
中国人の民族性の起源 ３月１日

『日本人が中国人を理解できない理由』では、中国通の識者の方々の本やyoutubeを参考にして、

私達には理解できない中国人の特異な考え方や中国共産党の腐敗した幹部の現状を考察してみました。

今回は、内面に（良知、仏性、真我、高次の自己）が存在する同じ人間なのに、

目的達成のためには平気で嘘をつき、手段を選ばず、人間の尊厳を踏みにじる中国人の民族性が、

どのような理由で生じ、継承されてきたのかを、探ってゆきたいと思います。

中国史のタブーや暗部にまで踏み込んで解明してゆきたいと思っています。

中国史のおぞましい暗部を知ることによって、中国人の考え方の由来が、より明らかになると思っています。

中国人の特異な民族性が生まれた理由は、昔から飢饉や飢餓があまりにも多かったこと、

侵略戦争が多かったこと、そして宗教にあるようです。

『この厄介な国、中国 』 岡田英弘著 よりの抜粋

岡田英弘（おかだひでひろ、1931年1月24日 - ）は、日本の歴史家。

学術上の専攻はもともと満洲史、モンゴル史。東京外国語大学名誉教授。

東洋文庫専任研究員。

中国史、古代日本史、韓国史などで、戦後流布された中国側の正史に追従した

日本の中国史学会に異を唱えた研究、発言、多くの著作がある。

『この厄介な国、中国 』 第３章食人の歴史（１４４～１４６ページからの抜粋）

中国の歴史は、食人の歴史と言っても過言ではない。

古代では、殷の紂王は二人の諸侯を殺し、塩漬け肉と干し肉にしたとあるし、また周の文王の息子をスープに

して、それを父・文王に食べさせたともある。

殷の紂王の話は伝説としても、漢の高祖（劉邦）が項羽と天下を争ったとき、項羽が劉邦の父を捕まえ、

「劉邦よ、お前が降伏しないのであれば、お前の父を煮て食ってしまうぞ」と脅かした。

すると、劉邦は平然として「おれにも一杯そのスープを分けてくれ」と言ったという。

中国では仇敵の肉を食べて、そのうっぷんを晴らすという話は多い。

彼らにとっては、敵の肉を食べ、その皮を敷いて寝るのは、ひじょうに愉快な話に属すらしい。

また、人肉は栄養素の中でも最も優れたものとされたので、しばしば親孝行な息子が父母の病気を治す

ために自分の股の肉を切り取って食べさせたという「美談」も数多い。

そのくらい、中国人にとって食人とはポピュラーなことであるのだから、食料が欠乏し、ついになにもなくなって

しまえば、ただちに共食いを始める。

古くは紀元前５９４年、楚軍に包囲された宋の都では、「子を易えて食い、骸を析いて炊いだ」と『春秋左氏伝』

は伝える。 さすがに実子を食べるのは抵抗があるから、他人の子どもを取り替えたのであろう。

食人の風習



これに類した話は、中国の史書にはいくらでも出てくる。

１２世紀、北方の金が宋を侵略し、華北が戦乱の巷になったときには、人肉の値段は犬や豚よりも

安くなったとある。

この習慣はよほど根深いものと見えて、１９６６年、文化大革命の最中にも、厦門の紅衛兵たちが北京に鉄道で

上京する際に、山東省のある駅で人肉入りの饅頭を買い、それとは知らずに食ったという証言が残されている。

文革当時の中国は国内の大混乱によって、たいへんな飢餓状態があちこちで起こっていた。

文革時には、たくさんの知識人や党幹部が殺されたが、その一方で数十万とも数百万ともいわれる国民が

飢餓で死んでいる。

中国の食人習慣については、いくら枚数があっても足りるものではないし、本書はそのためのものではないから

まずはこの程度で留めておこう。

中国のこうした食人習慣に対して、多くの日本人はたいへんなショックを覚えるようである。

しかし、それは古来、食料豊かな日本列島に住んでいる人間の感覚なのである。

たしかに、日本史にも享保の大飢饉、天明の大飢饉、あるいは天保の大飢饉という出来事が記されている。

だが、中国の飢餓はその比ではない。

人口が日本に比ぶべくもないほど多い国の飢餓は、その惨状も比ぶべくもないのである。

しかも、あまりにも飢餓が年中行事のように発生しているので、史書に書く必要がないと思われて国のことを、

日本の感覚で判断してはいけない---------そのことを指摘して、この話を終えたいと思う。

②

カニバリズム 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
カニバリズム（英: cannibalism）は、人間が人間の肉を食べる行動、あるいは宗教儀礼としての

そのような習慣をいう。食人、食人俗、人肉嗜食、アントロポファジー（英: anthropophagy）ともいう。

中国[編集] よりの抜粋

中国におけるカニバリズムについては、日本においては桑原隲蔵による先行研究がある[31]。

相田洋(中国研究者)は桑原論文を紹介する形で「南北宋後退期の武装集団ほど頻繁に食人肉を行なっている

例は、以前には見当たらないように思う」と評し、「食人肉は武装集団の習慣として定着」したとしている[32]。

小室直樹の評するところによれば、中国では古代から近世にかけて食人の習慣が非常に盛んであったとされる。

中国が他文化の食人と比べ特徴的なのは、食人が精神異常行為、宗教的行為、緊急避難行為などではなく、

恒常的な食文化として根づいていたとされる。

膨大な文献が中国における日常的な食人行為を伝えているが、中国人の道徳規範である儒教と道教は、

食人についてまったく触れておらず、これは食人が中国文化において認容されていることを示している[33]。

小室直樹は「孔子は人肉を好んでいた」、「当時の食人は中国社会ではごく自然な行為であった」という

説を主張している。

小室によれば、この食人と纏足、科挙の三つは、日本に全く伝わらず、また日本人はそれらを全く理解でき

なかったとしている。

小室は孔子のエピソード以外に、名君といわれた斉の桓公が「自分はいろんなものを食べてきたが、まだ人間

の赤ん坊を食べたことがない」と言ったのを聞きつけた料理人の易牙が、自分の子供を殺害し調理して桓公を

満足させたことをあげ、この桓公と易牙の有名な件を儒家も道家もまったく非難していない（つまり中国社会で

は道徳違反にあたらない）と指摘している。



また三国志では劉備が支援者の民家に宿泊した際、その家の主人が自分の夫人を殺害して調理もてなし、

劉備が感動したという話を紹介し、「中国社会で親戚を殺して調理しもてなし料理とすることは、

最高の礼儀でさえあった」としている。

ただし、この小室の意見は、一般庶民の間で日常的に人肉食が行われていた事の証明にはならず、

また人肉食が最高の礼儀だったとする根拠も無い。

前述の劉備の逸話は史書『三国志』ではなく、後代の小説『三国志演義』に残る話であり、史実ではない。

また、同小説の原文には「不勝傷感」とあり、「感動」したのではなく、心を痛めて堪え切れず涙を流していると

いう文脈であり、正確ではない。

『史記』にも、飢饉や戦争により食料がなくなると、自分の子を食うに忍びなく、他人の子供と交換したのち絞め

殺して食べたという記述が残っている。

唐代以降は人肉食へのハードルが下がったという議論があり、

例として引かれるのは『資治通鑑』の人肉の市場価格が20年で数十分の一に暴落した記録である。

また自らの肉を病気の夫などに食べさせることが美談として称賛され、元代の『事林廣記』には、

その行いに政府が絹や羊や田を与えて報いたという記述がある。

明の時代の李時珍による『本草綱目』人部[35]には、人肉をはじめ人間由来の漢方薬が記されている。

特に宮廷を中心として、女人の血から作った薬（仙丹）が強壮剤としてもてはやされた。

不妊で悩む世宗の代には、宮女に投薬してまで出血を強要したため、多くが衰弱死したという[36]。

民間では、同時代の『南村輟耕録』に、戦場での人肉食の実例と調理法が多岐にわたって紹介されている[37]。

この食事方式を採用した隊では戦果が食事に直結するため、大いに士気が高揚したという。

清の時代にも依然として人肉食が残っていた。

宮廷でもしばしば人肉食が行われ、高官が赤ん坊の肉を好んで調理させた逸話が伝わる[38]。

著名人では、西太后が病の東太后の歓心を買うため肘肉を羹に供したという（左の肘に包帯を巻いた上での

自己申告であり、真偽は不明[39]）。

黄昭堂によれば、台湾原住民族は「生蕃」と呼ばれ、その肉である「蕃肉」は滋養に富むとして食され、

中国大陸に輸出されていた[40]。

また、古来より凌遅刑（千刀万剐）という全身を切り刻む処刑方法が存在したが、

刑場近辺で死刑囚の肉片が食用ないし薬用に供されていた記録があり、廃止された1905年には北京で撮影が

行われている[41]。

なお、著名人が同処刑後に食された事例としては、明朝の劉瑾・袁崇煥のものが挙げられる。

ただし劉は酷吏、袁は名将であり、食の意図は異なるものと思われる（差異は前項参照）。

近代に入ると、この食人文化を中国の前近代性として非難批判する知識人が登場する。

魯迅がその代表で、彼は小説「狂人日記」や「薬」で、中国の食人文化を厳しく指弾した。

「狂人日記」は正確には強迫性障害の主人公がカニバルの幻想を抱くという内容、「薬」は人血にひたして食べる

肉饅頭が肺病をなおすという風習についての内容である。

文化大革命時にも粛清という名目で人肉食が広西等で白昼堂々と行われていたという報告[42]がある。

なお、現在の中国では食人はタブーとされており、違法である[要出典]。

（中国共産党が食人を違法とする法律を作くらねばならなっかったことが、食人の蔓延を証明しています。）

③



殷 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
殷（いん、拼音: Yīn、紀元前17世紀頃 - 紀元前1046年）は、中国の王朝である。

文献には夏を滅ぼして王朝を立てたとされ、考古学的に実在が確認されている中国最古の王朝である。

商（しょう、拼音: Shāng）、商朝ともよばれる。紀元前11世紀に帝辛の代に周によって滅ぼされた（殷周革命）。

政治[編集]
殷社会の基本単位は邑（ゆう）と呼ばれる氏族ごとの集落で、数千の邑が数百の豪族や王族に従属していた。

殷王は多くの氏族によって推戴された君主だったが、方国とよばれる地方勢力の征伐や外敵からの防衛による

軍事活動によって次第に専制的な性格を帯びていった。

また、宗教においても殷王は神界と人界を行き来できる最高位のシャーマンとされ、後期には周祭制度による

大量の生贄を捧げる鬼神崇拝が発展した。

この王権と神権によって殷王はみずからの地位を強固なものにし、残酷な刑罰を制定して統治の強化を図った。

しかし祭祀のために戦争捕虜を生贄に捧げる慣習が、周辺諸氏族の恨みを買い、殷に対する反乱を招き、

殷を滅亡に導いたとする説もある。

人肉を食べるという中国史のタブーをあえて掲載したのは、人肉を食べないと生きていけないような飢饉と

飢餓が昔から頻繁に発生したしてきたという極限的な歴史的真実と、その原因となった、自然環境と

絶え間ない侵略戦争と、生き物を尊重し、食人を抑制する宗教の不在があったことを理解するためです。

飢饉と飢餓が頻繁に発生したとしても、侵略戦争が多かったとしても、その行為をいましめる宗教的な戒律が

あれば、食人風習は根づかなかったはずですし、人間の尊厳を尊重する精神性も育まれたと思うのです。

これらのことを知らずして中国人の民族性は理解できない、と思われるのです。

近年の法輪功への弾圧のおぞましさも、継承されてきた風習や宗教を知らなけれが理解できません。

それらのことが明らかになった時には、中国の民族性に対する理解と同情が生じるではないかと思っています。

現在、知られている範囲の、中国の古代王朝からの侵略戦争と風習と宗教について、調べてみました。

周（しゅう、紀元前1046年頃 - 紀元前256年）は、中国古代の王朝。殷を倒して王朝を開いた。

また、時代の名前にも使い、「周代（西周、英語：Western Zhou）」と言えば、紀元前1046年頃から、遷都して

東周となる紀元前771年の間のことを指す。国姓は姫（き）。周代において中国文明が成立したとみられる[2]。

文化[編集]
殷の青銅器文化はその芸術性において最高の評価を与えられている。周も基本的にはその技術を受け継いで

いたのだが、芸術性においては簡素化しており、殷代に比べればかなり低い評価となっている。

またそれまでの絶対的な祖先崇拝が薄められたことも殷と周との違いとして挙げられる。

殷では祖先に対する崇拝と畏れが非常に強く、祭祀を怠ったりすればすぐにでも祟られるという考えを持っていた。

都市と領土[編集]
殷代から春秋時代にかけては、邑と呼ばれる都市国家が多数散在する時代であった。

殷代、東周時代の邑は君主の住まいや宗廟等、邑の中核となる施設を丘陵上に設けて周囲を頑丈な城壁で囲い、

さらにその周囲の一般居住区を比較的簡単な土壁で囲うという構造のものであった。

邑は、城壁に囲まれた都市部と、その周辺の耕作地からなる。

そして、その外側には、未開発地帯が広がり、狩猟・採集の経済を営む非定住の部族が生活していた。

彼らは「夷」と呼ばれ、しばしば邑を襲撃し、略奪を行った。

そのために存続が難しくなった小邑は、より大きな邑に併合された。

さらに春秋時代の争乱は、中小の邑の淘汰・併合をいっそう進めた。

大邑による小邑の併合や、鉄器の普及による開発の進展のために、大邑はその領域を拡大してゆく。

こうして、春秋末から戦国にかけて、中国の国の形態は、都市国家から領土国家へと発展していった。

中国の古代王朝



考古学的に実在が確認されている殷 の宗教は先祖崇拝であり、大量の生贄を捧げるものだったようです。

殷代から春秋時代にかけては、邑と呼ばれる都市国家が多数散在する時代で、王朝の支配下に入ったり

孤立したりを繰り返していたようです。 そして、その外側には、未開発地帯が広がり、「夷」と呼ばれていた

狩猟・採集の部族が居て、しばしば邑を襲撃し、略奪を行っていたようです。

考古学的に実在が確認されている殷 の時代から、中国では侵略戦争が絶え間なく続いていたのです。

⑤

諸子百家出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
諸子百家（しょしひゃっか）とは、中国の春秋戦国時代に現れた学者・学派の総称。

「諸子」は孔子、老子、荘子、墨子、孟子、荀子などの人物を指す。

「百家」は儒家、道家、墨家、名家、法家などの学派。

歴史[編集]
春秋時代に多くあった国々は次第に統合されて、戦国時代には7つの大国（戦国七雄）がせめぎ合う時代と

なっていった。諸侯やその家臣が争っていくなかで、富国強兵をはかるためのさまざまな政策が必要とされた。

それに答えるべく下克上の風潮の中で、下級の士や庶民の中にも知識を身につけて諸侯に政策を提案する

ような遊説家が登場した。諸侯はそれを食客としてもてなし、その意見を取り入れた。

さらに諸侯の中には斉の威王のように今日の大学のようなものを整備して、学者たちに学問の場を提供する

ものもあった。その思想は様々であり、政治思想や理想論もあれば、実用的な技術論もあり、

それらが渾然としているものも多い。

◎墨家はその典型であり、博愛主義や非戦を唱えると同時に、その理想の実践のための防御戦の

プロフェッショナル集団でもあった。

◎儒家も政治思想とされるものの、同時に冠婚葬祭の儀礼の専門家であった。

◎兵家は純粋な戦略・戦術論を唱える学問と考えられがちであるが、実際には無意味な戦争の否定や富国強兵

を説くなどの政治思想も含んでいた。

百家争鳴の中で、秦に採用されて中国統一の実現を支援した法家、漢以降の王朝に採用された儒家、

民衆にひろまって黄老思想となっていった道家が後世の中国思想に強い影響を与えていった。

また、兵家の代表である孫子は、戦術・政治の要諦を見事に短い書物にまとめ、それは後の中国の多くの

指導者のみならず、世界中の指導者に愛読された。一方で墨家は、儒教の階級主義を批判して平等主義を唱え、

一時は儒家と並ぶ影響力を持ったが、その後衰退している。

諸子百家

中国の春秋戦国時代になると、７つの大国（戦国七雄）が覇権を争うようになり、国家統治の方法や

戦術を指南したりする諸子百家と呼ばれた様々な専門家が生じてきて、諸侯に仕えたり、請われて意見を述べたり

したようです。 儒家の孔子や、兵家の孫子が有名です。

孫子の兵法は、中国の過酷で残虐な侵略戦争を勝ち抜くための知略に溢れた兵法で、世界中で高く評価され、

日本の武将の戦略にも大きな影響を与えたようですが、日本人の大和魂にそぐわない騙しの手段や策略も

多くあったようです。 （現在でも、ビジネスの指南書として活用されています。）

私は、正攻法だけではすぐ負ける、孫子の策略だけに頼って勝っても被害が大きい、指揮官の根幹に正義や

博愛や愛国の精神があってこそ、孫子の兵法や策略が最良の結果を生むのだと思っています。

（参考 youtube 『台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』 ）

中国共産党の金門島への上陸の阻止戦争で、台湾の蒋介石の軍事顧問として作戦を指揮した根本博元中将が

村に逃げ込んだ敵兵を攻撃するために村ごと焼き払おうとした作戦を中止させ、敵の退路を開けて敵兵を村から

海岸におびき出し、敵兵も全て殺さずに捕虜にして、村人の命も守った作戦は、孫子の兵法にはない作戦です。

（参考 youtube 『その時歴史が動いた「日本海海戦 参謀 秋山真之 知られざる苦闘」 』 ）

ロシアから日本を守るために、名参謀 秋山真之が練った作戦は、孫子の兵法にはない捨て身の戦法です。
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墨家出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
墨家（ぼくか、ぼっか）は、中国戦国時代に墨子によって興った思想家集団であり、

諸子百家の一つ。博愛主義（兼愛交利）を説き、またその独特の思想に基づいて、

武装防御集団として各地の守城戦で活躍した。

戦国時代に儒家と並び最大勢力となって隆盛したが、

秦の中国統一ののち勢威が衰え消滅した。

墨子（ぼくし、生没年不詳、紀元前450～390頃？）は河南魯山の人[1]。

一切の差別が無い博愛主義（兼愛）を説いて全国を遊説した。

いわゆる墨子十大主張を主に説いたことで世に知られている。

最初、儒学を学ぶも、儒学の仁の思想を差別愛であるとして満足せず、独自の学問を切り開き、

墨家集団と呼ばれる学派を築くに至った。

墨家 墨子

基本思想（墨家十論）[編集]
全体として儒家に対抗する主張が多い。実用主義的であり、秩序の安定や労働・節約を通じて人民の救済

と国家経済の強化をめざす方向が強い。特に兼愛、非攻の思想は諸子百家においてとりわけ稀有な思想である。

◎兼愛 兼（ひろ）く愛する、の意。全ての人を公平に隔たり無く愛せよという教え。

儒家の愛は家族や長たる者のみを強調する「偏愛」であるとして排撃した。

◎非攻 当時の戦争による社会の衰退や殺戮などの悲惨さを非難し、他国への侵攻を否定する教え。

ただし防衛のための戦争は否定しない。このため墨家は土木、冶金といった工学技術と優れた人間観察

という二面より守城のための技術を磨き、他国に侵攻された城の防衛に自ら参加して成果を挙げた。

◎尚賢 貴賎を問わず賢者を登用すること。「官無常貴而民無終賤（官に常貴無く、民に終賤無し）」と

主張し、平等主義的色彩が強い。

◎尚同 賢者の考えに天子から庶民までの社会全体が従い、価値基準を一つにして社会の秩序を守り社会を

繁栄させること。

◎節用 無駄をなくし、物事に費やす金銭を節約せよという教え。

◎節葬 葬礼を簡素にし、祭礼にかかる浪費を防ぐこと。儒家のような祭礼重視の考えとは対立する。

◎非命 人々を無気力にする宿命論を否定する。人は努力して働けば自分や社会の運命を変えられると説く。

◎非楽 人々を悦楽にふけらせ労働から遠ざける舞楽は否定する。楽を重視する儒家とは対立する。

但し、感情の発露としての音楽自体は肯定も否定もしない。

◎天志 上帝（天）を絶対者として設定し、天の意思は人々が正義をなすことだとし、天意にそむく憎み合いや

争いを抑制する。

◎明鬼 善悪に応じて人々に賞罰を与える鬼神の存在を主張し、争いなど悪い行いを抑制する。

鬼神について語ろうとしなかった儒家とは対立する。

儒教

儒教出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

儒教（じゅきょう）は、孔子を始祖とする思考・信仰の体系である。紀元前の中国に興り、

東アジア各国で2000年以上にわたって強い影響力を持つ。その学問的側面から儒学、思想的側面からは

名教・礼教ともいう。大成者の孔子から、孔教・孔子教とも呼ぶ。中国では、哲学・思想としては儒家思想という。

概要[編集]
東周春秋時代、魯の孔子によって体系化され、堯・舜、文武周公の古えの君子の政治を理想の時代として

祖述し[1]、周礼を保存する使命を背負った、仁義の道を実践し、上下秩序の弁別を唱えた。



その教団は諸子百家の一家となって儒家となり、（支配者の）徳による王道で天下を治めるべきであり、

同時代の（支配者の）武力による覇道を批判し、その様に歴史が推移してきたとする徳治主義を主張した。

その儒教が漢代、国家の教学として認定された事によって成立した。

儒教は、宋代以前の「五経」を聖典としていた時代である。

宋代以降に朱子学によって国家的規模での宋明理学体系に纏め上げられていた。

教義

儒教は、五常（仁、義、礼、智、信）という徳性を拡充することにより五倫（父子、君臣、夫婦、長幼、朋友）関係を

維持することを教える。

◎仁 人を思い遣る事。白川静『孔子伝』によれば、「狩衣姿も凛々しい若者の頼もしさをいう語」。

「説文解字」は「親」に通じると述べている。｢論語｣の中では、さまざまな説明がなされている。

孔子は仁を最高の徳目としていた。

◎義 利欲に囚われず、すべきことをすること。

◎礼 仁を具体的な行動として、表したもの。

もともとは宗教儀礼でのタブーや伝統的な習慣・制度を意味していた。

のちに、人間の上下関係で守るべきことを意味するようになった。

◎智 学問に励む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。

◎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。

孔子出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
孔子（こうし、紀元前552年9月28日-紀元前479年3月9日）は、

春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。

孔子とその時代

春秋時代の周末に孔丘（孔子、紀元前551年-紀元前479年）は魯国に生まれた。

当時は実力主義が横行し身分制秩序が解体されつつあった。

周初への復古を理想として身分制秩序の再編と仁道政治を掲げた。

孔子の弟子たちは孔子の思想を奉じて孔子教団を作り、戦国時代、

儒家となって諸子百家の一家をなした。

孔子と弟子たちの語録は『論語』にまとめられた。

孔子の弟子は3000人おり、特に「身の六芸に通じる者」として七十子がいた[11]。

孔子の死後、儒家は八派に分かれた。その中で孟軻（孟子）は性善説を唱え、孔子が最高の徳目とした仁に

加え、実践が可能とされる徳目義の思想を主張し、荀況（荀子）は性悪説を唱えて礼治主義を主張した。

孔子の死後、孟子・荀子といった後継者を出したが、戦国から漢初期にかけてはあまり勢力が振るわなかった。

しかし前漢・後漢を通じた中で徐々に勢力を伸ばしていき、国教化された。

以後、時代により高下はあるものの儒教は中国思想の根幹たる存在となった。

20世紀、1910年代の新文化運動では、民主主義と科学を普及させる観点から、孔子及び儒教への批判が

雑誌『新青年』などで展開され、1949年に成立した中華人民共和国では、1960年代後半から1970年代前半

の文化大革命において、毛沢東とその部下達は批林批孔運動という孔子と林彪を結びつけて批判する運動を

展開[2]。孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされ、林彪はその教えを現代に復古させようと言う現代の

悪人であるとされた。

近年、中国では、中国共産党が新儒教主義また儒教社会主義を提唱し（儒教参照）、また、「孔子」がブランド名

として活用されている（孔子鳥、孔子学院を参照）。

孔子
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時代背景[編集]
周公旦と礼学[編集]
周公旦の時代から約500年後の春秋時代に生まれた孔子は、魯の建国者周公旦を理想の聖人と崇めた。

孔子は、常に周公旦のことを夢に見続けるほどに敬慕し、ある時に夢に旦のことを見なかったので

年を取った」と嘆いたと言うほどであった。

魯では周公旦の伝統を受け継ぎ、古い礼制がよく保存されていた[3]。

この古い礼制をまとめ上げ、儒教として後代に伝えていったのが、孔子一門である。

孔子が儒教を創出した背景には、魯に残る伝統文化があった。

生涯[編集] 出自[編集]
紀元前552年（一説には551年）に、魯国昌平郷辺境の陬邑、現在の山東省曲阜（きょくふ）市で陬邑大夫の

次男として生まれた。父は既に70歳を超えていた叔梁紇(しゅくりょうこつ）、母は身分の低い16歳の巫女で

あった顔徴在（がんちょうざい）とされるが、『論語』の中には詳細な記述がない。

孔子は3歳の時に父の叔梁紇を失い、母の顔徴在とともに曲阜の街へと移住したが、17歳の時に母も失い、

孤児として育ちながらも苦学して礼学を修めた。

幼少期には、母の顔徴在の影響を受けて、葬式ごっこをして遊んでいたという。

しかし、成長してから、どのようにして礼学を学んだのかは分かっていない。

そのためか、礼学の大家を名乗って国祖・周公旦を祭る大廟に入ったときには、逆にあれは何か、

これは何かと聞きまわるなど、知識にあやふやな面も見せているが、細かく確認することこそこれが礼である

との説もある。また、老子に師事して教えを受けたという説もある。

青年期[編集]
紀元前534年、孔子19歳のときに宋の幵官(けんかん) 氏と結婚する[12]。翌年、子の鯉(り) （字は伯魚）が誕生。

紀元前525年、28歳の孔子はこの頃までに魯に仕官し、まず倉庫を管理する委吏に、次に牧場を管理する

乗田となった[13]。紀元前518年には、孔子がはじめて弟子をとった記録が残っている[14]。

またこの年、孔子は周の都である洛陽へと遊学している。

紀元前517年、孔子が36歳のときに第23代君主昭公による先代君主襄公を祭る場で、宮廷の礼制が衰え、

舞楽も不備で舞人はわずか二名であった。他方、季氏の祭りの際には64人の舞人が舞った。

これを見て孔子は憤慨する[15]。同年9月、昭公が季孫氏の季孫意如を攻めるが、クーデターは失敗し、

斉へ国外追放され、昭公はそこで一生を終える。孔子も昭公のあとを追って斉に亡命する。

この途上で「苛政は虎よりも猛なり」の故事が起こった[16]。この間、魯は紀元前509年に定公が第24代君主に

就任するまで空位時代であった。

紀元前516年、斉の景公が孔子を召し出そうとしたが、宰相の晏嬰がこれを阻んだ。

また、孔子は斉の首都臨淄で肉の味がわからないほどに音楽に感銘を受ける。紀元前517年、

孔子は魯へと戻った[17]。魯に戻ってからの孔子は長く仕官せず、弟子をとり教育することに励んだ。

顔回や仲弓、子貢などの主要な弟子の多くはこの時期に入門している。

紀元前505年、季孫氏当主の季孫斯（季桓子）に仕えていた陽虎（陽貨）が反旗を翻して魯の実権を握る。

同年、陽虎は、孔子を召抱えようとし、また孔子も陽虎に仕えようとしたが、それは実現しなかった[18]。

なお陽虎と孔子は二人とも巨漢で容貌が似ており、孔子は陽虎と見間違えられ、危難に遭ったことがある。

大司寇時代[編集]
紀元前501年、孔子52歳のとき定公によって中都の宰に取り立てられた[19]。

その翌年の紀元前500年春、定公は斉の景公と和議をし、「夾谷の会」とよばれる会見を行う。

このとき斉側から申し出た舞楽隊は矛や太刀を小道具で持っていたので、孔子は舞楽隊の手足を切らせた。

「春秋伝」によれば、これは有名な名相晏子による計略で、それを孔子が見破ったといわれる[20]。

景公はおののき、義において魯に及ばないことを知った[21]。

この功績で孔子は最高裁判官である大司寇に就任し、かつ外交官にもなった。
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孔子は晋との長年の「北方同盟」から脱退した。三桓氏がこれまで晋の権力を背景に魯の君主に

圧迫することを繰り返してきたからで、それを禁絶するためだった[22]。

紀元前498年、弟子を顔回以外全員取った少正卯を誅殺する[23]。

紀元前498年、孔子は弟子のなかで武力にすぐれた子路を季氏に推薦したうえで、三桓氏の本城の城壁を

破壊する計画を実行に移し、定公にすすめて軍を進めたが、落とせなかった[24]。

これは、先に陽虎が季孫氏に反旗を翻したように、曲阜に国相として居住する三桓氏に対し、地方にある

三桓氏の居城にいる有力家臣がその本城に拠って下剋上を起こす傾向が強かったため、この憂いを取り除

くためのものとして孔子が定公ならびに三桓氏に勧めたもので、このため君主権を拡大できる定公のみならず、

三桓氏の同意もいったんは得ることができた。

しかし、叔孫氏の本城城壁は破壊できたものの、季孫氏の本城城壁は破壊できたものの家臣の抵抗にあって

てこずり、孟孫氏の本城では家臣が同意せずに城壁に拠って抵抗を続けたうえ、主君である孟孫氏もこれに

納得して反対の立場に回ったために失敗した[25]。

亡命から晩年まで[編集]
翌年の紀元前497年に官を辞し、弟子とともに諸国巡遊の旅に出た。国政に失望したとも、

三桓氏の反撃ともいわれる。以後、孔子は13年の間諸国を転々とする。

紀元前484年、孔子は69歳の時に13年の亡命生活を経て魯に帰国し、死去するまで詩書など古典研究の

整理を行なう。この年、子の鯉が50歳で死んでいる。

翌前483年、孔子は斉の簡公を討伐するよう哀公に進軍を勧めるが、実現しなかった。

その3年後の前481年、斉の簡公が宰相の田恒（陳恒）に弑殺されたのを受けて、孔子が再び斉への進軍

を3度も勧めるが、哀公は聞き入れなかった。

紀元前479年に孔子は74歳で没し曲阜の城北の泗水のほとりに葬られた。

前漢の史家司馬遷は、その功績を王に値すると評価し、「孔子世家」とその弟子たちの伝記「仲尼弟子列伝」

を著した。儒教では「素王」（そおう、無位の王の意）と呼ぶことも多い。

魯 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
魯（ろ）は、中国の王朝名・地名。地名としての魯は現在の中国山東省南部を指す。

王朝としての魯（紀元前1055年 - 紀元前249年）は、中国大陸に周代、春秋時代、戦国時代に亘って存在した

国である。周公旦（周王朝の開祖である武王の弟で、武王の子成王を補佐した）の子伯禽が成王によって封ぜら

れて成立した。春秋時代に入ってからは、晋・斉・楚といった周辺の大国に翻弄される小国となる。

しかも、国内では、魯公室の分家である三桓氏が政治の実権を握り、国政はたびたび混乱した。

しかしながら、この混乱した小国が思想史・文化史に果たした役割は大きい。

周王朝の礼制を定めたとされる周公旦の伝統を受け継ぎ、魯には古い礼制が残っていた。

この古い礼制をまとめ上げ、儒教として後代に伝えていったのが、魯の出身である孔子であり、その一門である。

孔子が儒教を創出した背景には、魯に残る伝統文化というものがあったからともいえる。

孔子の死後、国としての魯はますます衰退し、事実上三桓氏に分割されてしまう。魯公室は細々と生き残るが、

紀元前249年に楚に併合され、滅亡した。

論語 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
『論語』（ろんご）とは、孔子と彼の高弟の言行を孔子の死後、弟子達が記録した書物である。

『孟子』『大学』『中庸』と併せて儒教における「四書」の1つに数えられる。

南宋の朱子は、独自の立場から注釈を作り『論語集注』（新注）としてまとめた。

江戸時代以降の日本でももっぱら新注が用いられたが、朱子学の論語解釈を批判する形での論考に、

伊藤仁斎『論語古義』、荻生徂徠『論語徴』がある。
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私は今まで、江戸時代から日本で崇められてきた孔子は、中国を代表する宗教家だと思っていました。

しかし、このたび、孔子についての様々な記述を調べてみて、正直 ガッカリ いたしました。

魯王朝の高官だった孔子は、墨子のように独自の思想を展開したのではなく、魯王朝の組織の基盤を安定させる

ために、周王朝の古い礼儀作法をまとめ、集大成したのが、儒教だったようです。

儒教は権力者の立場から作成されたものであり、後の王朝は組織の基盤を強化するために儒教を採用して

いったようです。

儒教の精神性を高めたのは、性善説を唱えた、魯王朝後の戦国時代の孟子です。

孟子の理想主義は中国では普及しませんでしたが、江戸時代の日本では朱子学と共に普及してゆきました。

後の王朝に採用され、日本に伝わり徳川家康が幕藩体制を強化するために採用したのは、

南宋の朱子が独自の立場から儒教を築しなおした朱子学です。

朱子は儒教の中興の祖と言われていますが、私は朱子学は宇宙論までも網羅した新儒教だと思っています。

しかし、朱子学は中国では、ただ経典を暗記する科挙制度などで、精神性が欠落してゆき、朱子学の国教化で、

禅などの他宗教を弾圧したため、中国人の多様な精神性の醸造を阻害することになっていったようです。

朱子学を民族の精神文化に浸透させていったのが江戸時代（徳川家康）の日本だったようです。

⑩

孟子

孟子 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
孟子（もうし、紀元前372年? - 紀元前289年）は戦国時代中国の儒学者。

儒教では孔子に次いで重要な人物であり、

そのため儒教は別名「孔孟の教え」とも呼ばれる。

あるいはその言行をまとめた書『孟子』（もうし）。

性善説を主張し、仁義による王道政治を目指した。

孟子の思想[編集]
性善[編集]
その名の通り、人間は生まれながらにして善であるという思想（性善説）である。

当時、墨家の告子は、人の性には善もなく不善もなく、そのため文王や武王の

ような明君が現れると民は善を好むようになり、幽王や厲王のような暗君が現れる

と民は乱暴を好むようになると説き、またある人は、性が善である人もいれば不善である人もいると説いていた。

これに対して孟子は、「人の性の善なるは、猶（なお）水の下（ひく）きに就くがごとし」（告子章句上）と述べ、

人の性は善であり、どのような聖人も小人もその性は一様であると主張した。

また、性が善でありながら人が時として不善を行うことについては、この善なる性が外物によって失われてしまう

からだとした。そのため孟子は、「大人（たいじん、大徳の人の意）とは、其の赤子の心を失わざる者なり」

、「学問の道は他無し、其の放心（放失してしまった心）を求むるのみ」とも述べている。

その後、荀子（じゅんし）は性悪説を唱えたが、孟子の性善説は儒教主流派の中心概念となって多くの儒者に

受け継がれた。

彼は、自分のことを王の師匠であり、賓客である、と考えていたので、遊歴するときには数十台の車と数百人の

従者を従えていた。 諸侯と同等である、というプライドを持っていたのである。

かつて魏の恵王が秦や斉に奪われた土地を回復する方法を孟子に質問した時、孟子は仁者無敵を説いた。

それは、国土は小さくても、仁政を施せば、誰にも負けない、ということである。

仁政とは、刑罰を簡単にして、税を軽くし、丁寧に耕作して、若者には孝悌忠信の道徳教育を行うことである。

そのような仁政を受けた民は、戦いでも勇敢で、仁政のない国の民は、主君に協力せず背いたりもする。



王覇[編集]
孟子は古今の君主を「王者」と「覇者」とに、そして政道を「王道」と「覇道」とに弁別し、前者が後者よりも

優れていると説いた。

孟子によれば、覇者とは武力によって借り物の仁政を行う者であり、そのため大国の武力がなければ覇者と

なって人民や他国を服従させることはできない。

対して王者とは、徳によって本当の仁政を行う者であり、そのため小国であっても人民や他国はその徳を慕って

心服するようになる。

故に孟子は、覇者を全否定はしないものの、「五覇は三王の罪人なり。今の諸侯は五覇の罪人なり。

今の大夫は今の諸侯の罪人なり」と述べて5人の覇者や当時群雄割拠していた諸侯たちを痛烈に批判し、

堯・舜や三王の「先王の道」（王道）を行うべきだと主張したのである。

民本[編集]
孟子は領土や軍事力の拡大ではなく、人民の心を得ることによって天下を取ればよいと説いた。

王道によって自国の人民だけでなく、他国の人民からも王者と仰がれるようになれば諸侯もこれを侵略することは

できないという。

梁の恵王から利益によって国を強くする方法について問われると、孟子は、君主は利益でなく仁義によって国を

治めるべきであり、そうすれば小国であっても大国に負けることはないと説いた。

孟子によれば、天下を得るためには民を得ればよく、民を得るためにはその心を得ればよい。

では民の心を得るための方法は何かといえば、それは民の欲しがるものを集めてやり、民の嫌がるものを押し

付けないことである。

民は安心した暮らしを求め、人を殺したり殺されたりすることを嫌うため、もし王者が仁政を行えば天下の民は

誰も敵対しようとせず、それどころか自分の父母のように仰ぎ慕うようになるという。

故に孟子は「仁者敵無し」（梁恵王章句上）と言い、また「天下に敵無き者は天吏（天の使い）なり。

然（かくのごと）くにして王たらざる者は、未だ之（これ）有らざるなり」（公孫丑章句上）と言ったのである。

しかし、これは当時としては非常に急進的な主張であり、当時の君主たちに孟子の思想が受け入れられない

原因となった。

絶対の権力者であるはずの君主の地位を社会の一機能を果たす相対的な位置付けで考えるこのような言説は、

自分たちの地位を守りたい君主の耳に快いはずがなかったのである。

易姓革命出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
易姓革命（えきせいかくめい）は、古代中国において、孟子らの儒教に基づく、五行思想などから王朝の交代を

説明した理論。

天は己に成り代わって王朝に地上を治めさせるが、徳を失った現在の王朝に天が見切りをつけたとき、

革命（天命を革める）が起きるとされた。 それを悟って、君主（天子、即ち天の子）が自ら位を譲るのを禅譲、

武力によって追放されることを放伐といった。

江戸時代[編集]
江戸時代には朱子学が官学とされたことによって、朱子学にて四書の一である『孟子』は、儒学研究家のみならず、

武士階級にとって必読の倫理書に格上げされた。

『孟子』が日本人に爆発的に普及するようになったのは、江戸時代からである。

後世に朱子学批判に回った伊藤仁斎や荻生徂徠らも、当然のごとく『孟子』を熟読するところから研究生活を

始めたのである。

伊藤仁斎は、朱子学を批判して、『論語』『孟子』の古い意義すなわち古義をもって読むべきことを主張し、

「古義学」を提唱した。彼は、自己の学の入門的著作『童子問』において、「天下の理は、論語・孟子の二書に

尽きている。さらに加える内容などないのである。疑ってはいけない。」と激賞した[8]。

彼は『孟子』の書を『論語』の意義に達するための津筏（しんばつ。わたしぶね）であると評して、『論語』の解説書

として必ず熟読しなければならない、と説いた[9]。

幕末の志士吉田松陰もまた、『孟子』の愛読者であった。彼の『孟子』講義書が、『講孟箚記（こうもうさっき）』

である。この講義書には、孟子の言葉に応じて長州藩と日本を憂い、また当時の西洋列強の侵略にいかに

対すべきかを思う憂憤が、よく表れている。

ただし松蔭は、孟子の展開する「易姓革命論」を、日本の万世一系の国体に合わないとして否定した。
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⑫朱子学

朱子出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
朱子（しゅし、1130年10月18日（建炎4年9月15日） - 1200年4月23日）は、

中国宋代の儒学者。1130年（建炎4年）、南剣州尤渓県（現在の福建省）に生まれ、

1200年（慶元）、建陽（現在の福建省）の考停にて没した。儒教の体系化を図った

儒教の中興者であり、いわゆる「新儒教」の朱子学の創始者である。

師との出会い[編集]
父と同じく学問の道に入った朱熹は、9歳にして『孟子』を読破し、病床の父から

『論語』を学んでいた。

父が病死した後は父の遺言により、胡憲・劉勉之・劉子翬の三者に師事するようになる。

1148年（紹興18年）、19歳の時に科挙に合格。この時の席次は合格者330人中278番だった。

この頃は高宗の信頼を受けた秦檜が権勢を振るっており、秦檜は金との講和に反対する者を弾圧していた。

科挙にもその影響がでており、講和に反対するような答案を提出したものは点が低くなった。

朱熹が低い席次であるのにはそうした理由があると考えられている。

1151年（紹興21年）、朱熹は左迪功郎と言う階官（官職の上下を表すもの）を与えられ、泉州同安県（現在の

福建省同安県）の主簿（帳簿係）に任官された。

この任官途中で父の同門であった李延平と出会い、その教えを受けている。

それまで朱熹は儒学と共に禅宗も学んでいたのだが、李延平の禅宗批判を聞いてその考えに同調し、以後は

禅宗を捨てて儒学だけを志すようになる。

李延平は朱熹に「道学」の真髄を伝授し、朱熹も李延平の教えを次々と吸収したので、やがて李延平に

「自分の後継者は朱熹しかいない」と認められるまでになった。

政治家として[編集]
1170年（乾道6年）には崇安県に社倉を設け、難民の救済に当たった。

王安石の青苗法を参考にしたと思われる。社倉とは収穫物を一時そこに保存しておき、端境期や凶作などで

農民が窮乏した時に低利で貸し付けるというものである。こうした貸付は地主も行っていたが、利率が10割にも

及ぶ過酷なものであり、これが原因で没落してしまう農民も少なくなかった。

1175年（淳熙2年）、呂祖謙の誘いで陸象山と会談（鵝湖の会）。互いの学説の違いを再認識して終わった。

1179年（淳熙6年）からは南康軍（軍は州の下、県の上の行政単位）の知事となる。

この地に於いて朱熹は自ら教鞭を取って民衆の中の向学心のある者に教育を授け、太宗によって作られた廬山

の白鹿洞書院を復興させた。また税制の実態を見直して減税を行うように朝廷に言上している。

更に1180年（淳熙7年）には凶作が酷かったので、主戸（地主層、主戸客戸制を参照）に食料の供出を命じ、

貧民にこれを分け与えさせた。もし供出を拒んで食料の余剰を隠した場合には厳罰に処すると明言し、

受け取った側が後に供出分を返還できない場合は役所から返還すると約束した。

この施策により、凶作にもかかわらず他地域へ逃げる農民はいなかったと言う。

しかし朱熹はこのように精力的に政治を行った一方で、何度も知事の任命を拒否し、着任してからも自分自身に

対する弾劾を出して罷免と元の祠官の地位を求めている。

偽学の禁[編集]
1189年（淳熙16年）、孝宗が退位してその子・光宗が即位するが、暗愚であったため、1194年（紹熙5年）の孝宗の

死後、趙汝愚と韓侂冑らが協力して光宗を退位させた。

光宗の後に寧宗が即位すると、趙汝愚の与党だった朱熹は政治顧問に抜擢された。

しかし功労者となった韓侂冑と趙汝愚が対立し、趙汝愚が失脚すると朱熹も罷免されてしまい、

わずか40日あまり中央に出仕しただけに終わった。

その後の政界では韓侂冑が独裁的な権限を握る。1196年（慶元2年）、権力をより強固にするため、

韓侂冑らは朱熹の朱子学に反対する一派を抱き込んで「偽学の禁（慶元の党禁）」と呼ばれる弾圧を始めた。

朱熹はそれまでの官職を全て剥奪され、著書も全て発禁とされてしまった。

そして1200年（慶元6年）、そうした不遇の中で朱熹は71歳の生涯を閉じたのである



朱子学 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
朱子学（しゅしがく）とは、南宋の朱熹（朱子）によって再構築された儒教の新しい学問体系。

日本で使われる用語であり、中国では、朱熹がみずからの先駆者と位置づけた

北宋の程頤と合わせて程朱学（程朱理学）・程朱学派と呼ばれ、宋明理学[1]に属す。

当時は、程頤ら聖人の道を標榜する学派から

派生した学の一つとして道学（Daoism）[2]と呼ばれた。

陸王心学（陽明学）と合わせて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）と呼ばれ、また、清代、漢唐訓詁学に依拠する漢学からは宋学と呼ばれた。

朱子学概要[編集]
朱熹は、それまでばらばらで矛盾を含んでいた北宋の学説を、程頤による性即理説（性(人間の持って生まれた

本性)がすなわち理であるとする）や程顥の天理（天が理である）をもとに、仏教思想の論理体系性、

道教の生成論および静坐という行法を取り込みつつも、それを代替する儒教独自の理論にもとづく壮大な

学問体系に仕立て上げた。

そこでは、自己と社会、自己と宇宙は、理という普遍的原理を通して結ばれており（理一分殊）、自己修養（修己）

による理の把握から社会秩序の維持（治人）に到ることができるとする、個人と社会を統合する思想を提唱した。

なお朱子の理とは、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（「理気二元論」）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。

また、気は、この世の中の万物を構成する要素でつねに運動してやむことがない。

そして「気」の運動量の大きいときを「陽」、運動量の小さいときを「陰」と呼ぶ。

陰陽の二つの気が凝集して木火土金水の「五行」となり、「五行」のさまざまな組み合わせによって万物が

生み出されるという。理は根本的実在として気の運動に対して秩序を与えるとする。

この「理気二元論」の立場に立つ存在論から、「性即理」という実践論が導かれている。

「性即理」の「性」とは心が静かな状態である。この「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、朱子学の説く倫理的テーマである。つまり、朱子学の核心は実践倫理である。

朱子学は、この「性」にのみ「理」を認める（＝「性即理」）のであり、この「性」に戻ることが「修己」の内容である。

朱熹の学は、社会の統治を担う士大夫層の学として受け入れられたが、慶元の党禁によって弾圧され、朱熹も

不遇の晩年を送った。

その後、一転して理宗の時代に孔子廟に従祀されることとなり、続く元代には科挙試験が準拠する経書解釈

として国に認定されるに至り、国家教学としてその姿を変えることになった。

その結果、科挙で唯一採用された朱子学を学ぶことが中国社会を生きる上での必要かつ十分条件として位置

づけられるようになり、反対に科挙から排除された他の学説は一部の「偏屈な人あるいは変わり者」が学ぶもの

とする風潮が醸成されるようになった[3]。

明代、国家教学となった朱子学は、科挙合格という世俗的な利益のためにおこなわれ、また体制側でも郷村での

共同体倫理確立に朱子学を用い、道徳的実践を重んじた聖人の学としての本質を損なうようになった。

そこで明代の朱子学者たちは、陸九淵の心学を取り入れて道徳実践の学を補完するようになった。

この流れのなかで王守仁（王陽明）の陽明学が誕生することになる。

後世への影響[編集]
朱子学は身分制度の尊重、君子権の重要性を説いており、明によって行法を除く学問部分が国教と

定められた。13世紀には朝鮮に伝わり、朝鮮王朝の国家の統治理念として用いられる。

朝鮮はそれまでの高麗の国教であった仏教を排し、朱子学を唯一の学問（官学）とした[3][4]。

日本においても、中近世ことに江戸期に、その社会の支配における「道徳」の規範としての儒学のなかでも特に

朱子学に重きがおかれたため、後世にも影響を残している。
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清代の朱子学は、理気論や心性論よりも、朱熹が晩年に力を入れていた礼学が重視され、

社会的な秩序構築を具体的に担う「礼」への関心が高まり、壮大な世界観を有する学問よりは、

具体的・具象的な学問へと狭まっていった。 礼学への考証的な研究はやがて考証学の一翼を担うことになる。

清代になっても朱子学は、体制教学として継承され、礼教にもとづく国家体制作りに利用され、

君臣倫理などの狭い範囲でしか活用されることはなかった。

道教出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
道教（どうきょう）は、中国三大宗教（三教と言い、儒教・仏教・道教を指す）の一つである。

中国の歴史記述において、他にも「道家」「道家の教」「道門」「道宗」「老氏」「老氏の教」「老氏の学」「老教」

「玄門」などとも呼称され、それぞれ若干ニュアンスの違いがある[1]。

概要[編集]
道教は漢民族の土着的・伝統的な宗教である。

中心概念の道（タオ）とは宇宙と人生の根源的な不滅の真理を指す。

道の字は辶（しんにょう）が終わりを、首が始まりを示し、道の字自体が太極にもある二元論的要素を

表している。この道（タオ）と一体となる修行のために錬丹術を用いて、不老不死の霊薬、丹を錬り、

仙人となることを究極の理想とする。それは1つの道に成ろうとしている。

神仙となって長命を得ることは道を得る機会が増えることであり、奨励される。

道教

儒教の孟子は理想の高さゆえ、中国の歴代王朝からは煙たがられ、朱子学も、歴代王朝の体制の基盤を強化

することに利用され精神性が欠落してゆきました。

しかし、孔子も孟子も朱子学も、日本では江戸時代の身分制度の維持や道徳として深く浸透してゆきました。

朱子学を学び、朱子学では精神の安定や高揚を得られなかった王陽明が、悟りの体験の後に説いていったのが

陽明学であり、外の権威よりも、自己の良知（内在する天の理）に従って行動するべきだ、という哲理は

時の権力者にとっては危険思想であり、支配権力の打倒を試みる志士にとっては、座右の教えとなり得ました。

陽明学については、中国では普及せず、日本において隆盛していったので、今回の主題からは逸脱してしまう

ので、次回に詳しく検証してゆきたいと思っています。

道教は古来より伝承されてきたもので、歴史の表面には登場しない、無名の達人達によって、現わされたもので、

宗教と言えるような精神的な心学はなく、外丹や内丹を練ることで、超人、強壮、長寿を目的としました。

外丹は、長寿目的で、水銀を摂取したため、多くの皇帝が中毒死したといわれています。

内丹は気功法の源流となってゆき、太極拳や様々の流派が生まれてゆきました。

広義では、占術、方術、風水、導引、経絡、針灸、房中、薬学、などの多様な分野も含み、

日本にも大きな影響を与えてきました。

しかし、これらの多様な項目のある道教は、宗教というよりも、占い、超人、強壮、長寿、絶倫、病気快癒、などを

目的とした技法であり、それぞれの内容が膨大であり、私はそれらの専門家ではないこともあり、

また、中国人の精神性の由来を見つけるという今回の主旨から逸脱してしまうことでもあり、

詳しい解説は省略させていただきます。

⑭



老子出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
生誕不明（紀元前6世紀など諸説あり）死没不明時代中国・春秋時代（諸説あり）

老子（ろうし）は、古代中国の哲学者であり、後に生まれた道教は彼を始祖とする

(老子自身が道教を作ったわけではない事に注意)。
「老子」の呼び名は「偉大な人物」を意味する尊称と考えられている。

春秋戦国時代の諸子百家のうちの代表的な一人であり、道家は彼の思想によって生まれた

(道教と道家は別である)。
書物『老子』（またの名を『老子道徳経』）を書いたとされるがその履歴については不明な部分が多く、

実在が疑問視されたり、生きた時代について激しい議論が行われたりする[2]。

道教のほとんどの宗派にて老子は神格(en)として崇拝され、三清の一人である太上老君の神名を持つ。

史記の記述によると、老子は紀元前6世紀の人物とされる。

歴史家の評は様々で、彼は神話上の人物とする意見、複数の歴史上の人物を統合させたという説、

在命時期を紀元前4世紀とし戦国時代の諸子百家と時期を同じくするという考えなど多様にある[3]。

真理としての宇宙観には多様性があり、中国では儒・仏・道の三教が各々補完し合って共存していると

するのが道教の思想である。食生活においても何かを食することを禁ずる律はなく、さまざまな食物を得る

ことで均衡が取れ、長生きするとされる。

現在でも台湾や東南アジアの華僑・華人の間ではかなり根強く信仰されている宗教である。

中華人民共和国では文化大革命によって道教は壊滅的な打撃を受けたが、民衆の間では未だにその慣習が

息づいている。現在では共産党政権下でも徐々に宗教活動が許され、その宗教観の修復が始まっている。

老荘すなわち道家の思想と道教とには直接的な関係はないとするのが、日本及び中国の専門家の従来の

見解であった。

しかし、当時新興勢力であった仏教に対抗して道教が創唱宗教の形態を取る過程で、老子を教祖に祭り上げ、

大蔵経に倣った道蔵を編んで道家の書物や思想を取り入れたことは事実で、そのため西欧では、19世紀後半

に両方を指す語としてタオイズム（Tao-ism）の語が造られ、アンリ・マスペロを筆頭とするフランス学派の学者

たちを中心に両者の間に因果関係を認める傾向がある。

老子[編集]
老子は実在の人物か否かの意見は分かれ、司馬遷の『史記』も自身に裏打ちされた記述とは言えない。

著書『老子道徳経』に見られる「道」「徳」「柔」「無為」といった思想は、20世紀後半に発掘された馬王堆帛書

や郭店楚簡から類推するに、戦国時代後期には知られていたと考えられる[3]。また「道」を世界万物の根源

と定める思想もこの頃に発生し、やがて老子の思想と同じ道家という学派で解釈されるようになった[3]。

その一方で『老子道徳経』本来の政治思想は、古代の帝王である黄帝が説く無為の政治と結びつきを強め、

道家と法家を交えたような黄老思想となった。

神仙[編集]
老子とは別に道教の源流の一つとなった神仙とは、東の海の遠くにある蓬莱山や西の果てにある崑崙山に棲み、

飛翔や不老不死などの能力を持つ人にあらざる僊人（仙人）や羽人を指す伝説である。

やがて方術や医学が発展すると、人でもある方法を積めば仙人になれるという考えが興った[6]。

『漢書』芸文志・方技略・「神僊」には10冊の書名が書かれているが、いずれも現代には伝わっていない。

しかしそこに使われた単語から内容を類推できる。

「歩引」は馬王堆から発見された図「導引」と等しく呼吸法などを含めた体の屈伸運動で長生きの法の一つである。

「按摩」は現代と同じ意味、「芝菌」は神仙が食べたというキノコ、「黄治」は錬丹術を指す。

これらは黄帝や伏羲など神話的人物の技とみなされていた[6]。

また『漢書』方技略には他に「医経」（医学の基礎理論であった経絡や陰陽、また針灸などの技法）、

「経方」（本草すなわち薬学）、「房中」（性交の技）があり、健康や長寿を目的としたこれらの技法も道教と

密接な関係を持った[6]。

⑮



⑯

中国は古代より、先祖供養をおこない、邑と呼ばれる血族の結束で固められた大小多数の都市国家が存在し、

覇権を争ってきたようです。

その外側には、未開発地帯が広がり、「夷」と呼ばれていた狩猟・採集の部族が多数居て、しばしば邑を襲撃し、

略奪を行っていたようです。

考古学的に実在が確認されている最古の王朝である殷の時代から、あちらこちらで侵略戦争が絶え間なく

続いていたのです。

栄えた都市国家（邑）があっても、世襲の跡継ぎに人望や実力がないと、たちまち滅亡していったようです。

血族以外の部族に対する扱いは残忍で、侵入した都市国家での殺戮、強奪は悲惨を極めたようです。

捕虜の凄惨な生贄を行った部族もあり、処刑も残忍なやりかたでした。

凌遅刑（りょうちけい）、腰斬刑（ようざんけい）、剥皮（はくひ）などが行われてきました。

凌遅刑（りょうちけい）

小刀をつかって文字通りに寸刻みに肉を削ぎ、結果死に至らしめるという酷刑です。

執刀の数も宋代には120刀という切り刻む回数が、明代には3,000～4,000刀とはね上がり、

二日三日とかけてゆっくりと行ったそうです。

腰斬刑（ようざんけい）

映画などでもよく出てくる「車裂き」 という刑。

受刑者の四肢と頭に縄をかけ、その先を馬や牛に結びそれぞれ別の方向に引かせるというもの。

剥皮（はくひ）

皮剥ぎの刑（かわはぎのけい）とは、罪人の全身の皮膚を刃物などを使って剥ぎ取る処刑法。

古代よりオリエント、地中海世界、中国など世界各地で行われていた。

全身の皮膚を失った罪人は、長時間苦しんだ後に死に至る。

執行から死に至る長時間の苦痛はもとより、皮をはがされた人体は正視に堪えるものではない。

孔子や孟子が現れた、春秋戦国時代になっても内乱や戦乱は続き、７つの大国の覇権争いが続きました。

そして、秦の始皇帝が全国を統一した後も、 漢、三国時代（魏、蜀、呉）、五胡十六国時代、南北朝時代、

隋、唐、五代十国時代、宗、蒙古襲来、元、明、清、中華民国、中華人民共和国 と戦乱が続いてきました。

中国では、内乱や戦争や侵略戦争が古代から絶え間なく続いてきたのです。

人間の尊厳や情緒を育む平和で豊かな時代などなかったのです。

古代から中国人は、血族以外の部族や人民を信用せず、あらゆる方策を駆使して命を守ることに専念せざるを

得なかったのではないでしょうか。

古代インド発祥の大乗仏教や禅や密教も、中国、朝鮮半島を経由して日本に伝わり、日本では隆盛して

今日にいたっていますが、中国では衰退してしまいました。

中国で衰退し、日本で隆盛した、大乗仏教、禅、密教、については、次回で考察してみたいと思っています。

総括

見方を変えれば、私達日本人は、四方を海に囲まれた侵略戦争の少ない、森林豊かな山や多くの河川や降雨に

恵まれた国土に生きてきたことと、大自然の中に八百万の神の存在を信じ、山の生き物を狩ったり食べたりする

時にも、山の神に感謝を捧げた日本神道という古来からの宗教が存在したことが幸いだったのではないでしょうか。

自然や生き物を敬うという日本神道という古来の宗教に、主神と多数の神々がいたからこそ、

伝来してきた仏教にも、主仏と多数の仏や如来がいたために、融合が進んでいったのではないでしょうか。

私の家にも、祖父の時代から神棚と仏壇が並んで置かれています。



日本神道に死者の怨念や祟りを恐れる教義があったことは事実ですが、浄明正直（浄く明るく正しく直く）を

徳目とする教えがあったことはすばらしいことです。

神道と仏教の融合、神仏習合（しんぶつしゅうごう）は、日本人の精神のバランスを保つことに寄与してきたの

ではないでしょうか。

縄文時代から、小規模な部族間の抗争あったことは、日本各地で発掘された多数の受傷人骨の分析研究で

明らかになっていますが、（参考 『受傷人骨からみた縄文の争い』 内野那奈 ）

幾多の争いや、戦勝祈願や呪詛合戦がなされてきたとはいえ、

人や生き物や自然を敬うという感性が、古代から育まれてきたのではないでしょうか。

奈良時代の万葉集や平安時代の古今和歌集には、自然賛美や人の情感が込められた和歌で溢れています。

約４００年続いた平安時代には、自らの情感を大切にし、人の情感を尊重する日本人の民族性が、さらに深く

育まれていったに違いありません。

私達は、外国からの侵略のない自然豊かな国土に恵まれ、日本神道や仏教という宗教にも恵まれたために、

多くの内乱があっても、人としての感性を大切に育んでこれたことに感謝すべきではないでしょうか。

文化や技術や芸術が受け継がれ、外からの物を吸収しながら発展できたことにも感謝すべきではないでしょうか。

⑰

縄文人骨の顔立ちや体形は一定しており、あまり大きな時期差や地域差は認められないが、弥生人骨は割合と

多様であり、地域差や時期差が大きいそうです。

縄文人そのもののような弥生人や縄文人に似た弥生人、大陸側にいた人々と身体的特徴が似ている弥生人、

縄文系と渡来系が混合したような弥生人、古墳時代の墳墓から抜け出てきたような弥生人、さらに南九州には

琉球諸島の貝塚人に似た弥生人がいたそうです。（ウィキペディア）

神道や仏教や神仏習合が日本人の精神に与えた大きな要因の一つに、天罰や因果応報という概念があります。

天罰という概念がどのような経緯で日本人の精神に浸透していったのかは、詳しく調べていませんが、

平安時代には、暗闇には鬼が棲むとか、祟りだとか、天罰だとかいうことが真面目に考えられいたそうです。

私達日本人の多くが、ごく自然に、

「そんなことをしたからバチ（天罰）が当たったんだ」

「他人は知らなくても、天（神）は知っている、天は見ているから、悪いことはしないでおこう」

「人に知られずに良いことをして誰にも認めてもらえなくても、天は知っていてくださる」

などと、言ったり、思ったり、なんとなく感じていたり、していることは確かなようです。

仏教にも因果応報という教えがあります。（仏教の因果応報は前世の因果からの応報も含みます）

「人に良いをすれば、良いことが自分に返ってくる。 人に悪いことをすれば悪いことが返ってくる。」

という教えです。

これらの、天罰や因果応報の観念は、古くから日本人社会で伝承されてきて、私達の道徳感の根幹に

なっているのではないでしょうか。

この天罰や因果応報の観念が日本人の言動に大きな影響を与え、破廉恥な嘘や残虐な行為の抑止力に

なっているのではないでしょうか。

古来から中国では、破廉恥な嘘や、残虐な行為の抑止力になる宗教が根付かなかったことが、残虐な悲劇が

連続する大きな要因になっているのではないでしょうか。



２０１６年３月１日 明日香地震気象研究所 松本安生

日中国交正常化以来、多くの経済人や政治家が中国に行き、中国人と接することになりました。

ほとんど全ての人が、三国志などを読んで中国に大きな幻想を抱いていたようですが、実際の中国人と接して、

その幻想は消し飛んでいったようです。

うそを平気でつき、歴史をねつ造し、真実を隠し、言論の自由を弾圧し、賄賂や脅しやサイバーテロなどを行い、

手段を選ばずに狡猾に目的を達成しようとする中国共産党のやり方には、警戒すべきですし、

そのひどさには表現する言葉もありません。

しかし、そのような、人に対する尊厳や思いやりが欠落し、残虐行為の抑止力が欠落している民族性には、

それなりの理由が存在するのだということは、理解しておく必要があるのではないでしょうか。

中国人、韓国人、日本人の最先端の遺伝子研究の成果からは、（ミトコンドリアDNAハプログループや

Y染色体ハプログループの研究）、日本人と中国人・韓国人とのY染色体は少なからず違っており、

弥生時代開始以降に多くの渡来人がやって来たものの、縄文人と平和的に共存したものと考えられています。

（ウィキペディア）

遺伝学的、人骨学的には、よく似た民族なのに、なぜ、今の中国人や韓国人と日本人は民族性が大きく異なる

のでしょうか。

自然環境の優劣もあるでしょう。 侵略戦争の多少もあるでしょう。

しかし、その最大の要因は宗教にあるのではないでしょうか。

私達は日本神道に感謝し、仏教伝来に尽くした蘇我馬子や聖徳太子に感謝し、

神仏習合が飛鳥時代より続いてきたことに感謝すべきではないでしょうか。

⑱

敗戦後にアメリカから入ってきた自由民主主義は宗教の自由と多様性ももたらしました。

今日の日本の宗教は非常に多様性に富んでいます。

多様な仏教系の宗教、神道、神道系の様々な新興宗教、多様なキリスト教、多様なニューエイジ思想など、

ある意味で、この宗教の多様性が精神的思想的な混乱をもたらしているともいえます。

継承されてきた武士道精神や価値観が衰退変遷しつつあり、新しい自由な生き方にも、それを支える精神的な

基盤が十分に確立していないようです。

次回は、自由な生き方の基盤となれる可能性のある、宗教や思想について考察してみたいと思っています。
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