
2009．5．30 さとかん「環境倫理勉強会」 

発表者：ジョナサン 

日本人のこころの思想史 時代相とともにみる生命観・倫理観 

～いままで日本では「いのち」がどのように考えられてきたのか～ 

 

第 1回『記紀、万葉の時代から中古、中世まで』 

 

第 1部「風土記、記紀、万葉を中心に」 

 

１．風土記 

特徴：神々に横のつながりがつけられてゆく 

713 年に初めて編まれた。奈良時代初期の官撰の地誌。元明天皇の 詔
みことのり

により各令制国の

国庁が編纂し、主に漢文体で書かれた。出雲国風土記（完本）。常陸、播磨、備前、豊後
ぶ ん ご

風

土記（江戸時代に抄本、逸文として見つけられた）。郡郷の名（好字を用いて）、産物、土

地の肥沃の状態、地名の起源、伝えられている旧聞異事などが記された。 

 

先住民のコトムケ 

・天から降りた神が山河の荒ぶる神をコトムケする話が多い。 

コトムケとは、「言葉でもって荒ぶる神を鎮め、武力でもって道理に外れた鬼を殺す」と

いう意味。和平、化道、平討、征伐などの漢字があてはまる。 

・服従しようとしない先住民は蝦夷
え ぞ

、九州では熊襲
く ま そ

と呼ばれる。 

・狩猟採集民を同類とは見なさず、従わなければ殺してよいとする→生物、非生物の観念 

・海に暮らす猟師ら（海部
あ ま べ

と呼ばれる）は、天つ神イザナギの子孫とされ重んじられた。 

・神々の関係が錯雑としているのは、高天原
たかまのはら

に八百万の神々がいたからではなく、各地で

神と神の縁結びがなされたり、同一視されたりしたため。 

 

２．『古事記』と『日本書紀』 

特徴：神々の系譜や時系列で展開する 

・朝廷とそれに連なる氏などの系譜を記すことが主な目的。各地の残る神々の血統を一筋

にまとめようとした。 

 →イザナギ・イザナミによる国産みや黄泉国をめぐる神話は、出雲系神話の借用。ヤマ

ト朝廷の始祖神たちが平定しなおすという構想。 

→ヤマトタケルノミコト（倭武とも記される）は神と同様に思われていた。各地に残る朝

廷の天皇や皇子の記憶にも同じ名前がつけられた。 

・古事記は皇室の私的なもの、日本書紀は朝廷の独自性と各部族や氏の服従関係を示すた

めのもの。 
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・神代と歴史の境界がはっきりしていない 

 →「村立て」（国つくり）から部族に起こった最近の出来事までを口伝えしているため。 

・記紀では、いのちに関する漢字は、ほとんどが「生」。 

 →「活」は、生き返らすような場合。「寿」は、天によって定められた生の長さ。 

・「生」の観念は、五穀、草木にもかかわる。 

→死体化成神話・・・食物の神オオゲツヒメから蚕、稲、粟、小豆、麦、大豆が「生じ

た」（古事記） 

           スサノオから牛、馬、蚕や五穀が「生じた」（日本書紀） 

        ・・・五穀（日本）とは、稲・麦・粟・大豆・小豆（古事記） 

                      稲・麦・粟・稗・豆（日本書紀） 

・「命」とは 

 →もともと「命」は、定める、決めるという意味。運命は、天が定めた運。令を定める

のが命令。神々や天皇が命ずることばが「みこと」（御言）、それを発する神や皇族もミコ

ト。 

 

２－１．古事記 

天武天皇による編纂勅命。712年に太安万侶によって献上された日本最古の歴史書。上・中・

下の全 3 巻。稗田阿礼が暗誦していた『帝紀』（天皇の系譜）・『旧辞』（古い伝承）を太安

万侶が書き記し、編纂したものとされている。 

・漢字の当て字、漢文調が混在（万葉仮名）。 

 →例えば、ミズ＝川、河、湖、海。 

・「生む」ことに満ちている 

→黄泉国から帰ったイザナギが海辺で禊をしたときに、つぎつぎに神が「成る」。アマテ

ラスもツクヨミもスサノオも、その際にイザナギが「生んだ」。一方で「産む」はお産を

意味する。イザナミ「一日に千人（ちたり）殺してやる」、イザナギ「それなら、千五百

（ちいお）の産屋を立てよう」→チイオはめでたい数（日本書紀）。 

・いのち＝命 

 →「いのち」の意味で、御寿と御命とが用いられている箇所が１つある。 

 

２－２．日本書紀 

720年に完成した。奈良時代に成立した日本の歴史書。天武天皇の命によって舎人親王
とねりしんのう

たち

が編纂した。日本における伝存最古の正史で、六国史の第一にあたる。神代から持統天皇

の時代までを扱う。漢文・編年体をとる。全 30巻、系図 1巻。 

・漢文体 
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 →古事記とは対照的に、日本書紀では、「化ス」「便化ス」「化生ス」「化身ス」などと、

神には「成」がほとんど使われていない。しかし、スサノオ（ヤマタノオロチを退治する

神話で有名）の鬚髯が杉に、胸毛が檜に、尻毛は槙、眉毛は楠に「成った」。これは中国

の神話に類似。 

・和語のいのちにあたるのは、「性」や「身」 

 →『荘子』では、「生」と「命」の違いが説かれている。「命」≠「生」「性」「寿」 

・殉死の禁令 

 →埴輪をつくって埋めた。中国の殷の王の墓では生者の埋葬。秦の始皇帝の墓では大量

の兵馬俑が。 

・大化の改新 

 →天つ神の意に随って、天皇が国を治めるという考えが明らか。中国流の「隋天」の言

いかえ。中国の儒学では人のみ霊をもつとする。特に優れたものが「霊長」。「天子」は、

天の声を聞きとり、人を治める者。だがこの詔では、万物が霊を持つという考えがあった。

木霊
こ だ ま

や言霊
ことだま

（事霊）は、ギリシア神話などの精霊（スピリット）に似ている。 

 

仏教の浸透 

・538年仏教が正式に伝わる。壬申の乱（672年）ののち、天武天皇が仏教も重んじた。持

統天皇は藤原京に都を移し、「古事記」の編纂を行った。中国の正史は仏教について記載

しないが、「日本書紀」には仏教の記事が取り入れられ、独自性を示そうとした。 

・「盂蘭盆会
う ら ぼ ん え

」（7月 15日）は、僧が 3ヶ月外出せずに一室にこもって修行したことからは

じまったが、皇室の先祖供養の役目を担うようになった。 

 

２－３．記紀の根底にある観念 

・記述するための観念は、中国語の文献から借りるよりほかなかった。また、南方の海洋

にひろがる神話との類似や、大陸北方の騎馬民族からの伝来などが指摘されてきたが、神々

の系譜づけや、神話の時系列によって編む思想は中国由来ものである。 

・殷王朝（紀元前 17 世紀から前 11 世紀）は、生活基盤を第一に農耕、次に牧畜とし、太

陽神、舜
しゅん

を奉じた→南方海洋民の太陽信仰の説話が取り入れられた可能性大。 

・周王朝は、殷の神話群も儀式も受け継いだが、さらに天の運行を意味する「天命」とい

う観念のもとに祭祀を体系化し、神話の象徴を東西南北に配置した（四神相応）→高松塚

古墳の壁画 

・中国の世界観のおおもと『易経』 

 「天命」・・・天の定まった運行、ないし天が定め、命ずることを意味する。自然の「道」

（運行ないしその法則）、自らの「性」（本来の性格ないし作用）にのっとって生



 4 

きることを教えの基本とする。 

 「気」・・・一切のおおもとになる元気が凝り固まって万物が成るとする。 

 「生」・・・万物の活動、産出、変化、成長する現象、ないしは働き。 

 「生生」・・・産出と活動を意味する。 

・自然の時間的な変化を定めのように考えるのは、東アジアに特徴的なもの。 

 ⇔古代ギリシアのプラトンは、永久不滅のイデアを想定した。アリストテレスは、万物

の生成変化、鉱物、植物、動物の段階分けをしたが、イデア的世界に憧れ、その目的に向

かって変化すると説いた。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は、超越的で絶対的な創造

主が世界を、あらゆる生命を創造したと説く。 

・中国の道家では、無からの想像という考えはない。 

「造化」・・・天地自然の生成変化 

「天帝」・・・天地の創造者に神格を与える観念はあったが、それは世界の外に立ち、世

界を動かすものではない。 

・古代インドの哲学 

→生命の元素のように説かれるプネウマは、呼気をもとに発想されたので、「気」とよ

く似ている。万物が流転する考えは、古代ギリシア哲学のタレスの考えと類似。 

→奥義書『ウパニシャッド』・・・輪廻転生をくりかえす現世を苦の世界とし、そこか

ら解脱し、涅槃（ニルヴァーナ）に入ることをめざす。解脱はバラモン教の根本義であ

り、祭司階級（バラモン）の特権であったが、ゴーダマ・シッダールタが、誰でも解脱

ができると説いた。 

・天つ神は死ぬ⇔ギリシア神話の神々は死なない（冥界は汚れたところではない）。また、

ギリシア神話の英雄たちは人より体格が大きく、神々ともわたりあうが、死ぬ。 

 →古代中国の御霊信仰や疫病神信仰の影響により、黄泉はむごたらしい場所というイメ

ージになった。 

・「常世
と こ よ

」・・・この世にはありえないところ、ユートピアとして幻想される。常世郷は海

の彼方にあるとされる。 

 

3．万葉集 

特徴：根底に多彩な生命観が並存している。 

7世紀後半から 8世紀後半頃にかけて編まれた、日本に現存する最古の歌集。天皇、貴族か

ら下級官人、防人など様々な身分の人間が詠んだ歌を 4500 首以上も集めたもの。成立は

759年以後。有名な歌人・・・山上憶良、柿本人麻呂、大伴旅人、大伴家持など。 

・個人の感情をうけもつジャンルとして育っていった。相聞（互いに安否を問うて消息を

通じ合う）と挽歌（哀しみや嘆きをうたったもの）が多い。万葉仮名の多用。 
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・「命」がかなり用いられている。 

 →「命」「伊能（乃）知」「寿」 

 →切りつめた表現。恋に死なむという決意が表明される。恋を擬人化し、奴隷としてさ

げすんだり、殺されそうだと自分自身をあざけり笑ったりする歌もつくられる。武器を

持ち出した恋い争いや、争いの的となった女性が死んでしまう場合もあった。 

 →恋にかける「いのち」は、生物として生きている状態や精神の活動のどちらか一方を

いうわけではないようだが、ふさわしい文字がなかった。 

・いのちにかかる枕ことばとして、「たまきはる（霊剋）」が用いられる。「霊」は、万葉集

では、不思議な働きをするものに限られていた。しかし、「魂」の語はほとんど見かけな

い。 

・「命」や「世」の枕詞「うつせみ（空蝉）」は、人間の現実存在を指す場合が多い。「現身」

とも。神に対比して用いている。死者に置いていかれたほうの身。現実の身や世のはかな

さを歎く心が託されている。 

・世の無常を歎くのは、仏教の観念とは限らない。 

 →結局、日本では「天命維新」は起こらなかった。 

・柿本人麻呂の「神ながら」 

 →天皇や親王の姿や行いを「神さながら」とうたいあげた。 

・山上憶良（遣唐使）の養生思想 

 →かなり整った生命観を見せている。 

  父母を尊び、妻子を慈しむことこそ人の道（教訓）。ありがたい釈迦如来も自分の子が

かわいかった（仏教の平等観）。病に冒されないことこそ最大の幸福（古医方）。道家の

影響も強い。 

・大伴旅人と大伴家持の無常観 

 中国伝来の生命観は、時代の先端をゆくものであったが、神道、儒学、仏道、道家思想

のどれかひとつに奉じるわけではなく、己の生を歓び、その長からんことを欲する。 
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第 2部「中古から中世へ」 

 

往生の思想 

桓武天皇は新たな世界観を必要とした。 

・784年長岡京遷都 

・794年平安京遷都 

 

最澄、空海ともに末法思想が強い 

・源信の『往生
おうじょう

要集
ようしゅう

』・・・念仏、極楽浄土 

 →日本の浄土教系の基礎になる。中国の仏教界にも影響をおよぼした。 

 

『大般
だいはつ

涅槃経
ねはんぎょう

』 

 ・すべての人々には仏性が宿っていると説いてある。 

  →虫には心があるが、草木には心がない。 

 ・しかし、最澄も空海も草木も成仏できるとした。中国では草木、石にも「生」がある。 

天台宗の『法華経』 

 ・現に存在しているものは仮の姿、その背後に本来の姿がある。 

 ・草木も発心して成仏すると論じた（安然
あんねん

／9世紀） 

 

即身成仏
そくしんじょうぶつ

 

・仏教の伝説が、釈迦は何度も生死をくりかえし、悟りを得たと説くのに対して、「即身成

仏」の思想は、現世の肉身のままで悟りをひらくことができると説く。 

・中国語の「成」は、「成就」の意味であるが、日本語で「仏に成る」というと、「縁起」

による変化を感じさせ、元来のニュアンスに近い。「生」のニュアンスに近い。 

 

私度
し ど

僧
そう

 

庶民に仏教の布教が行われた。神の国という意識を持ちながら、仏の功徳をアピールした。 

『本地
ほ ん じ

垂迹
すいじゃく

』説・・・インドの仏が衆生を救済するため日本では神として現れる。 

 →神の前で経を読む、神宮寺、権現信仰（9世紀半ば） 

 

仏教説話集『日本
に ほ ん

霊異記
り ょ うい き

』 

・観音信仰は、浄土三部経『無量寿経』より 

・生きとし生けるもののすべてを慈しむ。めったに動物を殺してはならない。 

・親孝行、動物の恩返しの話は、浄土三部経『観無量寿経』より 
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地獄の思想 

・戒めを守らないと地獄に落ちたり、「餓鬼道」「畜生道」に堕ちたりすることや、「変成
へんじょう

男子
な ん し

（女性は一度男子に変身しないと成仏できない）」、そもそも成仏できないものもいるなど

は仏教の教え 

・生前に善行を積むと、死後極楽浄土に行けるが、殺生を重ねると地獄で罰を与えられる

という考えを広めたのは浄土教系であった。 

 

近世では現世のいのちを大切にした 

『今昔物語集』『宇治拾遺物語』など・・・民衆の意識を反映。現世のいのちが大切。 

 ⇔兼好法師『徒然草』（鎌倉時代後期） いのちの無常、仏道修行 

 

能は仏教と縁が深い 

・「清経」「敦盛」など修羅者（二番目物）、女性をシテ（中心的役割）とする鬘物（三番目

物） 

 →鎌倉時代後半には、多くの寺に所属し、布教の手段になった。南北朝・室町時代に様

式を整えてゆく。 

 

方丈記 

12世紀。鴨長明著。世を捨てて、京都の伏見の日野山に方丈の庵を結んだ。 

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」 

あたかも禅の無一物の境地を具現したようであるが・・・ 

世俗的なプライドへの欲望を捨てることこそ、人のそねみを受けずに安心立命の境地を得

る道だった。 

 

他力本願 

・源空（法然）の阿弥陀仏にひたすら帰依することを意味する「他力本願」は、民衆に熱

狂的に支持された。解脱や悟りを彼岸化した。 

・親鸞は、信仰は自ら願うことではなく、一切が阿弥陀仏の力によって与えられるとする

「絶対他力」の考えに立った。口にのぼせやすいことばで「和賛
わ さ ん

」をつくった。 

 →ひたすらに帰依する対象は絶対神のようなもの！？ 

 →13世紀中ごろには、日蓮の法華信仰と相争った。 
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禅宗 

・鎌倉時代には、京都五山、鎌倉五山を中心に新たな文化がおこった。 

 →戦国武士の心胆の鍛錬と結びつき、文武両道の考えと一致した。 

・臨済宗の栄西が、京都と鎌倉に戒律を重んじる禅宗の基礎を築いた。 

・ダルマは、ヨーガの瞑想法のうち、精神統一し、静かに思う禅の修行を重んじた。 

・慧能
え の う

は、坐禅のみならず、日常生活のすべてが「見性
けんしょう

（己の本性の凝視）」に通じる道を

説き、「解脱を論ぜず、見性を論ずるのみ」という立場をとった。 

 →中国南宋禅の考えが、日本の禅林の生活文化を作り出してゆく。のちに、点茶、僧院

の経営、算盤なども修行のうちとされた。他方、北宋禅では、厳しい修行を重んじた。 

 →日本の五山が荘園を全国に展開しえたのは、経典を読まずに経営に携わる僧侶の手腕

を無視できない。 

京都五山・・・臨済宗派の南禅寺、天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺。 

鎌倉五山・・・建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺。 

・道元は仏性が万人に共通することを強調し、現実に成立しているものが絶対の真理であ

る（現成
げんじょう

公案
こうあん

）とした。『正法眼蔵
しょうぼうげんぞう

』には、ただひたすら坐禅することがすなわち仏性

の実践と説く。 

 

２．王朝文芸 

平安時代前期には唐風文化の全盛期 

・白居易の自選詩文集『白
はく

氏
し

文集
もんじゅう

』 

 →政争から身を引き、儒仏道の三教を奉じ、晩年は仏教に傾倒する白楽天の態度が共感

をよんだ。 

 

国風文化 

・菅原道真が漢文詩を日本化し、また和歌を漢詩に接近させる和漢融合の道をすすめた。 

・紀貫之の『古今和歌集』・・・春夏秋冬があり、生きとし生けるものはみな、歌を詠むと

している。いわば、『万葉集』の復古版。死後の魂の行方に人々の考えはたゆたった。 

 ⇔風土記、『古事記』の世界観 

・「もののあはれ」とは！？「楫取ものゝ哀も知らでおのれし酒をくらひつれば、早くいな

むとて「潮滿ちぬ。風も吹きぬべし」とさわげば船に乘りなむとす。」（土佐日記／紀貫之）

⇔本居宣長「もののあはれ」は歌人だけでなく、すべての人が感じることができると考え

た。 

・考える→かんがふ→かむかふ→身
む

交える
か え る

→身が何かと交わる→物を身に感じて生きる。 
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『伊勢物語』 

・在原業平に仮託して、恋を重ねて生涯を送る貴公子を理想化している。 

 →歌は『万葉集』『古今和歌集』『後撰和歌集』『拾遺和歌集』などから採られた。 

 

『源氏物語』 

紫式部作。光源氏という貴公子の一生と、その一族にまつわる複雑な人生模様。 

 →義母（藤壺）との密通。六条の御息所の生霊。柏木と光の正室（女三の宮）との密通。

女三の宮の薫出産。（浮舟）。 

 →モーツァルトの歌劇『ドン・ジョバンニ』の主人公も女たらしの代表。 

  光源氏とドン・ジョバンニは対照的！？前者は農耕民族的、後者は狩猟民族的。 

 →女人成仏・・・光と関わった女性たちは次々と出家してゆく。宇治十帖では浮舟が、

薫の求婚を拒否して、すっと出家する。 

 

『新古今和歌集』 

藤原定家ら編。仏の教えを歌にする釈教歌が最後に立てたれ、かなり仏教が浸透している

ことがうかがえる。 

 

３．一所懸命 

武士の分類 

もののふ・・・公権力に武力でつかえるもの 

つわもの・・・合戦を生業とするもの 

さむらい・・・貴族につかえて警護などに従事するもの 

 

「一所懸命」とは、受領地にいのちをかけて生活の頼みにする生き方 

 

仏教勢力と戦国大名の競い合い 

織田信長による弾圧。浄土宗本願寺派の一向一揆の底には、戦国大名ではなく、特権を

もつ寺の所領に属することで、年貢雑役の負担を軽くしていたことがある。比叡山、京都

五山。 

 

豊臣秀吉の刀狩など身分統制令 

「武士道と云は、死ぬ事と見付たり」山本右衛門常朝『葉隠』 

戦国武士の生き方が「一所懸命」から「主君への忠義」へと変ってくる。 
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徳川政権 

殉死が禁じられ、各藩の官吏として事務をとるようになっていった。 

⇔山本神右衛門常朝が『葉隠
はがくれ

』で、死ぬ覚悟があってこそ、武道に自由になれると語った。 

 

武士道と士道 

特定の意味をもつ「武士道」という語が流布していたわけではない。 

吉宗の非公式ブレーン荻生徂徠は、文と武を使い分けて世を治めることこそ聖人の道につ

らなる士君子たるものの心構えとした。 

 

キリシタンの教え 

・信長はキリスト教を手厚く保護した。バテレンたちは、一向宗の絶対他力信仰にキリス

ト教との類似を見出した。 

・仏教はいのちの平等をいうが、キリスト教は人のいのちの平等をいう。東洋には、世界

の外に立つ絶対神が世界を創ったという考えはない。 

・島原・天草の乱では多数の殉教者が出たが、この信仰の下地となったのは、浄土教系の

教えではないだろうか！？また、隠れキリシタンでさえも、神に召されて天国へゆくと

いう観念も、極楽浄土への成仏に変えられていたとも。 

 

-- 
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