顕れる。 
 

今回は、先達たち が主張する、「爲すこと」「爲ること」について、その共通 と相違 を検討したい。 
 

  漢字の故郷、中国政府では、今、「論語」が、注目されている。 ２０１４年５月、習近平 中国国家主席は、中国人民対外友好協会成立60周年記念大会で、 
演説冒頭で「朋あり遠方より来たる、又楽しからずや」と、論語、学而第一の一から、引用している。  中国国家主席は、論語から何を習うか？ 
「爲」の文字は、論語の全２０篇の全篇で用いられ、短文５１２の内、１１９文に登場する。 
 

孔子の言葉 「学而第一」の一は、「子曰、學而時習之、不亦説乎、有朋自遠方来、不亦楽乎、人不知而不慍、不亦君子乎」 と、「学問」と「知る」 価値感の共有を尊ぶ 
 

続いて、その二は、「有子曰、其爲人也、孝弟而好犯上者、鮮矣、不好犯上而好作乱者、未之有也、君子務本、本立而道生、孝弟也者、其爲仁之本與」と、 
有子が曰わく、其の人と為りや、孝弟にして上（かみ）を犯すことを好む者は鮮（すく）なし。上を犯すことを好まずしてして乱を作（な）すことを好む者は、未だこれ有らざるなり。 
君子は本（もと）を務む。本（もと）立ちて道生ず。孝弟なる者は其れ仁の本たるか。  
「孝行悌順」が、人が為す、君子が為す「仁」の基本と説く。 いわゆる「儒教の思想」 君子秩序の論理  仁義礼智信の「仁」が、為すことの根本とする。  

「仁」による徳治、徳治無き治世者への放伐が、孔子の後の、孟子の主張である。  日本では、幕末の吉田松陰に影響する。 
 

そして、一般的に、聖徳太子の十七条憲法の出典とされる文は、その十二である。 
「有子曰、禮之用和爲貴、先王之道斯爲美、小大由之、有所不行、知和而和、不以禮節之、亦不可行也」と、和の通用より、「禮」礼の優位を説く。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 では、聖徳太子は、何を「為」 せ と考えたのであろう。  日本書紀 原文は憲法十七條について、以下の様に記する。 
「 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。」 ここに、礼に依らず、「和」を爲すことが、説かれる。 
 

「冠位十二階」 （ 604年 ）では、「徳仁礼信義智」の 順となる。 
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。 」 
 

 中国の「礼」優位に対して、聖徳太子、日本の「和」、為すことの優位序列の背景には、何が隠されているのか？  
なぜ、親鸞から「和国の教主」と呼ばれたのか    『皇太子聖徳奉讃』  古来わが国の、原初的平等思考は、死せば 「皆、神になる」は、浄土信仰 「皆、浄土にいける」に至る。  
 

「神道」という言葉の初見は、『日本書紀』５８５年頃、聖徳太子の父である用明天皇の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、治世に生かしたと考える。 治世には明文が必要である。 
 

  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？ 太子の「法華義疏」では「一大乗」という言葉で、普遍的な平等統一
を表現している。  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。 憲法四条で初めて登場する、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。 仏教崇敬はよく知られるが、神信仰への事実を忘れてはならない。 
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推定、合理
的な推定をされている。  臣下による天皇殺害は、崇峻天皇5（592）年、蘇我馬子による崇峻天皇暗殺のみが確かな歴史として日本書紀に記されている。 
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「神儒仏一致」  

 あらためて、孔子から学ぶこと、そして、日本文化の特性との共通性や、適合
を考えたい。 
  

 孔子は、紀元前552年頃の春秋時代に、実力主義が横行し身分的な秩序が崩
壊されつつあった周末、魯国の昌平郷で生まれた。 
周の開祖である文王や、周創始者の武王の異母弟である公旦への復古を理想
として、仁道政治による秩序構築を追及した。  
 

 文王は、紀元前１０００年頃、殷の臣下として仁政を行い、暴君である紂王に最
後まで仕えた。のちに儒教の基本書籍である五経の筆頭に挙げられる経典『周
易』（または『易』）図像である卦画像と、卦の全体的な意味について記述する卦
辞（かじ）を記した。 
その子、武王は暴虐政治が続く紂王を討ち、周を建国した。 
のち「放伐」（臣下による王討伐）は儒教で議論の焦点となる。 
 公旦は周の分国である魯の開祖となる。 
礼学の基礎を形作ったとされ、周代の儀式・儀礼について書かれた『周礼』、『儀
礼』を著した。  
文王、武王、公旦は、いずれも、暴君であった紂王を反面教師として、仁政に努
めたのである。 この約500年に、孔子が生まれ、文武両道の公旦を理想の聖人
と崇め敬慕した。 
 公旦は、周の封建制度をはじめ、数々の諸制度を制定し、社会的ルールや慣
習を整えたが、特に「礼」で、社会規範の基礎を構築した。 元来、「礼」とは、祖
先を祀る祭祀の儀礼で、儀礼を通じて氏族連帯を強化させる役割をなした。 社
会生活に必要な規範として、行動や発言を統制する、礼儀作法として取り入れ、
他者への敬意を表現、社会秩序の安定を維持させるものとなった。 
 孔子は、近隣の斉で政治参加するも受け入れられず、魯に戻り、また衛・陳・
匡・曹・宋と諸国遍歴、最期はまた魯に戻り、六経（易・書・詩・礼・楽・春秋）を編
纂した。 
 

 孔子は、人間社会の争乱の中で、乱れた秩序に疑問し、「然るべき人間関係」
を考えた。 同じ時代、違う環境で、その時に、考えるべきことを、自然に考えた。 
論語に残る言葉から、「自然たる人間関係、治世とは」を、思考したと考える。  
人生の目的と、人と人の関係性に自然を思考した。 
 人は天「命」を自覚し、「学」び、「思」考することで信条・思想を持ち「行」いを重
んず。 人間関係である「志」では、「信・義・忠」をこころがけ、「仁」を以て「礼」を
尽くす。 さらに君子は、「温・良・恭・倹・譲」を備え、「敬・恵」を行い、「範」となら
なければならない。 家庭を社会の基本とし、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。  
 
 そのあとの、儒家は、孔子の教えを、より自然に、より現実的に強調した。 
その考えには、それぞれの生まれ、育った環境が影響した、と考える。 
 朱熹は、今の福建省、中国南部山地に生まれ、より自然な力、未知なる 自然

の実体に注目し、自己の外にある根本的実在を「理」を問いた。  
 王陽明は、今の上海の南方、中国中部の長江河口地域の都市部に生まれた。
明時代、皇帝寵愛を受け朝政を専断し、後に皇位簒奪をもくろんだ宦官 劉瑾
（りゅう きん）を批判したため追放された。その時、孟子の性善説に立ち、陽明学
を誕生させた。 
  

  自然なる思考の朱熹から、人間思考に回帰した王陽明は、人間内面に存在す
る 自然平等なるものとして「気」に一元した。  
その後、皇帝 正徳帝が放蕩し、国家が衰弱したことは、不本意であったと思う。 
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 『涅槃経』に「諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂」とある。「諸行は無常であってこれは生滅の法であり、生滅の法は苦である。この生と滅とを滅しおわって、生なく滅なきを寂滅とす。寂滅は即
ち涅槃、是れ楽なり」 寂滅爲樂の「爲り」は、教えを強調する。『スッタニパータ』（経集）と共に最古の原始仏典『法句経』（ほっくぎょう）ウダーナヴァルガに掲載された、釈迦の指針的語録に登場する。 
 

  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。それら原始経典から、釈迦がどのように考え、どんな教えを説いたか？を、検証追論。 
花園大学文学部仏教学科教授の佐々木閑先生は、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「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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絹本著色 
釈迦如来像 
国宝 平安時代 
神護寺 
平安末期の仏画。 
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  「最も不自然なるもの」による、「自然（じねん）なるもの」、「自然（じねん）たるもの」への思考。 これが、我々人間、先達たちが目標とした大きな命題である、と考える。 
これまで本論では、日本文化を理解するため、「我が国古代の神への信仰と変遷」を確認し、「ブッダの教えやその後の大乗仏教諸宗の信仰」と「孔子の教えや儒教の展開」を理解した。 そして、そ
れらが、我が国で「変化と習合」を辿り、日本文化を形成してきたことを、原理の検証と併せ確認してきた。 その三要素、神仏儒の習合は、「聖徳太子の教え」を起点とし、奈良時代の神仏習合から、
幕末までの儒教の影響を加えて分析した。 その行程で気づいたことは、自然なる神信仰については、当然であるが、ブッダや孔子、そして聖徳太子がいずれも「自然なるもの」、「自然たるもの」を思
考してきた事実である。 我々に必要なことは、自然の恩恵、脅威を忘れず、人間として、自らは然るべきことを為すことであり、 自然調和な社会、生活が自然と生まれ、継承できる、と考える。 
 

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

 本論文では、すでに「はじめに」で、自然についての「人間の問いかけ と その解」について、人間の「識」に依るところの限界を提示されている。 当方論中の「ブッダから学ぶこと」でも、ブッダは、冷
静に人間の煩悩を見つめた。そして人間の限界に気付いた。縁起の中で無常なる自然のあり様に学び、その尊厳を感じ、人間の限界に気付き、自然の中の人間の立場を悟った。その悟りが執着か
らの解放で、 「智慧の完成」 すなわち「般若波羅蜜」である、と 考えた。 
 孔子についても、「自然たる人間関係、治世とは」を思考したと考える。 人生の目的と、人と人の関係性に自然を思考した。 人は天「命」を自覚し、「学」び、「思」考することで信条・思想を持ち「行」
いを重んず。 人間関係である「志」では、「信・義・忠」をこころがけ、「仁」を以て「礼」を尽くす。 さらに君子は、「温・良・恭・倹・譲」を備え、「敬・恵」を行い、「範」とならなければならない。家庭を社会
の基本とする。君子との関係より、より自然に家族、親子関係、子の「孝」を優先した。朱熹は、自己の外にある「理」こそ自然とし、孟子や王陽明は人間内面に自然平等なる「気」に一元した。 
 聖徳太子は、自然調和な神信仰たる「和」の思想を前提に、「仏」への崇敬、「法」「僧」で具体化した、と考える。 なぜなら、その教学は「三教義疏」 の主である「法華経」であり、そこでは、時間と空
間を超越し、万人に平等な慈悲力、「自然の力」を表現している。そして「冠位」では、本来は「仁義礼智信」の儒教から、自然なる条件として治世者の「徳」を前提に 「仁礼信義智」と序列した。 
自然調和な神信仰は、明文化されていなかった。 太子は、その日本的な和合調和な文化を基礎に、三法崇敬で方便し、冠位で表現した、と考える。  
「不自然なるもの」の、「自然なるもの」「自然たるもの」への、大いなる思考である。 以下左部に、その関係を図解する。中央の図が人間から自然への接近、右図が「自然なる日本の文化信仰」である 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

和 の思想 

自然共生・原生思想 

清浄心 清明心 

霊（ヒ）の存在 
清浄な水に宿る魂 
穢・祓い 

水 山の信仰 魂の継承 

自然への恩恵畏怖 
樹木・狩猟の地 
雷・災害の地 

 無差別・無分別  

和合思想 

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

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

循環とその継承 
自然たる持続   

現実、現在の 
自然たる恩恵   

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

未知なる 自然の実体 

人間の識から捉えた自身 

ブッダ 自然なる人間とは 

人間の識 から捉えた自然 

未知なる人間の 自然なる自身 

自然なる力 神信仰 

大乗仏教の方向 

神信仰 （日本）  

般若（超越的智慧） 

神仏儒  
共通する自然思考で習合 

平等 と 差別 のゆらぎ 
理想 と 現実  

矛盾を乗り越えた 和合・均衡  

平等 

時間的 差別 空間的 差別 

人間 の 識 による 差別の世界  

禅 

自然への接近  

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 なる 生き方 

奉仕 
反省 

実利 
対策 

教養 実業 

理 （根本的実在） 

朱子学の方向 

聖徳太子 自然なる 治世とは 

陽明学の方向 

孔子 自然たる人間関係、治世とは 

人間の識から 
捉えた他者 

未知なる他者の 
自然なる他者 
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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 

「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 

5 



孔子の思想 「論語」  人理と治政 
 
 孔子の話を弟子たちが記録、纏めたものが『論語』である。 また、「詩書礼楽」の四教で弟子を教えた 
全20編で、512の短文で構成されている。 編の名称は各編の最初の二文字（または三文字）を採ったものであり内容上の意味
はない。 冒頭、学而（がくじ）第一、為政（いせい）第二から始まる。 
 一般的に儒教は、五常（仁、義、礼、智、信）という徳性を充実させ、孟子が提唱した五倫（父子、君臣、夫婦、長幼、朋友）関
係を維持することを教える。とする。 しかし 『論語』が学而から始まる通り、「学」すなわち学問重視、学問による思考、継続、
教育の重要性を説くこと、に注目しなければならない。学んで発言した内容を、行動することを重んじたことも忘れてはならない。  
なぜなら、このことはのちに、我が国、幕末において、「尊王攘夷・倒幕の実践」に繋がる からだ。 
 
 

  図解参照。 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、君子との関係より家族関係、特に親子関係、子の「孝」を優先する。と、孔子は説く。 
 

「仁」 人を思い遣る事。「義」 利欲に囚われず、なすべきことをなすこと。「礼」 仁を具体的な行動として表したもの。宗教儀礼で
のタブーや伝統的な習慣・制度。人間の上下関係で守るべきことを意味する。 「智」 学問に励むこと。「信」 言明を違えないこと、
真実を告げること、約束を守ること、誠実であること。 「忠」かたよりの無い心。「敬」謙虚、慎重に行うこと。「恵」恩を施し情をも
つこと。 「温」おだやか。「良」すなお。「恭」うやうやし。「倹」つつましやか。「譲」ひかえめに。 

                       

堯曰  20-05   【 天命 】 

孔子曰、不知命、無以爲君子也、不知禮、無以立也、不知言、無以知人也 
孔子の曰わく、命を知らざれば、以て君子たること無きなり。礼を知らざれば、以て立つこと無き
なり。言を知らざれば、以て人を知ること無きなり。 ・ 孔子が言われた、「天命が分からないよ
うでは君子とは言えない。［心が落ち着かないで、利害に動かされる。］礼が分からないようで
は立ってはいけない。［動作が出鱈目になる。］言葉が分からないようでは人を知ることが出来
ない。［うかうかと騙される。］」  
 

八佾 03-03   【 人理 治政 】 
子曰、人而不仁、如禮（礼）何、人而不仁、如樂何、  
子の曰わく、人にして仁ならずんば、礼を如何。人にして仁ならずんば、楽を如何。  
先生がいわれた「人として仁でなければ、礼があってもどうしようぞ。人として仁でなければ楽
があってもどうしようぞ」  
 

学而  01-10   【 治政 】 
子禽問於子貢曰、夫子至於是邦也、必聞其政、求之與、抑與之與、子貢曰、夫子温良恭儉譲
以得之、夫子之求之也、其諸異乎人之求之與 

子禽、子貢に問いて曰わく、夫子の是（こ）の邦に至るや、必らず其の政を聞く。これを求めたる
か、抑々（そもそも）これを与えたるか。子貢が曰わく、夫子は温良恭倹譲、以てこれを得たり。
夫子のこれを求むるや、其れ諸（こ）れ人のこれを求むるに異なるか。 ・ 子禽が子貢にたずね

ていった、「うちの先生（孔子）はどこの国にいかれても、きっとそこの政治の相談を受けられる。
それをお求めになったのでしょうか、それとも［向こうから］持ちかけられたのでしょうか。」子貢
は答えた、「うちの先生は、温（おだやか）で良（すなお）で恭々（うやうや）しくて倹（つつま）しく
て譲（へりくだり）であられるから、それでそういうことに［どこの国でも政治の相談をうけられるこ
とに］なるのだ。先生の求めかたといえば、そう、他人のもとめかたとは違うらしいね［無理をし
てことさらに求めるのとは違う。 
 

公冶長 05-16   【 治政 】 
子謂子産、有君子之道四焉、其行己也恭、其事上也敬、其養民也惠、其使民也義、  
子、子産（しさん）を謂わく、君子の道四つ有り。其の己れを行なうや恭、其の上（かみ）に事（つ
か）うるや敬、其の民を養うや恵（けい）、其の民を使うや義。 ・ 先生が子産のことをこう云わ
れた、「君子の道を四つそなえておられた。その身の振る舞いはうやうやしく、目上にに仕える
にはつつしみ深く、人民を養うには情け深く、人民を使役するには正しいやり方だ」  

学而 01-01  【 人理 学問 】 
子曰、學而時習之、不亦説乎、有朋自遠方来、不亦楽乎、人不知而不慍、不亦君子乎  
子の曰わく、学びて時にこれを習う、亦た説（よろこ）ばしからずや。朋あり、遠方より来たる、亦楽しか
らずや。人知らずして慍（うら）みず、亦君子ならずや。  
・ 先生がいわれた「学んでは適当な時期におさらいをする、いかにも心嬉しいことだ。（そのたびに理
解が深まって向上していくのだから） だれか友達が遠い所からからも尋ねて来る、いかにも楽しいこ
とだ。（同じ道について語り合えるから）人が分からなくても気にかけない、いかにも君主だ。 
 

為政 02-15   【 人理 学問と思考 】  子曰、學而不思則罔、思而不學則殆 
子の曰わく、学んで思わざれば則ち罔（くら）し。思うて学ばざれば則ち殆（あや）うし。 
 ・ 先生がいわれた、「学んでも考えなければ［ものごとは］はっきりしない。考えても学ばなければ［独
断に陥って］危険である。」  
 

為政 02-13   【 人理 実践 】 子貢問君子、子曰、先行其言、而後從之 
子貢、君子を問う。子の曰わく、先ず其の言を行い、而して後（のち）にこれに従う。 ・ 子貢が君子の
ことをおたずねした。先生はいわれた、「まずその言おうとすることを実行してから、あとでものをいうこ
とだ。」  
 

里仁 04-22   【 人理 実践 】 子曰、古者、言之不出、恥躬之不逮也 

子の曰わく、古者（こしゃ）、言をこれ出（い）ださざるは、躬（み）の逮（およ）ばざるを恥じてなり。 
 ・ 先生がいわれた、「昔の人が言葉を［軽々しく］口にしなかったのは、実践がそれに追い付けないと
を恥じたからだ。」  
 

述而  07-24   【 人理 総論 】 子以四教、文行忠信 

子、四つを以て教う。文、行、忠、信。 ・ 先生は四つのことを教えられた。読書と実践と誠実と信義だ。 
 

子路 13-18  【 家族主義 】 葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之
直者異於是、父爲子隱、子爲父隱、直在其中矣 
葉公（しょうこう）、孔子に語りて曰わく、吾が党に直躬（ちょくきゅう）なる者あり。其の父、羊を攘（ぬ
す）みて。子これを証す。孔子の曰わく、吾が党の直（なお）き者は是れに異なり。父は子の為めに隠
し、子は父の為に隠す。直きこと其の内に在り。  
・ 葉公が孔子に話した、「私どもの村には正直者の躬という男がいて、自分の父親が羊を誤魔化した
ときに、息子がそれを知らせました。」孔子は言われた「私どもの村の正直者はそれとは違います。父
は子の為に隠し、子は父の為に隠します。正直さはそこに自然に備わるものだ」  
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『孟子』の思想  孔子の教えに内在していた君主の徳治主義（義務）から、易位・放伐を肯定。 朱熹や王陽明に影響した。 
孟子は仁・義・礼・智という四徳（しとく）を重んじ、人の生まれながらにして持っている善の本性をなすための素質、つまり四端を
修養すれば誰でも四徳を身につけた有徳な人格者になれると、性善説を説いた。「四端」とは「四つの端緒、きざし」という意味で、 
「惻隠」（他者を見ていたたまれなく思う心） 「羞悪」（不正や悪を憎む心）または「廉恥」（恥を知る心） 「辞譲」（譲ってへりくだる心） 
「是非」（正しいこととまちがっていることを判断する能力）である。 春秋時代以上に下剋上様相が強まった戦国時代に生きた孟
子は、四徳を失い覇道に突き進む覇者は人心を失い国家を統治することはできず、天は天命を革（あらた）めて（革命）、 
四徳を身につけて、王道に突き進む王者にとって変わる（易位）、つまり放伐革命の理論を正当化した。 
我が国で影響を受けた吉田松陰が、野山獄や村塾で『孟子』を講義、その記録である『講孟箚記（余話）』（こうもうさっき）を残した。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

朱熹（1130年 – 1200年）の思想  朱子学  
南宋の朱熹は儒教の最高経典「古文尚書」の真純性を見直し、 『礼記』から「大学」と「中庸」として、分割編纂・欠文推論した。
『詩・書・礼・易・春秋』の五経主義から、 『大学』『中庸』『論語』『孟子』の四書主義をとった。 
儒教から新しい学問体系を構築、日本では朱子学とよぶ。中国では、朱熹の先駆者、北宋の程頤と合わせて程朱学などと呼ば
れ、宋明理学に属す。道学とも呼ばれた。 
人間や物に先天的に存在するという「理」に依拠して学説が作られているため理学（宋明理学）、漢学に対して宋学と呼ばれた。 
朱熹と呂祖謙が周濂渓や張横渠たちの著作から『近思録』（きんしろく）を編纂、南宋 1176年に刊行された。 
 

「理気二元論」 形而上学的原理 （世界の普遍的な原理について、理性的な思惟によって認識する原理） 
根本的実在を「理」、この世の中の万物を構成する要素を「気」とする。理は形而上のもの、気は形而下のものであってまったく別
の二物であるが、たがいに単独で存在することができず、両者は「不離不雑」の関係であるとする。 
 

「性即理」 倫理学：人間の生き方を論じる。 
人間の本性と宇宙の根源を一致させた生き方によって聖人たることを目指した。 「性」は心が静かな状態。「性」が動くと「情」にな
り、さらに激しく動きバランスを崩すと「欲」となる。「欲」にまで行くと心は悪となるため、たえず「情」を統御し「性」に戻す努力が必
要とされるというのが、朱子学の説く倫理。 
「性」のみが「理」に当たるとし、「理」は人に内在する理（＝性）であると同時に、外在する事物の「理」でもあるとされる。つまり
「理」の遍在性・内外貫通性が朱子学の特徴。自己の心ではなく、自己の外にある事物探求により真理を得られるという考え。 
 

「格物致知」方法論：聖人になる方法 
窮理（理を窮める）の説。朱子は『大学』からとった「格物致知」をその方法論とした。ものに格（いた）ることによって知を完成する。 
「格物」は「物に至る」ということで、万物にそなわる理を窮める「窮理」と同じ意味の語だとし、物に格り理を窮めることから知識を
推し進めて「知を致す」、これが「格物致知」ということだと説いた。 
 

清純の気を受けた聖人に対して、濁駁の気を受けた凡人・愚人にとって、本来素質の美である人情は、好悪均衡が崩れやすい。
そのため、「私」より、聖人の行為である「天理の公」が優先される。 また、濁駁の清純の転化の方法を、『大学』の八条目（格物・
致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下）に説く。 君主の「仁」より、臣下の「忠」が強調される。但し、不徳君子に対しては、
臣下の関係解消を認める。 ここに、『孟子』の影響、「放伐」への可能性を秘める。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

王陽明（1472年 – 1529年）の思想  陽明学  
孔子の孫の子思の門人である孟子の「性善説」の系譜に連なる。 当初は「王学」。漢唐の訓詁学などとの違いから朱子学同様
に「（宋明）理学」と呼ばれる。 同じ理学でも朱子学と区別する場合は「心学」、「明学」、「陸王学」と呼ばれる。 
朱子学批判から出発し、時代に適応した実践倫理を説いた。 心即理・知行合一・致良知の説を主要な思想とする。 
弟子たちが王陽明の手紙や言行などをまとめた『伝習録』があり、日本には江戸初期に伝来した。 
 

「理気一元論」 
「性」・「情」をあわせた心そのものが「理」であるという立場。この解釈では心の内にある「性」（＝理）を完成させるために、外的な
事物の理を参照する必要は無いことになる。 外的権威である経書、さらに政治権威の軽視に至る危険性をはらむ。 
 

「心即理」倫理学 
朱子の「性即理」の反措定として陸象山が唱えた概念で、王陽明が継承。 陽明学は、「聖人の道はわが心のうちに完全にそな
わっている。理を（外部の）事物に求めるのは間違っている」と考え、「心即理」と説いた。学問の目的は、「致良知」＝各人に生ま
れながらにそなわっている心（良知）を実現することにあるとした。  
良知とは、知（認識）と行（実践）を統一したものでなければならず（「知行合一」）、人にそなわった直感的道徳力である、と説く。 
つまり、この考えは自己の良知によって物事に天理を措定していく社会的実践性を持つ。 
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父子天合 

朱熹 朱子学 

気 

臣下の忠 

「天理の公」 優先 

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 

人間
関係 

孟子  

不徳君主に対する
臣下の 

易位・放伐肯定 性善説 志 
 

信 

志 
 

信 

志 
 

信 
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  本題、現代への活用において、禅から学べることを整理したい。 仏教諸宗の中でも、特に、禅は、現利思想の代表として、武家社会に根付き、また九条家の東福寺や、亀山天皇の南禅寺、花園
上皇の大徳寺、妙心寺と、貴族社会にも大いに影響した。 古代社会や、貴族社会に比べ、その時代の方がより、現代の競争社会に近いものがある。  

自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

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 

無心 

知恵 

意気 

大安心 間・ゆとり 日々是好日 

悟り 

＋ 知識 

差別 

平等 

禅の構造 

活力 

  大徳寺の塔頭、大仙院は、永正6（1509）年、大聖国師、古岳宗亘（そうこう）禅師によって創建された。利休事件の影響で危機となる
大徳寺を、豊臣秀吉から守り、また、織田信長の葬儀を大徳寺で営んだ三代目住職の古渓宗陳。 江戸幕府の法度に対抗し、勅命を
得て（紫衣事件）、大徳寺住職となった沢庵 宗彭（たくあん そうほう）ら、先達たちが住した、古刹である。 
  現在、閑栖として住されている 尾関宗園先生の著書から引用し、以下に纏めた。 
主たる参考著書「英語対訳で読む禅入門」「大安心 心配するな なんとかなる」「不動心」 他  
 

 禅の定義  
座禅と釈迦の教えを通して、人の心の中にある仏心、すなわち「悟りの境地」に近づくための道程のこと、心の持ち方である。 
自分自身をみつめ、精一杯現実に立ち向かっていく気概、生命の火種である「意気」を養うこと、である。 
また、差別から平等に至る道。 体験の積み重ねによって、ものごとの本質を直感的・総合的にとらえること、とされる。 
  まず、「無心」、すなわち知識にとらわれず迷いのない心となること、差別を無くすことで、全てのものごとを平等に理解する「悟り」とな
る。 そして、依存心を無くし「知恵」を、自ら開発することで、「意気」が磨かれ「大安心」が得られる。「大安心」が人間関係でのゆとりの
「間」や、「日々是好日」と思える心をもたらす。 その主旨の構造を図解した。 
また、その基本の「坐禅」は、「ただひたすら坐る」を表す「只管打坐」は、自然と一体になること、大地の上に真っ直ぐ背骨を伸ばし、自
分自身と向き合うこと、とされる。 著者ご自身が観ぜられた「矛盾」を乗り越えていく、その心から誕生した言葉である。 
 

 概論すると、つまりは、自分自身の内に、自然（じねん）なる価値感を確立し、そこから知恵、意気、大安心と連なり生まれ、最終的に、
超自然、超理論が表出する、と説かれている。 と考える。 
 

 当論「ブッダから学ぶこと」では、、客観で人間、事物を捉えること、その客観において、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。 ブッダは、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、と考えた。 
この「禅」について語られる著者と共通することは、やはり、差別無く平等な自然たる価値感を基礎とすることである。  
 

 玄侑宗久氏は、臨済宗妙心寺派福聚寺のご住職で、東北震災後も福島県にあり、復興支援にも携わる。 
その著書「禅的生活」では、朱子学では、絶対的真理である「理」、その表れとしての現象を「気」と表現する。 理気は「不即不離」という
ものの、現実には現象に応じた対処が求められる、とされる。 禅的には、「一切空」と見るのが「平等」の世界、色に即した見方が「差
別」の世界。 悟りの世界である「不二」だけでは、現実の「不一」の世界は押しきれない。「往相」で「不二」になったものを、「還相」では
「不一」に戻さなければならない。 平等の原理に立ちつつ、常に差別の具体に寄りそうことが「禅的な生き方」、とされる。 尾関宗園氏
もまた、「矛盾」に葛藤し立ち向かい「断を恐れず」乗り越えてことが「禅のあり方」、とされた。  
 

 自然なる「平等」と、現実の「差別」との矛盾。 玄侑宗久氏は、そのことを認識した上で、あくまでも「方便」として継続的な「一」である、
ゆるやかなる「志」を持つ。 そのことで、本来、諸行無常の生を持つ我々人間たる人生がまとまる。 
「安心立命（あんじんりゅうみょう）」を持って、現実との矛盾でゆらぐ「風流」を楽しもう、と結ばれている。 
 

 つまり、人間の内なる自然（じねん）に立ち戻り、白紙にした状態、平等な意識から、ものごとを考え、知恵を出し、生きる活力である
「意気」を磨く。 外なる自然（じねん）と一体となる坐禅で、自然と自分自身と向き合える。人間の内外に存在する自然が基礎である。  
 人間の内外にある自然を意識することは、仏教である禅は、当然ながら「ブッダから学ぶこと」と共通する。 しかし、修行者ではなく、
現実社会で生活する人間には、尾関宗園氏の「知恵」「意気」「大安心」や、玄侑宗久氏の「志」が必要であり、悟りの「不二」、現実の「不
一」の間で「風流」ともなろう。 つまりは、 「ブッダと大乗 ふたつの仏教」の矛盾する関係に対する、対処の提言である。 
 そしてなにより、その対する二極の矛盾を、我々、日本人は均衡させ和合習合してきたと考える。 禅が日本で根付き、そこから茶道
など多くの文化が誕生した歴史が、そのことを証明してくれる。その対比、矛盾関係を、これまでの「日本文化の原理」で、図解した。 
 

 本来、循環とその継承思想は、自然の法則・力の中でも原初で重要な信仰である。 しかし、現実的生活のその時々、瞬間には直接
的な利害は少ない。 つまり実生活に不自由が無い時は、この重要性に気がつかない。その価値を振りかえらない。 
平安時代末、混乱期の上皇たちの熊野詣、元寇に対する亀山上皇の石清水八幡宮祈願、幕末、孝明天皇の攘夷祈願など、神への信
仰は、その祈願する内容は現実的ではあるが、祈願する対象は継承されてきた信仰である。 現利思想も、本来は自然の恩恵を祈願
する「山の神」「田の神」などへの信仰が原点である。 自然現象が科学的に解明されてきた今日、この信仰も行事としての意味が強い
かもしれない。 都市生活では信仰より「知恵」が必要な時代でもある。 原理の体系は、信仰の体系から、生き方や仕事の仕方の体系
として、適用させなければならない。なぜなら人間自身は何も変わらず、自然の恩恵や恐威もまた変わらない、いや近年の比較では、
恐威は増している。 人間の内外にある自然が基礎であることを禅から学び、そして、その我が国文化の背景として、自然を頂点とする
このような原理を意識した「意気高揚の啓蒙」が必要ではないだろうか。 

超自然、超理論を表出 

自然なる価値感 

平等 と 差別 のゆらぎ 
理想 と 現実  

矛盾を乗り越えた 和合・均衡  

循環とその継承 
自然たる持続   

現実、現在の 
自然たる恩恵   

[自灯明] 
依存心を無くし 
自ら知恵を開発 

尾関宗園氏 著書より 作成 

「日本文化の原理」 から解釈した 禅からのアプローチ   

平等 

時間的 差別 空間的 差別 

人間 の 識 による 差別の世界  

禅 

自然への接近  
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 あらためて、ブッダたる釈迦から学ぶこと、そして、「日本文化の特性」との共通
性や、適合を考えたい。 ブッダ（サンスクリット語: बुद्ध, buddha）は、「悟った人」
を意味する、釈迦の尊称である。 
 

 ブッダは、「執着」と「識」を止滅し、世界観や価値感など一切の仮構を否定し、
真実を求めた。 「縁起」、つまり自然（じねん）を原理とする、「絶対平等」と「生
成流転」が真実とする。 初期仏教が、ありのままに観た自然とは「生成流転」で
ある。 環境によって変化する「因縁」により「生成」する。そして「生成」されるも
のもまた変化する。 「生成流転」の事実が「仏教の自然」であり、そして、「最も
不自然な在り方」をするものが「人間」である。  
                   （ 本論文 「自然 から 学ぶこと」 に 詳細記述 ）  
 
 ブッダは、冷静に人間の煩悩を見つめた。 
当論で、その結果 『ブッダは、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』と 考えた。 
 
     「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。   
 
  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と考えた。 
 
 
 
 
 大乗仏教では、自己の悟りと他者を悟りに導くことで、共に彼岸に行き、その成
就を目指す。 
 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。 
 
  

  

                  

ブッダ   
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。 

自然の恩恵、脅威を忘れない 

公正 と 慈悲 

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

蓄積 と 継承 知恵 と 徳業 

社業 教訓の継承 
家庭 子孫育成 

社業 誠意の体現 
家庭 賢明堅実  

文化継承的 活動 生活経済的 活動 

自然 への 尊厳・畏怖  真理 

「神の思想」 自然の下に生かされている 

組織 
 
道理認識 
公平正大 
責任自覚 
創意工夫 
 実績・事件 の 検証・反省 課題・目標 の 解決・対策 実務 

理想 

原理 の現代的表現    

均衡 と 連携 

奉仕 実利 
教養 実業 

ブッダ から学ぶこと 

根本的立場 
「ありのままに知る」 
「ありのままに語る」 

無常たる変化の世界 

「諸行無常」「諸法無我」 
永遠不変な実体は無い 

教えのウエイト 

大乗仏教 

自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

日本文化の原理   

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

循環思想 とは 
 

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

現利思想 とは 
 

現世利益 合理思想 
現実主義 
   

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

「神儒仏一致」  

和合・現利思想は、大乗仏教と適合した 
天台智顗 「 三諦円融 」との適合 
特に密教は、現利思想で一致した。 

出家主義 （ 非日常 ） 

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。 

『法華経』 『涅槃経』  
「ジャガータ伝説」による三劫成仏 
前世の釈迦が一切衆生救済の菩薩行をした。 
善根で、皆も未来にブッダになれる。 
「利他行」 
自分の解脱よりも他者救済を優先する 

循環思想 から 和合思想へ 
地獄信仰を前提に 浄土信仰は、万人往生で適合した  

適合 

自然調和な社会、生活が 
自然と生まれ、継承できる。 
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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） 

「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 

「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。 
以下に、「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 

般若心経 



                  

中国   春秋時代 

秦嶺・ 
淮河線 

インド 十六大国時代  釈迦と孔子出現について、歴史的風土的背景から確認したい。 同じ様な時代であるのに、なぜ、彼らは異なる事を考え、違う教えを生みだしたのであろう。 

釈迦は、自然崇敬な環境の中で、支配的な身分社会に疑問し、「ありのままの人間」を考えた。 孔子は、人間社会の争乱の中で、乱れた秩序に疑問し、「然るべ
き人間関係」を考えた。 同じ時代、違う環境で、その時に、考えるべきことを、自然に考えた。 自然なる人間と、自然たる人間関係を考えたのである。以下解説。 
 

 釈迦が生まれた今のインドの地は、多様な気候を持つ。 現在、森林面施は国土の約２０％だが古代は広域にあり、北部を主に河川流域が広い。 西部の砂漠、
南部の高原 広い沿岸部では、海洋から直接、気圧変化の影響を受ける。また、日本と比較し赤道に近いことや、北部ヒマラヤ山脈の影響で、モンスーンなどで
激しい気候変化となる。 首都ニューデリー付近では、１０月から３月が乾季で平均気温約２０度、４月から９月は平均気温約３０度で、前半が乾季、後半が雨季。 
一方、北部東西地域を中心に河川流域は肥沃で、紀元前３０００年頃～１９００年頃を主説とし、インダス文明繁栄の理由となった。 
 ムンダ人やドラヴィダ人を中心としたその文明地域に、同１３００年頃、西方から白人系遊牧民のアーリア人が侵入し定住、支配した。 その支配原理が、身分制
度「ヴァルナ（カースト）」であり、現在まで続いている。 アーリア人が創出したバラモン教、その聖典が、『リグ・ヴェーダ』（ऋग्वेद Rigveda）など、古代インドで「知

識」を意味する「ヴェーダ」である。バラモンとは、サンスクッリト語の「ブラフマンに属する」意味であるブラーフマナを音訳した漢語「婆羅門」、それを日本で音読み
した言葉である。 司祭階級を意味するバラモンを頂点に、クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラが、宗教的身分階層である。 その「ブラフマン」（ब्रह्मन ्brahman）は、

バラモン教や、紀元前８００年頃から形成されるウパニシャッド哲学において「宇宙の根本原理」とされる。 バラモン教が変質し４００年頃から興隆するヒンドゥー
教では「宇宙の創造を司る神」とされる。 ヒンドゥー教は、バラモン教の身分制度を継承し土着の神々信仰を取り込んで誕生、現インドの主たる宗教となっている。 
 つまり、「ブラフマン」の理解が、インドの信仰理解に直結する。 前述の『リグ・ヴェーダ』には、「太陽神」のウシャスたち、「太陽の光照作用の神格」のヴィシュヌ、
「モンスーン」の神格であるルドラ、「天地両神」のディアウスとプリティヴィー（仏教でディアウスは虚空蔵、とプリティヴィーは地蔵）、「激しいかみなり」である雷霆
（らいてい）のインドラ、そして、「ブラフマンの主」を意味するブラフマナス・パティ（祈祷者）の歌が掲載されている。 その歌は、「真理を具現化する讃歌・祈祷」の
意味を含む、とされる。ブラフマンと同一であるとされるアートマンは、サンスクリット語Atma を語源とし、個の中心にあり認識をするものである（梵我一如）。 
ガンジーのマハトマは、「マハー（महा）」 （偉大）と「魂」の意味のマートマンの、マハートマー「偉大なる魂」の意味。 マハラジャとマハラニは、偉大な王と王妃。 

 『ヴェーダ』を聖典とするバラモン教は、冒頭の通り、豊かではあるが比較的激しい自然環境から誕生した、天・地・太陽・風・火などの自然神への崇拝を原点と
する。 しかし先住民族への支配を確立するため、自然への多神信仰から、一神信仰としてブラフマンを選択し、その神を司祭する階級を最上位としたのである。 
 釈迦が誕生し、遊行したヒンドスタン平野は、インド北東のインダス川、ガンジス川、ブラフマプトラ川の３水系が生んだ広大な沖積地域である。 
インド大陸の北方にあった十六大国時代の一つ「コーサラ国」。 その国の部族、身分制ではクシャトリアのシャーキャ族の首都、カピラヴァストゥの出身である。 
「シャーキャ」はサンスクリット語で「有能」の意味。「シャーキャ族の聖者」が同「シャーキャムニ」で、漢訳した釈迦牟尼(しゃかむに)が省略され、「釈迦」と呼ばれた。 
 

 釈迦たちが暮らした地域でクシャトリア階級を中心に、バラモン教が生み出した身分制を否定する集団が誕生した。 その自由な発想をする人たち、「努力する
人（沙門）」の集団から、修業と厳格な生活をする「ジャイナ教」、そして、当初は修業を試みるが、やがて坐禅で瞑想した釈迦から仏教が誕生することになる。  
王子として成長した釈迦は、物質的幸福の限界を感じ、万人共通の苦しみ、老・病・死や、欲望の克服に注目し、出家した。 
真実は誰にも分からないが、仏教の起源や教えを説く仏伝は、その様に伝える。それが釈迦であり、仏教が伝えたい教えである。 
 つまり、元来は、激しさもあるが恵まれた自然環境、そこで誕生した自然崇拝な多神教の世界において、侵入者が支配原理として一神を頂点とした身分制社会
を創造した。その社会を疑問視した人々の一人、釈迦は、自然たるありのままの人間を見つめるため、世俗から離れ、瞑想したのである。 その背景には、やはり、
土地柄、自然に恵まれた環境があったと考える。  自由な発想や、出家者たちを支える人たちの生活環境が必要だからだ。 自然の恩恵の中で、誕生した教え
が釈迦仏教である。 その悟りは、本論「ブッダから学ぶこと」で触れた。 
 

 孔子についても、前述「孔子から学ぶこと」で、その考えに触れた。 紀元前552年頃の春秋時代、実力主義が横行し身分制秩序が崩壊されつつあった周末、魯
国の昌平郷で生まれた。 遊学し政治参加、斉・衛・陳・匡・曹・宋と諸国遍歴、魯に戻り、六経（易・書・詩・礼・楽・春秋）を編纂。 周の開祖である文王や、周創始
者の武王の異母弟である公旦への復古を理想として、仁道政治による秩序構築を追及した。   
 中国の風土は、大きく南北でまったく違う。南方向に増える年間降水量、その1000mmのラインが「秦嶺・淮河線」である。 南方の長江文明起源が紀元前１万年
前であるが、北方の黄河文明は紀元前７０００年以降とされる。古代から、長江（揚子江）流域が稲作、黄河流域が小麦、さらに低温乾燥となる北方は草原地域で、
羊・山羊の酪農、馬などの遊牧を主とする。そのため「北麦南稲、南船北馬」と言われる。 隋、唐、宋（北宋・南宋）、元、清は、遊牧民の王朝そのものか、その援
助によって成立したとされる。 
 長江の北方に淮水（わいが）あり、その間にも多くの小河川がある。 支配的にはその地域で南北に分断されやすい。元来の気候風土を背景とした生活の違い
から、三国時代の曹操など、北の騎馬軍団が南の水軍に敗れている。 隋時代、楊堅（文帝）は、この問題を解決するために587年に淮水と長江を結ぶ邗溝（かん
こう）を開鑿し、589年に陳を滅ぼして、南北を統一した。隋の二代皇帝煬帝が即位し、黄河から杭州へとつながる「京杭大運河（けいこうだいうんが）」が、610年に
完成。 南方の農作物の北方輸送が簡便大量化し、唐以降の王朝にも多大な恩恵をもたらした。 黄河との交差点に位置する「開封」は北宋の首都として繁栄し、
商業隆盛。 その様子は『清明上河図』（張択端画）に描かれた。 
 

 孔子が生まれ、遍歴した場所は、その北方地域にあたる「魯」の周辺である。 インドの釈迦はもちろん、中国南部と比較しても、自然の恩恵は低かったと考える。 
つまり、インドにおける自然崇拝の様相は、この孔子周辺では低い。 いわゆる中国思想の「天」も、全ての人には天（天帝）から、一生をかけて行うべき命令（天
命）とされ、自然への恩恵や畏怖を心情とする信仰思想ではない。 儒教ではないが、同じ中国、道教成立に影響する 「陰陽」「五行説」も、崇拝より理論であり、
山東半島を中心に発祥・拡大した「神仙思想」も、また、不老不死を望む人間側の話である。 孔子は、その様な中国北部の環境の中で、自然界への思いではな
く、人間自身、親子関係、政治上の人間対人間といった社会的関係に、自然な有り様を追及したのである。 
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  鈴木大拙氏は、69才の1939年「禅と日本文化」（原題 Zen Buｄｄｈism and Influence on Japannese Culture「禅仏教と日本文化への影響」）、74才の1944年「日本的霊性」を著し、1966年96才で没した。 
  「禅と日本文化」  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。 
禅で、般若は無明と業に密雲に包まれて、我々の内に睡っている般若を目ざまそうとする。禅は、知性と論理を蔑視し、事物の真髄が把握せられた後に、知識の価値を知る事ができる。禅の考え方は、
精神に焦点を置き、形式を無視する。よって、どの様な形式にも存在し、不十分不完全なる事で、精神が顕著になる。形式・慣例・儀礼の否定が精神を浮き彫りにする。無執着である超越的な孤高が、
清貧主義、禁慾主義の精神である。孤高は仏教では絶対と解釈され、森羅万象の中に存在する。 多くの内外権威者は、禅宗が日本人の性格形成に重要な役割を果たし、日本人の道徳的・修養的・
精神的な生活の背景にある、という。 以下、個別の文化との関係で、禅を説明している。 
 「禅と美術」 中国と比較し、我が国民の文化生活への影響が大きい。 ただし中国の宋学、絵画に影響し、特に南宋絵画は中国で廃れたが、日本の国宝となる。南宋「一角」と日本「減筆体」の極め
て少ない描線・筆触は、禅の精神と一致する。表現される「わび」は、世間的な富・力・名に頼らず貧困、自然であり、禅はそれを親しみ、単純性を味わう精神である。精神を重視するため形式は無視さ
れ、不完全となり、そこに古色と原始性が伴うと「さび」となる。知性は均衡を欲するが、本来、日本人が好み文化の特性でもあるそれら「非均衡・非相称・一角・貧乏・単純・さび・わび・孤絶」は、禅の真
理「多即一、一即多」の認識、つまり個々の事物を完全と見ると同時に「一」に属する「多」の性質を体現するものとする認識、と一致し、またその認識から生まれる。 
 「禅と武士」 禅は、道徳的に首尾一貫の意思・哲学的には生と死の無差別で、武士を支援し、潔い死と関係させる。また、禅修業と戦闘精神を単純・直裁・自恃・克己的で一致。当時、既成仏教が強
い京都と違い、鎌倉の地での禅導が可能であったと説明する。 
 「禅と剣道」 「刀は武士の魂だ」という言葉に、忠・自己犠牲・尊敬・恩愛および宗教的感情の涵養を見る。 大刀と小刀を帯びる鍛錬は、道徳的・精神的な目的で、禅と提携した。沢庵の「無心」や、
「無我」や悟りを目指す禅僧と「技を完成させる武者修行」で例える。 
 「禅と儒教」 禅僧は、儒教研究や、神仏儒と問わない書物印刷で貢献した。儒教朱子学を通じた武家幕府との関係や、神道への信仰哲学的な刺激効果と共存に注目する。 
 「禅と茶道」 原始的単純性の洗練美化、人為排除自然親和。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。（1935年出版、和辻哲郎 著「風土」が影響か？）また、この執筆当時、1939年の社会的・経済的・民族的難題に際し、その美徳を守護する「禅による救済」を説いている。「寂」で
は、快楽と刺激を求める当時の現代生活に対し、教養的享受や根本的再起を提言している。また実業家の早衰に触れ、武士の闘争に対する茶道に、心身爽快と普遍価値想起の効果を見出す。 
 「禅と俳句」 改めて日本と仏教との深い関係と、他の仏教と禅の違いを「われわれ自身の存在、実在そのものの秘密を直接に洞察すること」とする。悟りの原則は事物の真理に到達するために概念
に頼らぬこととし、西洋人の心理は秩序論理的で、東洋的心理は直感的とする。禅と日本的芸術概念との精神的関係として「妙」つまり日本文学における「幽玄」は、「永遠なる事物の瞥見、実在の秘
密への洞徹」として悟りと通ずる。禅の心は、宇宙自然に面し、対象物や特殊存在に興味し、季節に移り変わる自然のできごとに深く関心を持つ。これらの直覚を詩的形式で表現することを俳句とする。
日本語の豊かさがこれを実現する。日本人の心の強みは、最深の真理を直覚的につかみ、表象を借りて現実的に（俳句などで）表現することにある、とする。 
 

 「日本的霊性」  「禅」と「浄土系思想」が、インドや中国には無い、最も日本的霊性なるもの、とする。 「霊性」の定義は、精神や心に包みきれない物（物質）を含み、倫理性を伴う「精神」を超越する
「無分別智」である。 霊性に目覚めることで初めて宗教がわかる。霊性の直感力は精神より高次元で、霊性に裏付けられた精神の意思力は、不純なものを含む自我を超越し、聖徳太子「以和為貴」
の真義に至る。とする。霊性は、民族がある程度の文化段階に進まぬと覚醒せず、日本でそれは鎌倉時代とする。平安時代の貴族、女性文化時代を経て、時勢頽廃が自身存在の反省を促し、蒙古
襲来や南宋交流に刺激された武家文化を通じて、日本霊性たる「禅」 と「浄土系思想」が民衆に萌芽した。 鎌倉時代、越後から関東の「大地性」に触れた親鸞や武家階級が、それら霊性たる思想を
生み、政治的側面では日蓮を動かした。 ここでいう「浄土系思想」は、末世思想では無く、「純粋他力」と「大悲力」を指す。 浄土往生の是非ではなく、弥陀の誓願を信じ、その大悲を、親鸞が「大地」
で体認した。また法然から遡り、日本の教主として聖徳太子に進み、自身の霊性が日本的なる所以を意識した。 日本的霊性の情性方面に顕現した「浄土系思想」 は、個己の方向に超個の人を見る。 
日本的霊性の知性（概念性）方面に顕現した「禅」 は超個の人の方向に個己を見る。その双方は「超個の人でまた個己の一人一人である。この一人一人が超個の人」という自覚で共通する、とする。  

  解釈するに、その「霊性」を理解する手掛かりが、上記の「聖徳太子」、そして 「大地性」 と 「修験道」 である。  
「大地性」とは、大地に関わりの無い生命は無く、親しむべき「愛の大地」とする。人間は大地において自然と人間の交錯を経験する。
鎌倉時代は、雲の自然、大地の自然が、日本人をしてその本来のものに還らしめたと言ってよい、と定義を結ぶ。 
「修験道」について、それまで貴族たち上層部に留まっていた奈良仏教や最澄・空海の真言が、「神道」と抱合を遂げて発展し、それ
は日本的霊性の外郭に触れた、という。それらに共通する思想が、「万物自然そして人間、また人間同士の一体性と共生和合」であ
る。仏教では、弥陀という名で、万物自然の般若（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）を認識し、「禅」で内省的に自覚、「浄土系思想」では称名することで体認する。 「修験道」では、自然の中での体認を通じて
「大地」を感じる、そこで直覚させるものが日本的霊性ではないだろうか。  
 

 著者は、本来内在するも顕在していなかった霊性が、社会的弛緩への反動や外圧により覚醒したとする。その「本来のもの」とは？ 
また、その発祥理由は？ 他国との比較で説明が必要である。 文中の断片を繋ぐと、『 霊性は日本精神の明き心、清き心が深層
意識に沈潜し、無意識無分別に莫妄想に働く時、霊性が認識せられる。万葉集に歌われる神、清明心には反省無観の機会がおとず
れていなかった。 「清明心、丹心、正直心、物忌み、穢れ、祓う」は、素朴で原始的な日本的情性であり、伊勢神道は「神道の目覚
め」であるが、形而上学的基礎をもたず、「絶対者の絶対悲」を欠くことで、霊性的領域に認めない』とする。 執筆当時の戦中神道に
筆者は寄りがたい心情があり、「伊勢神道」への見解については、直覚性を重視する霊性論理とは矛盾がある。 しかし、両部や山
王、そして元寇を契機に仏教意識して発祥した伊勢神道など、広く神道が、明確な主体性に弱く、仏教や儒教との相対的思想である
ことは事実である。一方、筆者は、それらの原始的な日本的情性と霊性発生との関係は否定しない。 ここに、我が国独特の地理環
境・温暖気候、つまり自然や「大地の思想」を前提に、著者が定義する「霊性」を含む我が国の心情、信仰、思想の一貫性を見出す。  
  原始的な日本的情性が無ければ霊性の覚醒もなかった。 つまり、「禅」と「浄土系思想」が、インドや中国で長期かつ国家的に信
仰文化として根付かず、我が国では、ここでいう「霊性」という形で顕在した。 その源流が「原始的な日本的情性」である。 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

禅 浄土系思想 

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  

大地 の思想 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

日本的情性 日本的知性 
日本的霊性 

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

今回、近年の「天寿国繍帳」に関する研究を調査すると、「わが国における仏教図画と経典」の中でも、図画が表現している内容は、「法華義疏」と同じく「法華経」を弘める内容であることを指摘して
いる。 弥勒たち菩薩や執金剛神たちの画像より、法華経の「２、薬王品、２５、観音品、２７、厳王品、２８、普賢品」との一致を論拠とされている。  

 
 
「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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「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 

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。 茶道は、武家など日常に対する非日常を均衡させる作用。 絵画では花鳥画に対す
る水墨画で均衡した。その均衡をもたらした源が自然の法則・力であり、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」、そして、火照命（海幸彦）を兄に、火遠理命（山幸彦）を弟に持
つ「火須勢理命（ほすせりのみこと）」も同様で、いずれも天津神・国津神ではなく、ただ存在を記されて
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。 
月読神社によると、太子は月読神を崇敬したとされ、ここに祀られていることがその証である。 

天之御中主神 
アメノミナカヌシ 

高御産巣日神 
タカミムスヒ 

建速須佐之男命 
スサノオ 

月読命 
ツクヨミ 

天照大御神 
アマテラス 

時間、再生 場所、繋ぐ、指導 

母子関係 父子関係 

 ハレ 非日常 

均衡作用 

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

火照命（海幸彦） 火遠理命（山幸彦） 火須勢理命 
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   「修験道」は、古代の「自然なる信仰」、特に神山信仰を起源とし、飛鳥時代から鎌倉時代に出現した、神仏習合や山岳修
行、天台教学や密教などの影響を受け、日本独自に仏教的神道宗教として成立した。 
その成立過程と信仰思想的構造を、「日本文化の原理」で、図解した。 
  

 「本山修験宗 聖護院門跡」よると、「修験道」は、煩悩で曇る本来の本性（仏性）を、修行で験徳を顕わす業道である。とする。 
以下引用 編集した。 
 

  日本人は昔から山には神々が宿ると信じ、山の神を信仰して来た山岳信仰、自然崇拝に源を発した民族信仰を持っている。 
これは日本の国土が山に覆われ、四季折々に変化する大自然と信仰が結びついていたからである。  
山自体をご神体（法体）として拝むことに始まり、山の中、つまりご神体の中に入って修行することにより呪術的な験力を得る
事を望んだ。 また仏教が伝えられると仏教と融和し、神道・儒教・道教・陰陽道等をも融合して仏教的神道的色彩の濃い「日
本独自の神仏習合・権現信仰の色彩が強い修験道」が完成されて来た。  
  修験道では今から約１３００年前に誕生された役行者神変大菩薩を開祖と仰ぎ、聖護院では平安期の高僧、第５代天台座
主智證大師圓珍を中興の祖と呼んでいる。 修験道は山岳崇拝の精神を基とし、厳しい山々で修行し、困苦を忍び、心身を修
練し、悟りを開いて仏果を得る、という出家在家を問わない菩薩道、即身即仏を実修する日本古来の宗教である。 
    人は本来、仏様と同じ本性（仏性）を持っている。ところが煩悩という迷いの中で悪い事を行ってしまい、本性を曇らせてい
る。 修行してこの曇りを磨き、悪から離れて清らかな本心を発揮する。 
そして「法の徳を顕わす」ことが修験の意味で、これを実践する人を「修験者」と言う。 修験十二箇条に、「凡ソ修験ト称シ候ハ、
実行ヲ修シ験法コレヲ成スル之義也」 秘訣集に、「修トハ修生始覚ノ修行、験トハ本有本覚ノ験道ナリ」とある。 
     修行とは、”毎日の生活が則ち修行である”ということに気づき行動する事。 経典は主として、法華経（妙法蓮華経）・不動
経（稽首聖無動大威怒王秘密陀羅尼経）・般若経、錫杖経（得道梯橙錫杖経）を読む。しかし天台宗の影響を受け、法華懺法
や例時作法（阿弥陀経）も日課とする。 修験道の思想からすると、宇宙一切の事象や音声は、皆「法身の顕れ」である、ありと
あらゆる全て経でないものはない。 とする。 
 

   鈴木大拙氏は「日本的霊性」の中で、「修験道」について、それまで貴族たち上層部に留まっていた奈良仏教や最澄・空海
の真言が、「神道」と抱合を遂げて発展し、それは日本的霊性の外郭に触れた、という。  
  本論、「日本文化の原理 日本的霊性、大地の思想とは」で、その「日本的霊性」を理解する手掛かりである「聖徳太子」、 
「大地性」、そして「修験道」に共通する思想が、「万物自然そして人間、また人間同士の一体性と共生和合」である。と考えた。  
仏教では、弥陀という名で、万物自然の般若（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）を認識し、「禅」で内省的に自覚、「浄土系思想」では称名することで体認する。  
「修験道」は、自然の中での体認を通じて「大地」を感じる、そこで直覚させるものが日本的霊性ではないだろうか。 と考えた。  
 

  鈴木大拙氏の考えは、「日本文化の原理」と一致する。 以下に原理に沿って整理した。 
 「自然の法則・力」への崇敬、畏敬を頂点とする「自然なる信仰」が原初的に発祥した。そこに生まれたマナイズム、万物精霊
から発想される「魂の継承」への思いは根本的価値を重んずる考えを育み、循環思想となった。 すなわち、「日本的霊性」で
は、「日本的情牲」と表現された精神性であり、修験道では内面に仏性を見いだすこと。これは「自然なる人間」を感じることで
ある。 古代からの表現でいえば、「霊（ヒ）の存在、清浄な水に宿る魂、穢・祓い」から連なる心である。 
また、一方では、自然への恩恵を感じた現実的な願いは、現利思想となった。 時間軸である循環思想と現在（今の関係性・
空間牲）軸である現利思想となった。 「日本的霊性」では、「日本的知性」と表現された精神性であり、修験道では自然の中
の人間の存在を直覚的に体験すること。 これもまた「自然なる人間」を感じることである。古代からの表現でいえば、「自然へ
の恩恵畏怖」から連なる心である。 この場合、禅と同様に肉体的行為を伴う点で、循環思想と比べ特徴となる。そして、その
相対する両極思想の均衡習合が和合思想であるが、まさに修験道では、両方の精神性が「自然なる人間」につながっている。  
この様に、修験道が成立した信仰の歴史は、「日本文化の原理」から解釈すると理解しやすいと考える。 
 

  禅は、仏陀の精神である般若（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）を直接に見ようと欲する。仏陀の精神である般若（超越的智慧）と大悲（万物への愛）を直接に見、我々の内に睡っている
般若を目ざまそうとする。 精神に焦点を置き、形式や知性と論理を蔑視し、事物の真髄が把握せられた後に、知識の価値を
知る事ができる。禅の考え方は、精神に焦点を置き、形式・慣例・儀礼の否定が精神を浮き彫りにする。無執着である超越的
な孤高が、清貧主義、禁慾主義の精神である。 孤高は仏教では絶対と解釈され、森羅万象の中に存在する。 
鈴木大拙氏の、この「禅」の定義は、上記「修験道」と共通する。 「静なる禅」と「動なる修験道」 表層の行為に違いがあるが、
目的に大差はないと考える。 主に実践者自身への両者と比較すると、浄土系思想の、他者供養まで包含する信仰特徴が浮
き彫りとなる。 しかし、それらいずれもが出家在家を問わない宗教的行為であることは、いかにも日本的霊性の産物と考える。 

循環思想 現利思想 

自然 の 法則 ・ 力 

神々習合 

禅 浄土系思想 

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 魂の継承信仰 

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  

大地 の思想 

和合思想 

地域共同体 

定住自活型 氏族祖霊の長 

日本的情性 日本的知性 
日本的霊性 

原生・有儘 （ありのまま） 
単純・簡素調和・精美   

根本思想 

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 

循環とその継承 
自然たる持続   

現実、現在の 
自然たる恩恵   

「日本文化の原理」 から解釈した 修験道へのアプローチ   

「純粋他力」と「大悲力」 「般若と大悲」内なる般若の自覚 

修験道 

山岳信仰・修業 

密教  
山中修行 

現実思想 

神仏習合 

「聖徳太子」 
神仏儒一致の源流 

自然神 （山・海・水）  

神山信仰 

「信仰」から「思想」へ  

「思想」から 
「霊性」顕在へ  

「自然なる信仰」  

良源 「山川草木悉皆成仏 」 

   天台智顗 「三諦円融」との適合 

現実牲 「山中」 
自然の中で実践   

霊牲 「大地」 
自然の力を感じる   

自然なる万人浄土 内なる自然 
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自然共生・原生思想 

循環思想 現利思想 和合思想 

根本思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

生命源泉 
自然 恩恵 
天候・天災 

 

日本文化の原理   

マナイズム  見えない チカラ   
精霊  植物・動物   花鳥風月 

循環思想 とは 
 

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

現利思想 とは 
 

現世利益 合理思想 
現実主義 
   

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

「神儒仏一致」  

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

 聖徳太子は、自然調和な神信仰たる「和」の思想を前提に、「仏」への崇敬、「法」
「僧」で具体化した、と考える。 なぜなら、その教学は「三教義疏」 の主である「法
華経」であり、そこでは、時間と空間を超越し、万人に平等な慈悲力、「自然の力」
を表現している。 そして「冠位」では、本来は「仁義礼智信」の儒教から、自然なる
条件として治世者の「徳」を前提に 「仁礼信義智」と序列した。 
 

 自然調和な神信仰は、明文化されていなかった。 太子は、その日本的な和合調
和な文化を基礎に、三法崇敬で方便し、冠位で表現した、と考える。  
「不自然なるもの」の、「自然なるもの」「自然たるもの」への、大いなる思考である。  
以下、その関係を図解する。中央の図が人間から自然への接近、右図が「自然な
る日本の文化信仰」から、聖徳太子の思考を元に、原理の現代的表現、すなわち、
「現代への活用」を考えた。 
 

 聖徳太子と神信仰や神道と関連させる代表的な証拠は「敬神の詔」である。  
「神道」という言葉の初見は、『日本書紀』５８５年頃の記載、聖徳太子の父、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」
であった。 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、「神道」と呼ばれ始めた。 その「神の概念」を 聖徳太子は外来の経
典に求め、治世に生かしたと考える。なぜなら、治世には明文が必要だからである。 
 

 鈴木大拙氏もまた、『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。 まさに、自然調和の「和」である。 

                   

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

自然の恩恵、脅威を忘れない 

公正 と 慈悲 

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

蓄積 と 継承 知恵 と 徳業 

社業 教訓の継承 
家庭 子孫育成 

社業 誠意の体現 
家庭 賢明堅実  

文化継承的 活動 生活経済的 活動 

自然 への 尊厳・畏怖  真理 

「神の思想」 自然の下に生かされている 組織 
 
道理認識 
公平正大 
責任自覚 
創意工夫 
 

実績・事件 の 検証・反省 課題・目標 の 解決・対策 実務 

理想 

原理 の現代的表現    

均衡 と 連携 

奉仕 実利 
教養 実業 

聖徳太子 から 学ぶこと 

自然調和な社会、生活が 
自然と生まれ、継承できる。 

適合 

未知なる 自然の実体 

人間の識から捉えた自身 

ブッダ 自然なる人間とは 

人間の識 から捉えた自然 

未知なる人間の 自然なる自身 

自然なる力 神信仰 

大乗仏教の方向 

神信仰 （日本）  

般若（超越的智慧） 

神仏儒  
共通する自然思考で習合 

理 （根本的実在） 

朱子学の方向 

聖徳太子 自然なる 治世とは 

陽明学の方向 

孔子 自然たる人間関係、治世とは 

人間の識から 
捉えた他者 

未知なる他者の 
自然なる他者 

ブッダ から学ぶこと 孔子 から 学ぶこと 

 「自然なる人間とは」を思考した 

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

 法華経の中で「寿量品」が唯一最高 
「寿量品」の中心思想は三世常住の益物、 
縦に過去・現在・未来なる三世を貫き、横に十方
世界に普遍し全宇宙法界の衆生の救済を説く。 
  この「寿量」とは、自然の恩恵、つまり古事記
で記される、水、海、山など原初なる自然神の
力である。 「天寿国繍帳」で太子の言葉として
記された「世間虚仮 唯仏是真」の考えとは、「自
然の見えない力こそが真実で、この人の世は
（その力の表現による）仮の姿である」の意味。 

大乗主義 

個人 

徳治主義 

家族主義 

君子の範 
敬 恵   

温・良・恭・倹・譲 
良知実現のため 
実践肯定 

性善説 

徳治主義 

循環思想 から 和合思想へ 
地獄信仰を前提に 浄土信仰は、万人往生で適合した  

           現利思想から、和合思想へ 
           性善説、特に、実践として「放伐」を説く 
           孟子と適合しつつ、 
  陽明学・心学で適合した。 

形式や制度には こだわらない 

自然調和主義 
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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       

 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。  
 本論「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「軸の呈示と、その証明」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。 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。 
 「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。 なぜこのことが重要なのか？ 
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   
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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 

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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