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日本神道の源流を探る

―『古事記』に見られる中国の道教思想―

徐　翔生

村岡典嗣は『神道史』の冒頭において、神道を次の

ように述べている。「神道を学問的に定義すると、太

古以来存在して、儒教仏教耶蘇教等の外来宗教に対立

し、それらと交渉し、それらの影響の下に変遷し発達

し来つた我国固有の宗教と言ふべきである」１。この

本において、村岡は『古事記』上巻の「神代巻」を取

り上げて、その中に書かれている神代の思想を述べな

がら、古神道を論じている。

周知のように、日本の神道は国学者本居宣長によっ

て大成された。『古事記伝』にも書いてあるが、神の

道は「古事記書紀の二典に記されたる、神代上代の、

もろもろの事跡のうへに備はりたり、此二典の上代の

巻々を、くりかへしくりかへしよくよみ見るべし」（一

之巻「古記典等総論」）２というように、神道は『古事

記』と『日本書紀』の神代・上代の事跡のうちに備わっ

ているから、この二典を繰り返し熟読すべきだ、と本

居宣長が述べている。そして今日に至っても、多くの

学者はこの二典の神代巻を拠り所として、神道の思想

を究明している。

しかし深く考えてみれば、『古事記』と『日本書紀』

はかなり性格が異なるものである。『古事記』はどち

らかと言えば神事に関する書、つまり宗教の書である

が、『日本書紀』は人間に関する書、つまり歴史の書

である。特に『古事記』においては、神代巻が『日本

書紀』より多くなり、その神話の部分が三分の一をも

占めている。また本居宣長は『古事記伝』において、

『日本書紀』は漢文で書いてあり、「大御国の古意を忘

れはて」（一之巻「書紀の論ひ」）３ているとし、『古事

記』は「古言のまゝなるが故に」（一之巻「古記典等総

論」）４、古意をそのままに体得できる書物であるとし

た。そこで本居宣長は「記を以て、あるが中の最上た

る史典と定めて、書紀をば、是が次に立る物ぞ」（一之

巻「古記典等総論」）５と言い、『古事記』を重視して

いる。したがって神道の思想を窺い知るには、『古事

記』が最もよい資料であるのではないかと思う。

本論では、『古事記』上巻の神代巻を中心とし、そ

の中に見られる天地の初まり及び創世神話を考察しな

がら、神道思想の源流を探ってみたいと思う。また比

較思想的な視点から日本神道と中国道教の関連につい

て論じてみる。この研究は神道思想の解明、及び日中

思想文化の比較研究に少しでも役に立つことができれ

ば、幸いに思う。

『古事記』の冒頭において、いかなるところから天

地がはじまったか、また日本という国がいかにしてこ

の世に出現したか、というような天地の始まり及び国

土生成のことは以下のように述べられている。『古事

記』の序文をあげて説明してみよう。

「夫れ、混元既に凝りて、気象未だ効れず。名も無

く為も無し。誰れか其の形を知らむ。然れども、乾坤

初めて分れて、参神造化の首と作り、陰陽斯に開けて、

二霊群品の祖と為りき。所以に、幽顕に出入して、日

月目を洗ふに彰れ、海水に浮沈して、神祇身を滌ぐに

呈れき。故、太素は杳冥なれども、本教に因りて土を

孕み島を産みし時を識り、元始は綿邈なれども、先聖

に頼りて神を生み人を立てし世を察りぬ。」（上巻「并

せて序」）６

以上は『古事記』序文に見える天地の生成及び日本

の創世神話である。このことは『古事記』の「神代巻」

にも詳しく書かれており、『日本書紀』にも記載され

ている７。ここで注意すべきことは、以上述べたとこ

ろから分るように、天地万物の初めは「混元」、即ち

「混沌」と考えられていた点である。つまり「混元既

に凝りて」というように、混沌とした世界は凝り固ま

り、万物を形成するという。そして「参神造化の首」

と、天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神の三神

が最初の創造の神様として現われ、「二霊群品の祖と

為りき」というように、伊邪那岐・伊邪那美の二神が

すべてのものの生みの親となった。では、何故『古事

記』において、天地の初めは「混元」といった「混沌」

の形で現われなければならなかったのか。また天之御

中主神、高御産巣日神、神産巣日神の三神が現われ、

伊邪那岐・伊邪那美両神が日本の国土を生むのはなに

ゆえであろうか。ここでまず本居宣長の解釈を借りな

がら、天地の初まりのことを説明しよう。

本居宣長は『古事記伝』において、天地がいかにし

て生成するかということが次のように語られている。

「天は虚空の上に在て、天神たちの坐ます御国なり、

地は都知なり、（中略）都知とは、もと泥土の堅まりて、



248

徐　翔生：日本神道の源流を探る

国土と成れるより云る名」（三之巻「神代一之巻」）８。

以上のように、本居宣長はこの世界の始まりを、天も

地もないいずくもみなむなしい虚空と捉えて、そこに

天ができ、地ができ、その天と地の間が虚空になっ

たのだと説いている。本居宣長の考えでは、「高天原

は、すなはち天なり、（中略）天は、天神の坐ます御

国」（同巻・同上）９というように、天は即ち高天原で

あり、天神のいる国である。そして天之御中主神、高

御産巣日神、神産巣日神の三神は、「天地よりも先だ

ちて成坐つれば、たゞ虚空中にぞ成坐しけむ」（同巻・

同上）10と、その天のできる以前からの神であると言っ

ている。

これは本居宣長が『古事記伝』における世界の始ま

りということについての解釈である。では、本居のこ

のような思想はいったいどのように成り立っているの

であろうか。『古事記伝』にも書いてあるが、本居宣

長は『古事記』を、日本に悠久の昔から伝えられた「古

の正実」（一之巻「古記典等総論」）11を記した本である

としたのである。本居宣長にとって、この世はすべ

ては「神の御心より出て、その御所為なること」（一之

巻「直昆霊」）12である。『古事記』に現われている天

地の初めは「たゞいと上代より、語り伝へ来つるまゝ

なり」（一之巻「書紀の論ひ」）13であるために、人間

は『古事記』の主張を事実として素直に信じ、『古事

記』の神話をすべて疑うべきではない、と本居は考え

ている。そして日本では、多くの学者は本居のこの説

に従って、神道を理解していると思っている。

ここでひとこと言わなければならないのは、『古事

記』に見られる天地の生成と中国の古代思想は、深い

思想的関連をもっているということである。特にその

中に見られる天地の初まりというものと、道家の宇宙

観が同じ性質のものであると考えられる。では、『古

事記』と道家の思想はいったいどのようなつながりが

あるのであろうか。

すでに述べたように、『古事記』においては、世界

のはじめは「混沌」とした状態の形で現われている。

『古事記』においては、その状態は誰もその形を知る

ことができなかった無名無為の状態であると言い、こ

の混沌とした世界は次第に凝り固まり、万物を形成す

るという。ところで、「混沌」とは何であろうか。何

故『古事記』において、世界のはじめは「混沌」とし

た状態の形で現われなければならなかったのか。また

この書において、その状態を「無名」、「無為」にたと

えているのはなにゆえであろうか。まず「混沌」とは

何かということから述べてみよう。

「混沌」という言葉を探ってみると、中国の道家思

想にまで遡ることができよう。道家を一言で言うと、

道を説く思想とも言える。道家の思想は、道に始まり、

道に終わるとも考えられる。中国の古代社会では、道

という思想がきわめて重視されていた。道には倫理的

な道と自然の道があるが、この二つの道はいかなる空

間にも時間にも常に在り、あらゆる存在の共有の根拠

である。儒教では、倫理的な人間関係の道、即ち人倫

の道がよく説かれているが、人間はいかに人倫の道を

実践すべきかということが強調されている。ところが

道家では、この世間に存在している自然の道を「天道」

と捉えて、人間はその生存の規範となる天道を理解す

ることによって、この世に生きているべきであると考

えている。『老子』において、いろいろな言葉をもっ

てこの世における道を説明している。

老子によれば、この世におけるすべての物は偶然

に現われてきたのではなく、「有無相い生じ」（「第二

章」）14、「天下の万物は有より生じ、有は無より生ず」

（「第四十章」）15というように、あらゆるものは「無よ

り生ず」と、無から有となり、無より生じるという。

天地の始源は無であるが、この世に道というものが存

在しており、この世界が始まる前に道はすでに先在し

ていた。「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生

じ、三は万物を生ず」（「第四十二章」）16とあるように、

すべてのものは道から始まり、そして無から有とな

り、有からさらに万物を生じるという。

すべてのものは道から始まり、無から有となるが、

無は急に有となるわけではなく、無から有となる段階

において、「混沌」という状態が存在しており、混沌

という段階を経なければならない。つまり無→混沌→

有→万物という段階で、この世の万物を生じるとい

う。以上のように、道家においては、「混沌」という

概念はきわめて重要なものであり、この観念は中国古

代の世界観にも深くかかわっている。

老子は「混沌」という言葉でこの世界の由来を説明

するだけでなく、さらに「無為」、「無名」という言葉

をもって、この世における道を解釈している。老子の

考えでは、この世における道は、始源であると同時に

根源であり、時間と空間を超えて至るところに浸透す

る働きをもっていた。道の働きによって万物は生じ、

それが育成されるが、道はその働きを自己のものにし

ないし、その働きを偉大としない。このような道の働

きは知覚感覚では捉えられないものであり、また無欲

の働きであった。このような道は自然であり、無理が

ないために、無為と言われるものであるという17。

老子によれば、この世における道は無為であると同

時に無名でもある。「道の道とす可きは常の道に非ず、
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名の名とす可きは常の名に非ず。名無し、天地の始め

には、名有り、万物の母には」（「第一章」）18というよ

うに、老子は道を無名とも考えている。老子は「道の

常は名無し」（「第三十二章」）19とあり、また「道は隠

れて名無し」（「第四十一章」）20とある。道はこのよう

に無限定的・超越的であるから、無名とも言われてい

る。老子の思想を引き継いだ荘子はまた「有名は無名

より産す」（「文子道原篇」）21と言い、「万物は理を殊に

して、道は私せず。故に名無し」（「則陽篇」）22と言う。

以上、『老子』を中心に、道家における「道」の思

想について述べてきた。これまで述べたところからも

分るように、「混沌」という言葉にせよ、「無為」、「無名」

という言葉にせよ、いずれも道家思想の重要な概念で

ある。『古事記』の「序」に見られる「混元既に凝りて」

という天地の初まりの発想は、実は道家の宇宙生成論

と深くかかわっている。またこの書において、世界の

はじめの状態を「名も無く為も無し」とたとえている

のも、道家の説く「道」の思想とつながりがあること

は自明である。

ここで付言すべきなのは、『古事記』に見られる天

地の初まりの発想は、道家の思想に関連があるだけで

なく、その中に見える天地の初まりの時の描写及び創

世神話は、中国の古典文献『淮南子』にも存在してい

る、ということである。では、『古事記』は『淮南子』

とどのような関連にあるのであろうか。

『淮南子』は前二世紀に、劉安という人によって編

纂されたものであるが、その中で中国古代の天地開闢

のことが次のように述べられている。「天墜の未だ形

あらざるとき、馮々翼々、洞々 々たり。故に太始と

曰ふ」（巻三「天文訓」）23。以上のように、古代の中国

では、天地の形成する前の状態を「馮々翼々、洞々

々」という「太始」の状態にたとえている。天地

は「馮々翼々、洞々 々」という混沌たる状態から次

第に分かれ、天と地となり、そして陰陽、四時、万物

を生じ、日、月、星が形成されていくのである24。『淮

南子』に見える天地生成の表現は、『古事記』の「序」

に書かれている「乾坤初めて分れて」、「陰陽斯に開け

て」と一致している。この考え方は実は道家の宇宙論

に由来し、老子の「物有り混成し、天地に先だちて生

ず」（「第二十五章」）25から援用したものである。この

ような発想は『日本書紀』において、よりいっそう顕

著である26。

以上あげた天地の始まりだけに限らず、『古事記』

に見られる伊邪那岐・伊邪那美の男女二神による国土

生成と人類創造は、『淮南子』に書かれている中国の

国土生成及び人間の起源といくつか類似している点が

ある。『淮南子』において、中国の国土生成及び人間

の起源がこのように語られている。すなわち天地が混

沌たる状態から形成された後、東西南北の四極が破れ

たために、中国では天はすべてを蔽えず、地も万物を

載せられない。そして火は燃えに燃えて消えず、水は

溢れに溢れてとどまらないという混乱の状態にあっ

た。そこで女媧という女神が現われ、混乱に陥った天

地を次第に整正するようになった。女媧はその後兄の

伏羲と結婚して、「黄土を調え」ると子孫を作り、人

類を繁殖させることになった27。したがって中国では、

人間は女媧と伏羲によって創生されたと言われてい

る。以上述べてきたように、『古事記』に見られる伊

邪那岐・伊邪那美の創世神話と中国の伏羲・女媧の創

世神話とは同じ性質のものであると考えられよう。

実は『古事記』は道家だけでなく、道教の思想にも

深い関連がある。すでに道教の研究者福永光司によっ

ても指摘されているように、日本の古代が中国古代の

宗教思想と密接な関係を持ち、『古事記』は道教と密

接な関連があると考えられる。福永によれば、日本の

古代宗教の中で、その中核をなす天皇思想もしくは天

皇信仰は道教の影響によって形成されたという。何故

ならば、中国のもっとも古い文献である『詩経』と『書

経』の中に、天皇のことがすでに書かれていて、天皇

は宗教的な支配によって地下の世界を支配すると記さ

れている。道教の基礎もここから展開したものだと言

われている28。日本の古代思想と道教との関連は『古

事記』の中にもよく現われている。

すでに述べたように、『古事記』の「序」において、

天地の初めの時に、高天原に「参神造化の首と作り」

と、天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神の三神

がおり、その後「二霊群品の祖と為りき」と、伊邪那

岐、伊邪那美が現われてきたことが書かれている。何

故高天原にいる三人の神から世界が始まるのか、これ

は道教の教典『九天生神章経』、『無上秘要』にすで

に記されているという29。なお、『古事記』において、

天のことを「高天原」と呼んでいるが、「高天原」と

いう言葉は五世紀頃の道教経典『玉佩金璫経』による

が、天地の初めに高天原があることはすでにこの教典

に書かれているという30。

そればかりでなく、「幽顕に出入して、日月目を洗

ふに彰れ」というように、伊邪那岐が黄泉国を出て水

のほとりで禊ぎをした時に、その左の目を洗うと天照

大御神が生まれ、右の目を洗うと月読命が生まれた。

このような話は、任 という人が六世紀頃に書いた

『述異記』にも見られる。『述異記』には、中国で古く

から伝わってきた盤古の説話が記載されている。盤古
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という巨人が死んだ時に、その息が風や雲に、声が雷

鳴になり、左の目が太陽、右の目が月になったことが

書かれている。このような記述は『古事記』とそっく

りであることは言うまでもないであろう。任 の『述

異記』はさらに道教の文献である『霊宝五符序』に基

づいて完成したものだと言われている。国学者平田篤

胤はさらに『述異記』、『霊宝五符序』に基づいて、『帝

王五運歴年記』という書物を書きあげた、と福永光司

によって指摘されている31。

以上述べてきたように、福永光司の説を援用すれ

ば、『古事記』はけっして中国思想とは無関係ではな

く、むしろ道教と密接な関連があると考えられよう。

したがって『古事記』は道教の経典を参考にして書い

たのではないか、と福永は考えている32。ちなみに、

神道という語は中国の古典文献『易』にすでに見られ

ており、その中で神道とは霊妙なる道、即ち自然の理

法という意味であるという33。ところが、四世紀の晋

代に入ると、『易』と道家の思想が結びつき、道教や

それに伴う方術などをも神道と呼ぶようになった34。

だから中国においては、神道という言葉は道教と深く

かかわっているのである。『易』は『詩経』、『書経』、『礼

記』、『春秋』を「五経」と呼び、儒教の経典だと言わ

れているが、この本に道家の説く道の思想が多く取り

入れられ、儒教よりも道教思想の本だと言うべきであ

ろう。

すでに述べたように、本居宣長をはじめ、津田左右

吉、村岡典嗣などを含めて、すでに多くの学者が指摘

したように、神道は日本太古以来の信仰で、日本固有

の伝統的民族宗教である35。本居宣長は「もろこしの

国には、道教といふもの、世々に盛に行はれて、大か

た仏道とひとしきばかりなり、此道、老子を祖とはた

つれども、老子が意とはいたく異にして、たゞあやし

きたはふれわざのやうなることにて、そのむねをき

はむれば、やうなきいたづらごとなり、皇国に、この

道のわたりまうでこざるは幸ひなり」（『玉勝間』十四

の巻）36と言い、道教の日本への伝来を否定している。

本居宣長のこの説を継承している津田左右吉は、「道

教に関するいくらかの知識や経籍も伝へられてゐたに

違ひないが、宗教としての道教は入つて来なかつた」

（『日本の神道』）37とし、道教が「実際生活の上におい

ては毫末もそれを景仰下のではない」（『文学に現はれ

たる国民思想の研究』）38とみなした。これと同じよう

な見方は柳田国男の『先祖の話』にも和辻哲郎の『日

本古代文化』にも見られる39。

確かに以上あげた学者が指摘したように、日本には

道教の宗教集団も入っていなかったし、文献の上には

道教の伝来も書いていない。『日本書紀』には、仏教

と儒教の伝来が書かれているが、道教の伝来について

はまったく触れられていない。したがって従来の日本

学界では、道教は日本には伝わっていない、というの

が主流意見であった。しかしすでに上田正昭が指摘し

たように、『日本書紀』には「百済の僧観勒来けり。

仍りて暦の本及び天文地理の書、并て遁甲方術の書を

貢る。是の時に、書生三四人を選びて、観勒に学び習

はしむ。陽胡史の祖玉陳、暦法を習ふ。大友村主高聰、

天文遁甲を学ぶ。山背臣日立、方術を学ぶ。皆学びて

業を成しつ」（巻第二十二「推古天皇」）40と記載されて

いるが、これは即ち道教伝来の記事だという。つまり

中国の道教は朝鮮に流伝して、百済の僧観勒が渡来し

て「遁甲方術の書」などの道教の方術書をもたらし、

大友村主高聰、山背臣日立は観勒に道教を学んだので

ある。したがって古代の日本には、道教の信仰はすで

に伝わっており、神道にも影響を与えた、と上田が述

べている41。

そして本論で論じてきたように、『古事記』に見ら

れる天地創成にせよ、その中における創世神話にせ

よ、いずれも中国の古代思想と共通点を持ち、道教と

まったく無縁とは言いがたい。つまり道家の宇宙論

が『古事記』に受け継がれ、中国の創世神話及び道教

の思想がこの作品に秘められているのである。だか

ら『古事記』の神代巻には、道家と道教の思想を反映

したものが少なくなく、この作品の世界には明らかに

道教思想に基づく表現がある。このように考えてみれ

ば、本居宣長の道教伝来への否定、及び津田左右吉の

「宗教としての道教は入つて来なかつた」という見解

は、十分に検討する必要があると思う。

もっともある思想または文化は偶然に現われてきた

のではなく、その形成と発展の過程において、常にそ

の他の思想文化の要素をも取り入れ、新しいものを形

成して発展してゆくのである。本論で論述し、検証し

てきたように、『古事記』の中には、多くの道家、道

教思想が包含されており、中国の宗教からもたらされ

た観念が少なくない。したがって『古事記』の神代巻

を拠り所にした神道は、中国の道教といくつかの共通

点をもっており、道教などの影響が見受けられる。こ

のことは日本の神道を考察する時、きわめて重要な示

唆をわれわれに与えてくれるのではないかと思う。
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