
「鹿」は、物語 のプロローグである。 
 

釈迦は、古代ヒンズー教の聖地であるベナレスの郊外。「鹿の園」（鹿野園 ろくやおん）で、旧友の修行者五人に 
四諦を説き布教を始めた 出典『中阿含経』など。 仏教の比喩的描写では、鹿というのは穏やかさを表現するもので、 
快楽主義と禁欲主義の両極端を避ける穏やかな方法を教える釈尊を象徴するとされる。 
 

我が国で 「鹿」と言えば、京都、奈良の 社寺 創建 に、まつわる。 
法嚴寺に起源する清水寺 坂上田村麻呂公は妻のため、音羽山に鹿狩りに来た。 
法嚴寺がある山科音羽山には、現在も 鹿 が棲息し、音羽川 には落差１０ｍを誇る音羽の滝 が歴史を証明する。 
行願寺 行円上人は、射止めた鹿を弔い 皮聖と呼ばれた。その寺は、上京町衆たちから、皮堂（こうどう）と親しまれた。 
 

法嚴寺が創建されたのは宝亀9年（778）。 同じ奈良時代 その10年前に、春日大社が創建されている。 
『春日古社記』によると、タケミガズチの神体を白鹿に乗せて、鹿島を出発し大和の三笠山に来た。 
春日大社の、鎮座伝承は、和銅３年（710）頃   創建は神護景雲２年（768）とされる。 
 

空也の杖は、鹿の角を 先端に被る  愛宕山で修業し、念仏を始める。   
六波羅密寺所蔵の空也像と同型像が、愛宕山月輪寺に伝わる。  
鹿 が棲息する修業の場所である。 「空也の滝」は、月輪寺の麓にある。 
 

「鹿」は、美談や良縁の 物語の初めに登場し、その主体を 神聖なもの にする。 
 

足利義満は、永徳2年（1382）に自ら開基となって相国寺の建立を開始した。 
その翌年、義満自身の禅の道場として、寺内に鹿苑院を創建した。（現 同志社今出川） 
応永5年（1398）、義満は絶海中津を鹿苑院の院主に任命。また五山を含む全臨済宗の寺務統括する僧録に任じた。 
これ以来僧録は鹿苑院院主が兼務する慣例が始まり、以降、鹿苑僧録と呼ばれ京の臨済宗興隆と共に権勢を振るう。 
「鹿苑院」称 は、足利義満の院号となり、義満の「北山殿」が禅寺となり、鹿苑寺と名付けられた。現在通称金閣寺 
 

以下、上記参考 
・ 音羽山清水寺は、宝亀9年（778）に奈良子島寺の賢心、後の延鎮上人によって開創された。「清水寺縁起」によると、賢心は「木
津川の北流に清泉を求めて行け」という霊夢をうけ、翌朝、清泉をもとめて上がると、音羽山麓にある滝にたどり着いた。賢心は、
そこで草庵をむすび練行をしている行叡居士から、千手観音像、観音霊地護持を託された。 2年後の宝亀11年（780）、坂上田村
麻呂公が妻室・三善高子命婦の安産のため、夏の暑い日に鹿を求め音羽山に上がった。そしてひと筋の水の流れを見つけ、その
美しさに、水源を求めて歩みを進めるうちに草庵にたどり着き、賢心と出会った。 
 坂上田村麻呂公は賢心に鹿狩りに上山した旨を話すと、観音霊地での殺生を戒められ、観世音菩薩の教えを諭された。深く感銘
を受けた坂上田村麻呂公は、この賢心が説かれた清滝の霊験、観世音菩薩の功徳を妻室に語り聴かせ、共々深く仏法に帰依さ
れた。そして後日、自らの邸宅を仏殿に寄進し、十一面千手観世音菩薩を御本尊として安置された。 
・ 行願寺は、 山号は霊麀山(れいゆうざん)、麀は鹿の下に七と書き、意味は女鹿。  
開基は行円上人で、行円は元々猟師。 ある日、鹿を射止めたが、その鹿は妊娠していて、小鹿がお腹の中で生きてた。 それを見
て、行円は改心して仏門に入った。 修行中の行円は常に鹿の皮を身につけていた。 その鹿の皮は自分が射止めた妊娠していた
鹿の皮で、皮に経文を書いて修行をしていた。 その姿から皮聖(かわひじり)と呼ばれ、行願寺は革堂と呼ばれるようになった。 
・ 空也上人が山に篭って修行をしていると、毎日のようにやって来る1匹の鹿がおり上人はその鹿に会うのを楽しみにしていた。し
かし、ある日から姿を見せなくなった鹿を心配し尋ね歩いていると、ある狩人がその鹿を殺してしまったことを知る。空也上人は深く
悲しみ、狩人にわけを話して自分が持っていたひょうたんと鹿の革と角を交換するように頼みました。空也上人は鹿の革で袋を作
り腰につけ、角を杖の頭につけて生涯離さず念仏を唱え歩いた。狩人は自分が犯した悪業を悔い改めて、空也上人の弟子になり
ひょうたんを叩いて踊り念仏を広めた。 
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物語の背景をさぐる  「鹿」は、どんな存在であったか 
棲息地域 や生態 から推定する。 
 

特に、畿内では身近な存在であり、山と麓を往来する 
 

古代からの信仰  山と麓を繋ぐもの 
山から至り 還り去る 神 を連想 したのではないか 
その証 があった。 「神鹿 ( しんろく ) 」の存在である。 

奈良の「鹿」 に  関係する 代表として、平城京 春日大社 や 東大寺 について 参考諸論 
 

①平城京     遷都の意味 天智天皇皇統、藤原氏 春日大社に関し、古代豪族や猿田彦大神（榎本明神）との関係 
②春日大社  祭神 「建御雷之男神」について、古事記・日本書紀 考察  
③東大寺   興福寺と春日大社に対する 東大寺の意味  「 東大寺に春日灯籠は無い 」 

 第１３３回   「知恵の会」                      2015  10  25      

棲息地域  

神 鹿  
 
木造彩色 
像高51.3cm（牡）・46.4cm（牝） 
鎌倉時代（13世紀） 
京都 高山寺  重要文化財  

「 京都国立博物館 所見 」 

明恵上人が春日大社に詣でた時、東大寺の中門のあたりで鹿
が30頭ばかり膝を屈して臥したという故事に基づくものと推定。 
    仁和寺本『栂尾大明神御開帳記』に収められる指図によると、 
高山寺石水院の春日・住吉両明神を祀る祠の前方に安置された
神鹿にあたるらしい。本来狛犬（こまいぬ）を置く神前に明恵上人
の個人的体験で配することから、明恵上人自身（貞永元年〈1232〉
没）の製作説、作者として仏師 湛慶 をあてる説がある。  
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叡福寺北古墳には、聖徳太子
とその母・穴穂部間人皇女、太
子の妃・膳部菩岐々美郎女が
眠っているとされている 

鴨都波神社 

高鴨神社 

秋津遺跡 

飛鳥板蓋宮 

    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） 藤原広嗣が挙兵 
   

 ７４１年  『国分寺・国分尼寺建立の詔』   
  

  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）   

平城宮遷都 の  もう一つの根本的理由 
 それは、「 仏による鎮魂、神の祟り 」 に関係がある。 
天智天皇や中臣鎌足の子孫にとって飛鳥、新益京の地は、山背大兄王や蘇
我倉山田石川麻呂一族の自害、乙巳の変以来、鎮魂、封印すべき場所だか
らである。 都の南方面には、壬申の敵、天武天皇が眠り、旧勢力の氏寺が
残る。 そして、東方には、崇神天皇に災いした倭大国魂神 （『大倭神社注
進状』では大己貴神（大国主神）の荒魂、あるいは大国主とされる）が、三輪
山には大物主が祀られている。 記紀に記せない過去の所業が祟るかもし
れない。 
 蘇我馬子の氏寺、飛鳥寺  
 蘇我倉山田石川麻呂の氏寺、山田寺 
 天武天皇による大官大寺 （川原寺） 
 （母体は、聖徳太子の熊凝精舎、舒明天皇の百済大寺） 
伝 聖徳太子による父、用明天皇元別業の橘寺（四天王寺式か 山田寺式）
大官大寺、飛鳥寺は、形式上、平城京に移転したが、それぞれ大安寺、元
興寺と やすらかな名称 となっている。天武天皇建立勅の薬師寺も移転した
が、鵜野讃良（うののさらら）皇后、のちの持統天皇の病気平癒祈願が目的
で最終創建者。同じ名前のままだ。平城京移転の頃、やはり鎮魂のため、法
隆寺が再建された。 

纏向遺跡 

天武天皇 御陵 

大倭神社 
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天智天皇 御陵 

葛野王 

大友皇子 

桓武天皇 

    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） 藤原広嗣が挙兵 
   

 ７４１年  『国分寺・国分尼寺建立の詔』   
  

  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）   

根本思想 

平城宮 遷都 と その場所の意味  ・ ・ ・  壬申の乱で 凋落 した 天智天皇皇統 と 藤原氏末裔 の 復興 
 平城京遷都は、どのような理由で行われたか？ その場所が選ばれた理由は？ 
新天地遷都は、壬申の乱で衰微した天智天皇皇統と中臣氏による「復活への活動」と考える。そこでは始めから、新たな神仏が習合し絶大となる。 
 その前、新益京 あらましきょう（藤原京）は、唐長安に習い、都市としての新京整備を目指した天武天皇の遺志を継ぎ、 694年、持統天皇が完成さ
せた。  背景には、671年近江令、689年飛鳥浄御原令という法治制度、統制の表現がある。 しかし、早くも１３年後の707年（慶雲4年）に、文武天
皇の時、遷都審議は始まっている。 新益京の規模は、平安京（23㎢ ）平城京（24㎢）より広大で、5.3km（10里）四方、25㎢とされ、遷都には、重大
で相応な事情が必要である。 708年（和銅元年）には元明天皇により遷都の詔が出された。  
元明天皇期712年、太安万侶 「古事記」撰上、 720年、「日本書紀」撰上、 そして、藤原不比等が没っする。 
 669年の鎌足没後、中臣家の主であった中臣金は、壬申の乱で刑死している。その時、藤原鎌足の次男とされる不比等は１３才で生きながらえた。 
天武天皇とのちの持統天皇の間に誕生した草壁皇子は、立太子になるも皇位につけず689年、２７才で没っしている。 その時不比等３０才、葛野
王２０才。 草壁皇子と天智天皇の皇女である阿閇皇女（のちの元明天皇）との間に誕生した軽皇子がのちの文武天皇、697年の即位に際し、葛野
王の強い進言があったとする『懐風藻』。 葛野王は、天智天皇の遺児で、壬申の乱で敗れた大友皇子の息子（母は天武天皇の娘、十市皇女）であ
り、天智天皇の孫にあたる。そして文武天皇の死後にその母、元明天皇が即位。 翌年708年、藤原不比等が右大臣となった。先の文武天皇即位
に、若い葛野王の進言に加え、彼の貢献もあったと考える。 そして同年、元明天皇の平城遷都決定の報告が伊勢大神宮になされた。  
持統天皇も、元明天皇も、無き天智天皇の娘である。 つまり、壬申の乱で不遇となった中臣家、鎌足の子である藤原不比等や、同じく不遇であっ
た天智天皇の孫の葛野王が、天智天皇の娘たちの脇役の形で、皇位継承や遷都に関わった。 その成果が平城京である。 
 葛野王の孫、淡海 三船（おうみのみふね）。『釈日本紀』所引「私記」には、三船が神武天皇から元正天皇までの全天皇（弘文天皇と文武天皇を
除く）のこの漢風諡号を一括撰進したことが記されている。つまり「持統天皇の名」は、本人の真意とは別に、天智皇統を維持した諡が贈られた。 
と考える。 ちなみに、持統天皇の母は遠智娘、元明天皇の母は姪娘である。 二人とも（一説、夫 中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀で自決した） 蘇我
倉山田石川麻呂の娘である。また、のち不比等に対し、死後につけられた称号は「淡海公」。大津京を都とした天智天皇との父子関係を記する『興
福寺縁起』や、藤原北家、特に道長の栄華を軸にした『大鏡』などがある。作者事情からそのまま史実とならずとも、深い関係を示す傍論となろう。 
 714年、その都で一番先に金堂が整備された藤原氏氏寺、興福寺の興隆。そして三輪山にかわる神山、三笠山麓の氏神 春日大社創建も、不比
等が新天地遷都に関わる証であり、藤原氏守護神、武甕槌命の由緒は記紀が物語る。「春日古社紀」では、猿田彦大神（榎本明神）が先住してい
たと記し、記紀で天孫降臨の先導役として活躍させられる。遷都で造京司になった小野氏は古代豪族の和邇氏末裔で、淡海（滋賀）に地名を残す。  
淡海湖西の「白髭神社」は神奈備山の麓、「淡海国最古」の伝承をもち猿田彦大神を祀る。 その地域の豪族三尾氏の、多くの古墳が残る水尾神
社の元来祭神も 猿田彦大神 と伝たわる。（「高島郡誌」） 継体天皇出自とも関係する我が国の象徴、天皇の歴史において、重要な場所である。 
 そして遷都の場所は、白村江の大敗当時と比べ関係改善した唐との外交に適す大和川上流で、新益京より住吉、墨江に近く、都に南入する奈良
盆地北方を選択。律令、租庸調で増える東西交通も利便。なにより山科の天智天皇御陵と藤原京を結ぶ南北直線上にあり、陵に近づく場所である。 
文武天皇から記述される「続日本紀」は、（天武藤原系）古事記、日本書紀に関心が無い。その仕上げは平安京とともに（天智系）桓武天皇が為す。 
延暦5（786）年、天智天皇の冥福を祈るため、天智天皇創建の近江の崇福寺のすぐ側に、梵釈寺（現 廃寺）を建立した人は、桓武天皇である。 



   天智天皇崩御、６７２年の壬申の乱に勝利した天武天皇は、神武天皇 「第一次鏡威信勢力」の象徴、「内行花文鏡」伝来当時の原初太陽信仰を復活させ、その鏡を神体として、 
天照大神を祀る「伊勢神宮」を創建した。 そのため、日本書紀にその鏡を奉祭した勢力を神日本磐余彥天皇 神武天皇として記録した。「天照大神」の名としての信仰が、崇神 

以前か、記紀編纂当時か、は別として 「内行花文鏡」は、弥生時代中期から後期に北九州より伝来している。 そのあと「前方後円墳」とともに「画紋帯・三角縁神獣鏡」威信勢力 
台頭の事実も遺跡に残る。 その交代が、崇神から垂仁天皇期に表現される「祟り」を理由とした「天照大神の宮中排除と変遷」と記され、丹後籠神社や元伊勢伝承に残った。  
  天武天皇により伊勢神宮の斎王が制度化。 持統天皇4(690)年、内宮で 第1回式年遷宮が行われた。また伊勢に一度、紀伊に一度の行幸を記録する。 その内行花紋鏡は、 
古墳時代当初、崇神天皇の「第二次鏡奉祭勢力」により宮中から遷却され、大阪湾周辺は画紋帯神獣鏡が主となった。 遷却された天照大神を復活させ、天津神の頂点とする 
物語として、「古事記、日本書紀」神話の基本構想が創られた。 そして、仏教からは「帝王神権」、道教からは「仙人真人の天皇」を採用、新しい天皇信奉を構築した。  
武力によって得られた地位を確実にし、秩序するための天武天皇の政治的、宗教構想である。 その根拠となる 「根本思想」 信仰典拠を本紙後半に記す。  
  

  686年、天武天皇亡き後、藤原不比等が、平城京への遷都と平行して、神話に天孫降臨や神武東征で活躍する「建御雷之男神」を加えた、と考える。 春日大社社伝では、『 およそ1300年前、奈良
に都ができた頃、日本の国の繁栄と国民の幸せを願って、遠く鹿島神宮から武甕槌命（タケミカヅチノミコト）を神山御蓋山（ミカサヤマ）山頂浮雲峰（ウキグモノミネ）に迎えた。神護景雲２年（768年）11
月９日、称徳天皇の勅命により左大臣 藤原永手によって、中腹となる今の地に壮麗な社殿を造営して香取神宮から経津主命、枚岡神社から天児屋根命・比売神を招き、あわせ祀った 』 と鎮座の時
期を明確にしない。 『春日古社記』では、神護景雲２年（768）創建とされる。 
 

  『古事記』では登場させていない経津主神（ふつぬしのかみ）は、正史である『日本書紀』の天孫降臨では「建御雷之男神」と共に登場する。 また『古事記』で、建御雷之男神の別名が建布都神（た
けふつのかみ）または豊布都神（とよふつのかみ）であるとし、建御雷之男神が中心となって葦原中国平定を行うなど、建御雷之男神と経津主神が同じ神であるかのように記載している。 
ではなぜ 『日本書紀』では、その様な配慮が必要であったのか？ 藤原氏としては 「建御雷之男神」 の活躍だけでよかったのではないか？  
  物部氏は平城京遷都の折、まだ過去の氏族ではなく、現存していた。 物部氏 石上神宮の主祭神は布都御魂剣（ふつのみたまのつるぎ）に宿る神霊は「布都御魂大神」であるが、似通う別称とし
て経津主神を『日本書紀』で活躍させたのである。 その藤原氏が配慮すべき物部氏は、石上 麻呂（いそのかみのまろ、舒明天皇12年（640年） - 霊亀3（717）年）、氏姓は物部連、のち物部朝臣、石
上朝臣である。 大華上・物部宇麻乃の子。官位は正二位・左大臣、贈従一位。 彼は、壬申の乱で天智天皇の息子、大友皇子側につき、皇子の自殺まで従った。のちに赦されて遣新羅大使、筑紫総
領になった。701年に大納言となって以後、右大臣、左大臣に任じられ717年に死去するまでの数年は太政官の最高位者であった。  つまり、平城京で復活する「天智天皇皇統と中臣氏」側である。公
の歴史書である『日本書紀』からは、消すことはできない。 仮に、古事記から「建御雷之男神」を消し「経津主神」と入れ替えても、大意遜色なく神話は成立する。 『日本書紀』に記された「神宮」は 伊
勢神宮 と 物部氏の石上神宮 だけであり、当時の氏族の勢力、価値を表現している。 石上麻呂は、平城京遷都に反対した。万葉集の元明天皇「ますらをの 鞆の音すなり もののふの 大まへつ君 
楯立つらしも」、姉である御名部女「わが大王 物な思ほし 皇神の つぎて賜へる 吾無けなくに」が、根拠である。 しかし、石上麻呂は藤原京の留守司に甘んじ、養老元年（717年）没っした。 
その子、石上乙麻呂も中納言。孫、宅嗣（やかつぐ）は藤原永手らと光仁天皇を擁立した。 宅嗣の弟は息嗣、その子 振麻呂の子孫が石上神宮祠官家につながる。古代豪族の代表物部氏は、平安時
代、中央政権から遠ざかる。 神山 三輪山を中心とした祭祀から、新たな神山三笠（春日）山の祭祀へ   蘇我氏、物部氏 から 藤原氏へ  その集大成であり、「平城京」遷都の理由である。 
 

 鹿島神宮の地名「カシマ」は、養老5年（721年）に成立した『常陸国風土記』では「香島」と記載されてる。風土記の中で、「香島郡」の名称は「香島の天の大神」に基づくと説明されている。「カシマ」を
「鹿島」と記された初見は、延暦16年（797年）に完成した『続日本紀』の記述、「養老7年（723年）条」である。 つまり、日本書紀が記されたあとに神護景雲２年（768）春日大社が創建され、そのあとに
「香島」が「鹿島」に改称された。そして、それまで、神格が与えれていなかった鹿島神は、突如、宝亀8年（777）、正三位 （『続日本紀』）となり、承和6年（839）には従一位勲一等 （『続日本後紀』）となる。 
 710年の遷都後間もない、712年「古事記」が元明天皇に 献上。養老4年（720）『日本書紀』完成した。先に記述された歴史があり、その内容に合せて「香島」が「鹿島」となり、春日大社が創建された

のである。『古事記』『日本書紀』『常陸国風土記』に、鹿島神宮の祭神をタケミカヅチとする記述はなく、初見は『古語拾遺』（807年成立）または『延喜式』所収の「春日祭祝詞」（768～927年）にまで下る。 
 興福寺と同じ時期に春日大社が創建できなかった事情には、元来、その地に先住していた春日氏（和邇氏の一族）の存在がある。春日氏は、猿田彦大神（榎本明神）を祀っており、その神は、記紀で
天孫降臨の先導役として活躍させられる。 同じ和邇氏一族の小野氏が、桜井の阿部山と交換に『三笠山譲り』したことが 「春日古社記」 に記されている。 小野氏一族の小野朝臣人足たちは、遷都
で造京司になっており、当時、従二位まで昇進し権勢した小野毛野（けぬ）も藤原不比等の腹心で、小野妹子の孫であった。  「榎本明神」は、今も春日大社の一角で、摂社として祀られている。 

内行花文鏡 

画紋帯神獣鏡 

根本思想  ３ ページ ② 春日大社    「 白鹿に乗せられてやってきた神様 」         「建御雷之男神」 について、古事記・日本書紀 考察      

卷向遺跡祭殿は三輪山を遥拝する東西方向   天平勝宝８年（７５６）「東大寺山堺四至図」によると 春日大社 神地は三笠山を遥拝する東西方向 
 
  以下、天武天皇の、信仰・宗教関連記事   天武・持統天皇期には、飛鳥の大官大寺など以外に、関東から九州に５００以上の寺院創建、急増 
した。「国家仏教」創始の時でもある。また、飛鳥浄御原令に起源説がある神祇官制度により、各地の八百万の神々の掌握をもくろんだ。 朝廷によ 
る幣帛の直接授受などで、太政官を介入させずに全国の神社を掌握するための構想である。 
 

・ 壬申の乱の戦勝祈願を 「天照大神に望拝」日本書紀 天渟中原瀛眞人天皇 天武天皇  丙戌旦、於朝明郡 迹太川邊、望拜天照大神。 
・  仏教『金光明経』正論品の「帝王神権」   日本書記 天武天皇期に、三度説かれる。 
 『金光明経』曇無讖の同名漢訳や、唐の義浄（ぎじょう、635年-713年）が漢訳した『金光明最勝王経』がある。  
  『金光明経』『金光明最勝王経』は、四天王などが国王や皇帝の利益を第一に守ることを説いている護国経典である。のちに最澄は、 『金光明経』
『法華経』『仁王経』を護国三部経（ごこくさんぶきょう）として括めた。 
 『金光明経』四天王品で、世尊(せそん・梵語で「福徳ある者」「聖なる者」の意・仏の尊称)、如(も)し諸の国王の所有する土境、是の経を持(たも) 
つ者、若し其の国に至らば、是の王、応(まさ)に当(まさ)に是の人の所に往いて、是の如き微妙の経典を聴受し、聞き已(おわ)って歓喜すべし。 
復(また)、当に是の人を護念し恭敬すべし。世尊、我等四王、復た当に勤心(ごんしん)に是の王、及び国の人民を擁護し、為に衰患(すいげん)を除き
安穏を得せしむべし。 『金光明最勝王経』滅業障品にも、この経典を講説して得られる種々の利益があげられる。 
  1. 国王が無病息災、2. 国王の寿命が長遠、3. 怨敵がなく、将兵が勇健、4. 国が安穏豊楽で、正法が流通することという。 

春日大社  

摂社「榎本神社」 

武甕槌命 - 藤原氏守護神（常陸国 鹿島の神） 
経津主命 - 同上（下総国 香取の神） 
天児屋根命 - 藤原氏 祖神（河内国 平岡の神） 
比売神 - 天児屋根命の妻（同上） 



645年(大化元) この頃、鎌足が釈迦三尊像を造立  
669年(天智8)  鎌足の妻、鏡大王が夫の病気平癒を願い山階寺造営  鎌足の釈迦三尊像を安置  
672年(天武元)  壬申の乱、飛鳥浄御原宮に遷る 
           この頃、山階寺を大和国高市郡厩坂に移し、厩坂寺と称す  
685年(天武14) 山田寺講堂の薬師三尊像造立―銅造仏頭 
710年(和銅3)   平城遷都。藤原不比等、厩坂寺を平城京左京3条7坊に移し、興福寺と号す  
714年(和銅7)   3月 金堂(こんどう)供養  
720年(養老4)   不比等没 10月17日 「造興福寺仏殿司」を初めて置く 
721年(養老5)   北円堂建立 不比等一周忌、元明上皇、元正天皇が長屋王に命じ創建 
           本尊木造 弥勒仏坐像、木造無著菩薩・世親菩薩立像 
           8月3日 橘 三千代、金堂に弥勒(みろく)浄土像を造る  
726年(神亀3)   7月 聖武天皇、東金堂(とうこんどう)を建立 聖武天皇が伯母、元正天皇の 
           病気平癒を祈願し、本尊薬師三尊で創建 
727年(神亀4)   12月 興福寺観禅院梵鐘(ぼんしょう)鋳造  
730年(天平2)   光明皇后、五重塔建立  
734年(天平6)   正月11日 西金堂(さいこんどう)建立。 光明皇后が母・橘三千代の一周忌に際し、 
          釈迦三尊を安置する堂として創建。 十大弟子・八部衆像等も造立   
737年（天平9） 藤原四兄弟没 
738年(天平10) 3月28日 山階寺(興福寺)に食封千戸を施入  
746年(天平18) 正月 講堂本尊不空羂索観音像造立 （のち南円堂移祀） 
749年(天平勝宝元) 5月20日 寺田百町施入される 
757年(天平宝字元) 12月8日 山階寺(興福寺) 施薬院 に越前国の水田百町を施入 
761年(天平宝字5) 2月 東院西堂建立 764年(天平宝字8) 9月 東院東堂建立 
771年(宝亀2)  2月22日 東院地蔵堂建立 
791年(延暦10)  3月10日 講堂に阿弥陀三尊像を造立 4月 北円堂四天王像造立  
813年(弘仁4)  藤原冬嗣(ふゆつぐ)、南円堂を建立 藤原北家冬嗣が父・内麻呂追善 
           講堂本尊不空羂索観音像を移祀 

神亀5年（728年） 金鐘山寺 聖武天皇と光明皇后の間に生まれた唯一の皇太子で夭逝した基王の菩提を弔う
ため建立。 良弁（のちの東大寺初代別当）を筆頭に智行僧九人を住持させた。 その宇堂の一つ「羂索堂」 
は現在の法華堂「三月堂」天平12（740）年～748年頃建立。  乾漆立像として、本尊不空羂索観音、梵天・帝釈
天、金剛力士 2躯、四天王。塑造立像は執金剛神、日光・月光菩薩（全国宝）  創建時伽藍で唯一現存。 
福寿寺 光明皇后が創建に関わる。福寿寺写一切経所（正倉院）より天平13（741）年までに創建。 
 

天平13年（741） 国分寺・国分尼寺（金光明寺・法華寺）建立の詔 
国家の災害・国難などを消除することを説く『金光明最勝王経』の具現が国分寺の建立 
金鍾山寺が昇格して大和金光明寺となり、これが東大寺の前身寺院とされる。福寿院との統合や、瓦より金堂
所在地が現法華堂（三月堂、羂索堂）地とする説あり。 
 

天平12年（740）2月、河内国知識寺に詣でた聖武天皇は、『華厳経』の教えを所依とし、民間のちからで盧舎那
仏が造立され信仰されている姿を見て、盧舎那大仏造立を強く願われた。 
造立する前に『華厳経（大方広仏華厳経）』の教理の研究。華厳経講説、盧舎那仏の意味は、金鍾山寺（羂索
堂）で、大安寺審祥大徳を講師として、良弁主催で天平14年（742）に終了。世界に存在するあらゆるものは、そ
れぞれの密接な相関関係の上に成り立ち、平和で秩序ある世界を形成するとの教理実現を目指す。東大寺の
正式名称は、「金光明四天王護国之寺（きんこうみょうしてんのうごこくのてら）」 
天平15年（743）「大仏造顕の詔」当初、紫香楽宮において造仏工事が開始されるが、山火事・地震の続発で、
平城京に還ることを決意、天平十七年（745）8月、大仏造顕の工事は金鍾山寺の寺地で天平19年（747年）再開。 
「造東大寺司」初見は天平20年（748年）     天平勝宝四年（752）4月に「大仏開眼供養会」 
天平勝宝8年（756）聖武天皇崩御   天平宝字2年（758）金堂大仏殿峻工。 その後も講堂・東西両塔・三面僧房
などの諸堂造営は、延暦8年（789）3月の造東大寺司の廃止まで続行された。 
 

「二月堂」 本尊十一面観音 創建 天平勝宝4年（752年）主説、修二会（しゅにえ）が良弁の弟子 実忠が創始。 
罪障懺悔し、功徳により興隆仏法、天下泰安、万民豊楽、五穀豊穣などを祈る法要行事 
「戒壇院」 出家者の受戒（正規の僧の戒律授受）施設として、天平勝宝7（755）年に鑑真和上が創建 
塑造四天王立像（国宝）。 天平年間に千手（観音）堂が建てられ、今はない講堂にも千手観音像が安置された。 

東金堂  
薬師三尊 

西金堂  
釈迦三尊  
十大弟子・ 
八部衆像等 

講堂 

本尊不空羂索観音像 
791年 阿弥陀三尊像に 

南円堂 
不空羂索観音像 

北円堂 
 弥勒仏坐像 

中金堂  
釈迦如来坐像 

興福寺 

  興福寺（や春日大社）は、藤原氏、天智天皇の姫たちによる、その仏教権威象徴 と 一族鎮魂の象徴である。 中央の主たる金堂に仏の根本、釈迦如来を祀り、不比等のための北円堂には、氏族
繁栄を願ってか将来に期待する弥勒菩薩坐像。 東の金堂には現世利益の薬師三尊を加える。そして734年、光明皇后は、橘三千代のため西の金堂に釈迦三尊を祀る。ちょうど藤原四兄弟が全盛の
時であり、もし737年兄弟没後であれば、西には違う仏をまつったかもしれない。しかし興福寺はあくまで力強い。746年、講堂に玄昉が招来した強力な現世利益仏 不空羂索観音像が鎮座。のちに藤
原北家貢献者、冬嗣が父追善供養で創建する南円堂に還座される。しかしその興福寺でも資材帳 天平宝字４（760)年光明皇太后法事で、阿弥陀仏に追福祈願、「称讃浄土経」二千枚が写経された。 
そして、都が平城より去ったあと、791年、講堂に阿弥陀三尊が祀られる。 ようやく鎮魂、安らぎを求める寺院にもなった。 
  東大寺は、鎮魂、救済のための秩序を願う寺院である。 前身寺院は、同地に建立された金鐘山寺。 聖武天皇と光明皇后の皇子、基王が神亀5（728）年に夭折、供養鎮魂のため建立された。   
そして、現二月堂付近に阿弥陀堂を持つ福寿寺も前身とする説がある。 共に都の東方山岳に所在した。 皇子に続き、光明皇后の母、県犬養三千代が 天平5（733）年に没しており、その鎮魂の寺院
と考える。 いずれにせよ鎮魂の寺院を前身に、国分寺としてまず再創建される。 そして、平城京に戻った聖武天皇が、行基や知識寺の影響を受け、広く万民のための公共寺院として東大寺が誕生
した。 その時代は、藤原氏衰退から平安期再興までのわずかな狭間であった。 737年、聖武天皇期、藤原四兄弟が没し、橘諸兄、玄坊、吉備真備が藤原氏に対抗、藤原広嗣も乱で処刑、不比等の
諸領土は全て朝廷に返上された。 橘諸兄は県犬養宿三千代と美努王の子で、彼にとって不比等は母を奪われた宿敵である。 一時は藤原仲麻呂が勢力するが、764年吉備真備が大宰府より帰還
し「造東大寺長官」に任命、孝謙上皇勅命により高齢７０歳で藤原仲麻呂を追討した。 興福寺と東大寺は、仏の世界でも主導したい藤原一族と、その姻戚にありつつ対抗する聖武天皇や橘氏、真備
の象徴である。 東大寺に宇佐八幡を勧請し守護とした理由はここにもあると気づかされる。 また双方共に祀る不空羂索観音も、それぞれの違う目的のためと考える。 

 

  東大寺 

元金鐘山寺「羂索堂」 
法華堂（三月堂） 

元福寿寺付近 
     二月堂 

手向山八幡宮 
宇佐八幡宮より勧請 

 

  春日大社    
鎮座 710年頃   

創建768年 

 

  東大寺   752年  

 華厳宗  

 ４ ページ ③ 東大寺   同じく 鹿 が散策する、奈良公園界隈 の 事情       興福寺 と 春日大社 に対する 東大寺 の意味   「 東大寺に 春日灯籠 は無い 」         

 

 興福寺 715年（金堂） 

  

根本思想 



                           

  奈良時代  元明天皇から桓武天皇の遷都までの間、信仰と律令政治が変化し始める。  神と仏の役割分担として神仏習合、土地所有の改変として墾田永年私財法である。 
その前、飛鳥時代は、白村江での大敗を経験し、危機意識からも国家としての内制を整える時であり、神仏共存の模索の時であった。 日本書紀は、斉明天皇5（659）年、出雲国造に命じて「神之宮」
を修造させた、と記する。 天武天皇期には、伊勢神宮の斎宮を制度化した（壬申の乱の戦勝祈願の礼（『扶桑略記』）。 上賀茂神社造営も天武天皇7（678）年である。 つまり、神の坐ます場所や祀
る者が整えられた。 また、仏については、「自分で観想する浄土」から、日本特有に「他者の鎮魂」、「自らの氏寺、先祖供養」に拡大、変貌した。 奈良時代のあと、平安京で、「神仏習合」は神像、神
社建築に影響、「墾田永年私財法」は荘園拡大に繋がり、律令制度の崩壊や 貴族と武家の勢力交代 にまで遠因する。 その飛鳥と平安の間、平城は、政治的な根本思想の下、神仏はそれぞれの立
場を確立していく時代である。  
  前述、新天地への遷都の理由を、壬申の乱で衰微した天智天皇皇統 と 中臣氏による「復活への活動」と考えた。 その都、平城では、新たな信仰政策、神仏が習合し、絶大となる。 
仏は、その名のごとく興隆する藤原氏 「興福寺」を頂点に、蘇我氏飛鳥寺を起源とする「元興寺」を従え、飛鳥京での配置を再現した「薬師寺」と、大官大寺を改名した「大安寺」を西から南に配す。そし
て、都の内部で左（大臣）を標榜し、また独立した東方の地域、戦闘上も有利な山麓にかけて、日の出方向に「春日大社」を鎮座させた。それが平城京の原型である。 日本書紀で天武期に初見される
川原寺（弘福寺）は興福寺にすり替えられた。 その興福寺の発祥は山科の山階寺で創建者は「鏡女王」。  896年作の藤原良世 『興福寺縁起』は、元々は天智天皇の妃だったが、後に藤原鎌足の
正妻となり、藤原不比等を生む。と伝える。 『日本書紀』天武天皇が見舞う「鏡姫王」、『延喜式』舒明天皇の押坂陵内に墓がある「鏡女王」と別人かどうかは別にしても、藤原氏の母であり、時の天皇
の近親者の女性が、天照大御神に通ずる「鏡」と名付けられたことに注目したい。  
  天武天皇の神仏政策。 つまり神は鏡の元祖、神武天皇に、「循環思想」を基礎とする皇祖、天照大御神を見だす皇統 「根本思想」、仏には、持統天皇の病気平癒祈願 「現利思想」。その政策を藤
原氏は取込、強化した。神は、その皇統の支援者、武甕槌命を春日大社に祀り、仏は、その根本、釈迦如来を「興福寺」金堂の本尊とした。「根本思想」を踏襲する。ここでは阿弥陀如来は影を潜める。 
  「薬師寺」と「興福寺」は共に法相宗。 法相とは、森羅三千の万象である、諸法の性（真如）と相（現象）を分別する意味で、『成唯識論』を所依として万法唯識の本質を識と説く。ここから「唯識宗」と
もいわれる。インド唯識派の祖師、世親の教えを解釈した玄奘の漢訳『成唯識論』は、六経と十一部論を引用、 その六経とは『華厳経』『解深密教』などである。 『法華経』では、一切衆生の悉皆成仏
（どのような人も最終的には仏果（悟り）を得られる）を説く一乗説に立ち、経典の三乗は一乗を導くための方便と解釈したが、対して法相宗では、小乗（声聞乗・縁覚乗）・大乗（菩薩乗）の区別を重んじ、
それぞれ悟りの境地が違うとする三乗説を説く。 つまり教学として、厳密には万民平等な仏教ではない。 律令の官僚制、官位、位階。 また良民と賎民に大別される身分制に通じるかもしれない。
そして、この法相宗も、元来、653年（白雉4年） 道昭が入唐し玄奘に師事、蘇我氏の飛鳥法興寺に伝えたことに始まる。 717年（養老元年） 義淵の弟子玄昉も入唐、興福寺を盛り、僧正位にもなった。 
仏教は、鎮護国家の思想の下、国家の管理下で統制、得度を制限する年分度者の制度が施行され、原則として私度僧は認められていなかった。このことは仏僧と国家権力が結びつく原因ともなった。   

  「根本思想」は、聖武天皇の「東大寺」や、その大仏殿前で、聖武天皇、光明皇太后、孝謙天皇らに菩薩戒を授けた鑑真の「唐招提寺」にも出現する。二寺の本尊は『華厳経』に詳しく説かれる「廬
舎那仏」、釈迦を超えた宇宙仏（法身仏）で、宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏である。 密教では「摩訶毘盧遮那仏」（大毘盧遮那仏）は、大日如来と呼ばれる。巨大なる根本仏である。 
  聖武天皇は、仏教による災厄（飢餓・疫病）戦乱鎮静の『鎮護国家』の思想に基づき、741年 『国分寺・国分尼寺建立の詔』。 743年5月 『墾田永年私財法』 10月東大寺『大仏造顕の詔』 私度僧、
優婆塞 行基集団 が貢献。 平城京での「神仏習合」は、同時に各地でも発祥していた。 宇佐八幡宮での法蓮、のちに雑密と呼ばれる密教僧や私度僧が密教、観音菩薩も広めていく。 「東大寺」創
建の前提として、749年、宇佐から八幡神を勧請した。 同年、聖武天皇に菩薩戒を授けた行基は没す。751年、良弁が東大寺初代別当に。 「東大寺」鎮守社として「手向山八幡宮」が残る。  
777年、八幡神は神で初めて出家、八幡大菩薩となる。  
  その時代、758年には住吉大社に、766年までには伊勢神宮にも神宮寺が、奈良時代末までに 
大神神社に大御輪寺が創建される。 京都では延鎮（法相宗）による「山科、法厳寺」、慶俊（法相、 
華厳、真言宗）による「愛宕、五寺」開山で、山代から山背にかけた山岳の信仰拠点が整う。 

 

唐招提寺  759年  

（金堂） 

 

  東大寺   752年  

 華厳宗  

 

新薬師寺 747年 
（本堂）  

 

法華寺 745年 
759年 阿弥陀浄土院  

       

 

 興福寺 715年 
  （金堂） 

 

 薬師寺 718年 
 （金堂）  

法相宗 
 

大安寺 730年頃 
（本堂） 

 

 元興寺 745年 
 （金堂） 

極楽房 智光曼荼羅 

西大寺 765年  

  （金堂）   

 

  春日大社    
鎮座 710年頃   

創建768年 

循環思想 現利思想 和合思想 

自然 の 法則 ・ 力 

太陽・月・水 
季節 

マナイズム  見えない チカラ   
植物・動物   花鳥風月 

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  航海の神 
（自然への感謝・畏怖・恩恵） 

海神 （ 宗像神・住吉神 ）  

 山神 （ 大山咋神 など ）  

平安 

鎮魂 

薬師如来 
観音菩薩 

廬舎那仏 

鎮魂 

 皇祖神   

仏の役割 
鎮護・現利 

飛鳥 

古墳 

奈良 

神仏習合 役割分担 

弥生 

縄文時代 藤原不比等 邸 

藤原仲麻呂 邸 

根本思想 

政治思想 

八幡神 

釈迦如来 

神の役割 
皇祖・戦神 

鎮護 

天照大御神 
神武天皇 

皇祖 

戦神 

現利 

鎮魂 

神宮寺 

武甕槌命 

政治的 根本思想を基本に 
神仏習合し、役割分担 

海神  
住吉神  

主に藤原氏領域 

根本思想 和合思想 

自然共生・原生思想 



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 

法華経 大乗一仏乗教 自然調和 

「浄土信仰」万人往生 

自然真理 思想 

聖徳太子 

空海 

法然・親鸞 

「草木国土悉皆成仏」 安然・良源 

栄西・道元 「禅」全てのものに仏性   

無差別  空也 

自然法爾 思想 

「神の思想」  
死後、万人 神となる 

「仏の思想」  
万人 往生仏性 

万人祖霊 

自然的秩序 
三教一致「心学」 商業倫理 

石田梅岩 

安藤昌益 自然真営道 
「活真」の中の万人「直耕」 
二別の互性 

無差別  一遍 

民間思想の時代 

宗教思想の時代 

自然宇宙の真理 

道昭・行基 

最澄 一乗思想 

神・仏・儒 一致 

 「六派羅殿家訓」「仏・神・主・親への崇敬」  
 

道徳教訓書の代表 「五常内義抄」 
「儒仏一体の道徳思想」 
 儒教道徳五常 仏教の五戒 
「伴天連追放令」 金地院崇伝 起草  

北条重時 

徳川秀忠 

武家思想の時代 

法華経  二乗作仏と久遠実成 日蓮 

救済の実践（ 万民布教 ） 

無差別  救済の実践（ 万民布教 ） 

庭は、「石」「樹木」「池」という素材を使い大自然を抽出する 知的な芸術活動の所産である。  
人間はいかに機械化されようと自然の一部であり、大自然から離れて生きることが出来ない。  
自然と共に生きるから安らぎを得ることが出来る。これが「自然なるこころ」「自然なる思考」である。 
日本人にとって「庭」の原点は、「神の坐ます場所」、「仏のおわす場所」であった。 
 

（縄文・弥生時代） 
 巨石、磐座、磐境、依り代として巨石・巨木信仰。 
  天の斎庭(ゆにわ) の発想「古代祭場」 麓は祀り場 神社起源。 
 磐境：垣根のように依代と磐座を取り囲んで配置されている添え石、神域との境界を示すもの 
 古墳時代になると巨石を移動させ、身近に祀る場所で再現した。  
（飛鳥・奈良時代） 神仙蓬莱思想は不老不死の願望を満たす 
 飛鳥時代になると中国、韓国から、不老不死を願う神仙蓬莱思想が伝えられた。 
  （秦の始皇帝、漢の武帝など古代中国の権力者がこの思想に熱狂） 
 蘇我入鹿は、池、蓬莱山島を作り「嶋大臣」（しまのおおおみ）と言われた。 
 斉明天皇 外国使者を迎え「須弥山石（しゅみせんせき）」のもと饗宴した記事。 
        この時代、文献と一致する、庭として唯一の石造物。 
 天武天皇・持統天皇 飛鳥浄御原宮「飛鳥京庭園」は、我が国独自に工夫した流水・涼み台。 
  天武天皇14年(685)  飛鳥京庭園推定として「白錦後苑」の記述  以上３件『日本書紀』  
  飛鳥の園池は百済渡来の「方型池」が多いが、奈良時代は新羅渡来の「曲型池」が多くなる。 
  「飛鳥京庭園」は、その習合的で過渡的な形態。 
（平安時代） 
 「寝殿造 前庭」 行事・歌舞 自然景観   
 「別業庭園」   大覚寺、城南宮   
    『宇治殿 』     源融の別荘、宇多天皇から源重信、長徳4年（998）藤原道長に渡る    
 平安中期 『作庭記』橘俊綱 世界最古の造園指南書 
 「浄土庭園」     極楽浄土思想は末法への怯えから極楽を再現し、極楽浄土に行ける。 
                       法成寺、平等院に始まる 
（鎌倉時代） 

 蘭渓道隆こそ禅庭園を始めた人物で、その後龍門瀑が庭園のメインテーマになる。 
 更にその後、夢想国師が自然の中での悟りの場として日本庭園を位置づけた。 
 庭は、単なる鑑賞物から精神性を備えた庭になった。 
（室町時代） 
 夢想国師の悟りが大自然の中で行われたことは、彼の庭園が自然をテーマとしながら精神性 
 を秘めていることと深く関係している 「自然なる禅庭園」 天龍寺・苔寺（西方寺・西芳寺） 
 「書院造 前庭」 会所 遊興 自然景観 
 「禅寺 枯山水」 『庭は寸土に世界を観る』  
  従来の庭園は広大な敷地を必要とした。しかし、枯山水庭園は禅寺の一隅で作られた。 
  比較的狭い庭が誕生。 狭いが、そこには宇宙とみなされた世界がある。 
（戦国時代） 
  この時代は混沌としていて頼れるのは己の実力のみ。  
  庭は従来様式は踏襲するが形式的である。 巨石、質実剛健、自由奔放、豪快無比。  
   醍醐寺三宝院 藤戸石  「阿弥陀三尊」の形容  組み合わせの妙を楽しんだ。 
  一方、市中の山居 「茶室前庭」が茶人から武家、寺院に普及した。 
（江戸時代） 
 「別業庭園」復興   桂離宮、修学院離宮 隠棲的な造作 「凹凸窠」（詩仙堂） 
 「大名庭園」二条城 総じて大きくなリ、過去の様式習合が進展、独自性は後退。 

 １ ページ        「知恵の会」                                  

貴船神社「石庭」 
天津磐境がモデル 

京都 御所 



             

斎庭 （ゆにわ） 

磐座、磐境 

浄土庭園 

別業庭園 

大名庭園 

非日常 

日常化 

神仙蓬莱 

② 『日本書紀』 神に捧げる稲穂を耕作する神聖な田（庭） 「 斎庭（ゆにわ） 」 

「天孫降臨」 神代下一書 
是時、天照大神、手持寶鏡、授天忍穗耳尊而祝之曰「吾兒、視此寶鏡、當猶視吾。可與同床共殿、以爲齋鏡。」復勅天
兒屋命・太玉命「惟爾二神、亦同侍殿內、善爲防護」又勅曰「以吾高天原所御齋庭之穗、亦當御於吾兒。」則以高皇産
靈尊之女號萬幡姬、配天忍穗耳尊爲妃、降之。 故時居於虛天而生兒、號天津彥火瓊瓊杵尊、因欲以此皇孫代親而

降。故、以天兒屋命・太玉命及諸部神等、悉皆相授。且服御之物、一依前授。然後、天忍穗耳尊、復還於天。 

祭祀 
儀礼 

異界 

豪麗 

 ２ ページ 

神話の「庭」は、神の坐ます場所、神聖な田であった。（以下①②） 
実在としては、古代の神奈備「祭場」が、その場所と考えられる。  
言葉として正式に「祭場」が「庭」と呼ばれた用例として、「石上神宮の高庭」がある。 
 

『 石上神宮 御由緒 』 
『御祭神は布都御魂大神の御神体は、神代の昔、天孫降臨に際して、経津主神・武甕雷神が出雲国稲
佐浜に天降って大国主命に国譲りを命ぜられた折に、武甕雷神が携行された剣です。その後、神武天
皇が御東征になる途次、熊野にて邪神の毒気により遭難された折に、天照大神の勅により再び天降ら
れ、邪神を平定されました。天皇は御即位の後その御功績を称えられ、物部氏の遠祖宇摩志麻治命に
命じ、宮中に奉斎せしめられました。第十代崇神天皇七年に至り、勅命により、物部の祖伊香色雄命が
石上布留高庭（いそのかみふるのたかにわ）にお遷しして奉祀したのが当神宮の創めです。』 

この時、天照大神は寶鏡（たからのかがみ）を天忍穂耳尊に授けて、「我が子よ、この寶鏡を見ることは、私を見るのと同じだと心得
よ。ともに床を同じくし、殿（おほどの＝住まい）を同じにして、齋鏡（いはひのかがみ＝祭祀の対象の鏡）としなさい」と申された。天
兒屋命と太玉命に「あなたたち二神も、ともに殿の内側に居て、この鏡をお守りしなさい」と命じた。 
 また、「私が高天原にある齋庭之穂（ゆにはのいなのほ）を我が子に譲り渡しなさい」と命じた。そして、高皇産靈尊の娘の萬幡姫
（よろづはたひめ）を天忍穂耳尊に娶らせて妃（みめ）とさせ、天降（あまくだ）らせた。天降る途中で生まれた子を天津彦火瓊瓊杵
尊（あまつひこほのににぎのみこと）と言う。そこで、この皇孫（すめみま）を自分に代わって天降らせようと思われ、天兒屋命と太玉
命及び諸部の神々のことごとくを皇孫に授け、神（天皇）の衣服も一緒に授けた。その後、天忍穂耳尊は再び天に上った。 

奈良時代、草木や池を作る場所を「園」（その）、「山斎」「嶋」と呼び「庭」と区別した。平安時代に「には」が、「庭園」の意味に
転じた。 「に」は、「な（滑・平）」平らな（海面など）場所をさすとされるが、「和 にきぶ」 「賑 にぎはふ」 も 同義かな 
「は」は、「派・延」の意味とされる。 いは（岩・家）、たんは・たには（丹波）、神域 みは（三輪）の「は」も 同義であろうか。 
以下、原初 「には」の用例 、「堅庭」「斎庭」「高庭」 から 「神聖なる場所」の 意味 を示す。 

坪庭 住宅庭園 

南禅寺界隈別荘 

枯山水 

茶室前庭 
市中の山居 

異空 

書院前庭 
 会所 遊興 自然景観 

寝殿前庭 
行事・歌舞 自然景観 

参考 宗像大社 
「宗像三女神降臨の地」 
“高宮祭場” 
  

 奈良時代以前は社殿が
無く、神奈備としての杜や
山など聖なる所と祀られた。 
数少ない神籬（ひもろぎ）
の古代祭場で、古神道の
聖地として崇敬を集める。  ① 『古事記』 アマテラスの坐ます庭 

スサノオが、高天草のアマテラスに釈明にいく。アマテラスが待ち構えて準備していた堅い庭は、雪を蹴散らした飛沫のようになった。 
 

「天照大神と須佐之男命」 
故於是、速須佐之男命言「然者、請天照大御神、將罷。」乃參上天時、山川悉動、國土皆震。爾天照大御神、聞驚而詔「我那勢命之上
來由者、必不善心。欲奪我國耳。」卽解御髮、纒御美豆羅而、乃於左右御美豆羅、亦於御𦆅、亦於左右御手、各纒持八尺勾璁之五百

津之美須麻流之珠而自美至流、下效此、曾毘良邇者、負千入之靫訓入云能理、下效此。自曾至邇、比良邇者、附五百入之靫、亦所
取佩伊都此之竹鞆而、弓腹振立而、堅庭者、於向股蹈那豆美、如沫雪蹶散而、伊都之男建訓建云多祁夫蹈建而待問 「何故上來。」    
『日本書紀』 同様に記述 伊都振起弓彇、急握劒柄、蹈堅庭而陷股、若沫雪以蹴散蹴散、 

自然 の 法則 ・ 力 

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  

 「斎庭の稲穂の神勅 」  
「神田」では、 宮中祭祀の中でも最も大切な行事である新嘗祭に奉納するお米を栽培する。そして、 陛下御自らが田植えされ、刈り取りも行われる。  
神嘗祭（かんなめさい）  １０月１７日  伊勢神宮、賢所 天照大神に奉納する祭事。皇居の 「神田」 で、 神嘗祭に奉納する稲を、陛下ご自身が根っ
子ごと抜く。稲穂を筒に入れ、掌典職の五人が、モーニング姿で伊勢神宮へ届ける。 
新嘗祭 （にいなめさい） １１月２３日  八百万の神々に収穫したお米を奉納し感謝する行事。奉納した穀物を神々と一緒に戴く儀式。  
伊勢神宮を始め全国の神社。皇室賢所で行う。 その年に穫れたお米を、天照大神をはじめとする八百万の神々に感謝する。賢所で、陛下は一年間
天下万民のためにお祈りされてこられた御霊力を新嘗祭の神人共食で回復し、蘇られる。 向こう一年間、 お祈りされる体勢を整えられる儀式。  

別業庭園 

庭の意義 重層的変遷 



           

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 

法華経 大乗一仏乗教 自然調和 

「浄土信仰」万人往生 

自然真理 思想 

「草木国土悉皆成仏」 

「禅」全てのものに仏性   

無差別  

自然法爾 思想 

「神の思想」  
死後、万人 神となる 

「仏の思想」  
万人 往生仏性 

万人祖霊 

自然的秩序 
三教一致「心学」 商業倫理 

自然真営道 
「活真」の中の万人「直耕」 
二別の互性 

無差別  

民間思想の時代 

宗教思想の時代 

自然宇宙の真理 

一乗思想 

神・仏・儒 一致 

 「六派羅殿家訓」「仏・神・主・親への崇敬」  
 

道徳教訓書の代表 「五常内義抄」 
「儒仏一体の道徳思想」 
 儒教道徳五常 仏教の五戒 
「伴天連追放令」 金地院崇伝 起草  

武家思想の時代 

法華経  二乗作仏と久遠実成 

救済の実践（ 万民布教 ） 

無差別  救済の実践（ 万民布教 ） 

天理 

法理 

義理 

道理 

公理 

日常 

 ３ ページ 

原初の「には」から「庭園」に、その意義を日本文化で解釈する。 
平安時代に「には」が、「庭園」の意味に転じたが、そのことは非日常的な
「には」から日常的な「庭」へ、 「庭」概念の重層的な変遷を表わしている。 
 

対極に、「日常」としての「社会秩序」概念を置き、「庭」文化と比較したい。 
「日本文化の原理」を主軸に、林屋辰三郎先生著 『 日本文化史 』 より 
引用した 「天」「法」「道」「義」「公」を時代に合わせて図解、配置した。 
 

主軸である「自然平等なる習合・和合の拡大浸透」と同期し、「庭」文化も 
「秩序概念」も、同じく「習合和合」に向かってきたと、考える。 
「庭」は、より「日常」に向かい「和合」に傾向した。一方、上記の「秩序概念」
は、「日常」的な事柄として、「天」という「非日常」で不公正的概念から、「法」
「道」「義」「公」と、情緒的な感覚を経て、公正「和合」に傾向した。 
 

「には」から「庭園」へ その言葉が使われる対象や、庭園の創作者・目的に、
社会秩序の「天理」から「公理」に向かう時代投影がある。 
 

林屋先生著書『歴史と公害』の中で、時代は「公」から「衆」の時代が始まっ
ているとされる。 また、その「衆」は、健全なる少数意見を正しく評価できる
「衆」でなければならないと、される。 
そのためには、例えばこの「庭」文化を通じ、日本文化信仰の構造を正しく
理解することが重要である。 その時初めて、「庭」にも「和合」的な意義を 
感じられるはずである。 
日常生活の中の自然なる象徴として「庭」を育むことで、「庭」を媒介とした 
自然健全なる「衆」としての地域社会生活が実現できると考える。 
国家もまた、精神的な信仰思想や、物質的な領海領土を、媒介できる「庭」
が必要である。 
 
「庭」の存在は、我が国 国民の「自然なる思考」が表現された「証」である。 
「自然（じねん）なる思考」は、「万物自然な環境」で 育まれる。 
 
 

【 参考 】 
『 庭の緑が地域の環境へ貢献することに関する住民意識 』より 
         慶應義塾大学 水上 象吾 佛教大学 萩原 清子 
         東京都町田市の戸建て住宅団地にてアンケート調査 
 
「効果」について 「心のやすらぎやうるおいをもたらす」が 64.1％で一位 
 

【 調査結論 】 「庭」への自宅の緑が地域へ貢献するとの意識において 
自然への関心や自宅の緑の手入れ等、環境へのかかわりが高い人ほど、
そして、地域への愛着や近所づきあいなど、地域へのかかわりが高い人ほ
ど、緑の貢献意識が高い。 
また、個人の事柄だけでなくボランティア意識や地域の景観の調和等、社会
への貢献や調和が大切だと考える傾向がある人ほど、自宅の緑が地域へ
貢献するとの意識が高い。 
したがって、「緑や環境向上への取り組みを地域ぐるみで行い、コミュニティ
の向上も合わせて取り組むこと」や「個々の自宅の緑」が、広範囲の地域に
及ぶ社会的貢献があることの意味を理解してもらうことが望まれる。 

斎庭 （ゆにわ） 

磐座、磐境 

浄土庭園 

別業庭園 

別業庭園 

大名庭園 

枯山水 

茶室前庭 

非日常 

日常化 

市中の山居 

坪庭 住宅庭園 

神仙蓬莱 

祭祀 
儀礼 

異界 

豪麗 

南禅寺界隈別荘 

異空 

庭の意義 重層的変遷 
社会秩序 

書院前庭 
 会所 遊興 自然景観 

寝殿前庭 
行事・歌舞 自然景観 

実用化・貴族から武家へ 

実用化・民衆へ 



                 

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 

 

和合 と 創造 

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。   
 

価値観の 
フィルター 

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 

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 
公明正大 
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 の生活的表現    

均衡 と 連携 

「神仏儒の一致」  

奉仕 実利 

教養 実業 

日本文化の原理に沿った 
「 自然 なる 思考 」 

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 

ケ 日常  
穢れ  
実用・効率 
作法・型 
技術・わざ 

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 
  

人口構成 
防災 
食料 
エネルギー 
累積債務 
保険年金 

持続的 課題 今日的 課題 

経済 （政治） 
 単年度 財政 
 株価・企業業績 
  
日常生活   

「自然環境」 自然の下に生かされている 
「自然なる思考」 自然（じねん）なる社会と生活 

国際社会 
処々情報 

 
外交 
国防 

全国（地方）的課題 首都的課題 

原理 の社会的表現    
自然 への 尊厳・畏怖  真理 

均衡 と 連携 

政策の視点   

単純・簡素 
調和・精美   

価値観の 
フィルター 

独立自尊 

 自然なる国家 

「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。 

 ４ ページ 

「日本文化の原理」が、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、現代においても、日本人
に適正を以て、活用できると考える。  
今、より一層、この文化的特性を意識しなければならない。  
 結論から呈示する。 当方「日本文化の原理」を基本に、下方に「原理の
現代的表現」を、それぞれの思想に沿って具体的内容で配列した。 
これらは、本来、我々にとって親和性が高く、そうあるべき「原理」に沿った
「自然なる思考」である。 「自然なる国家」への序論を最後に加える。 
 

 本編での主題は、「自然」である。 現代日本では、一般的に「万物自然」
の意味が通例であるが、元来は違う。 江戸時代までの我が国で通用して
いた「自然」とは、「老子」に登場する「自然（じねん）」である。 
その「自然」とは、「人為的でなく、おのずからそうある状態」の意味で、「孟
子」では猛然や欣然（きんぜん）のようにある状態をあらわす。 
 いわゆる万物自然、自然世界の「自然」は、ギリシャ語の「フュシス 
physis 」を語源とするオランダ語「ナゥール natuur 」であり、江戸時代に蘭
学で訳され、「おのずと生じたもの一般」を意味する。 
 

 我が国は、万物自然の環境に恵まれ、そこから「自然なる 
神信仰」「自然（じねん）なる思考」が発祥した。  
ブッダや天台智顗、孔子、そして朱熹や王陽明もまた、彼らが 
生まれ育った自然環境に影響され、自然なる思考を為した。  
そして、我が国はブッダや孔子ら先達たちの「自然（じねん） 
なる思考」を受容し、選択変化させ、習合した。  
なぜ可能であったか？ 我が国固有の信仰思想構造が、それ 
ら「自然なる思考」と一致していたから、と考える。 
 

  我が国で、初めて「自然（じねん）なる思考」によって、 
具体的に憲法を制定し、記録された人が、聖徳太子である。 
空海や親鸞、江戸時代の民間思想家たちもまた、同様に 
思考した。 彼らの思考は、自然調和に仏教儒教を受容選択 
、習合し、文化を生んだ。 そして、その思考を前提に、「万人 
平等」に向かった。 そして選択された「大日信仰」「法華信仰」 
「浄土信仰」が、我が国で、根付くことになる。  
 武家社会でも、「御成敗式目」や「六派羅殿家訓」など 
から始まり、江戸時代までに神仏儒習合が浸透する。 
そして「万人平等」として、「公平道理」や「合議」が顕れる。 
 

「万物自然環境」 から 「自然なる神信仰」へ 
「自然なる神信仰」 から 「自然調和な和の思想」へ 
「自然調和な和の思想」 から 「神仏儒の受容選択、習合」へ 
「神仏儒の受容選択、習合」 から 「万人平等」へ 
 「万人平等」 から 「自然（じねん）なる思考」へ、先達たちは考えた。 
 

 本論「日本文化の原理」は、「おのずと生じたもの一般」万物自然から 
発祥した神信仰を起源に、自然調和に仏教儒教を受容、習合した歴史を、
三点の思想を軸とし、仮説した。 日本、日本人にとって、自然なるあり方
とは、この「おのずから生じた」「おのずからそうある」原理に沿ったもので
はないだろうか。 現代社会でも同様に、「万物自然と自然なる思考」が、
重要な局面を迎えている。 「不自然なる思考」は、本来、我が国では馴染
まず、自然に排除される。 以下、日本文化の原理を元に、先達たちの「自
然なる思考」を辿り、そしてそこから「何を学ぶべきか」を考える。  


