仏教の民間受容と﹁互醐性の倫理﹂

上

良

︑日本霊異記・ を題材として ︵上︶

池

ことである︒これは一部の人類学者によって︑﹁即時的利得システム﹂

接の見返りなしで与えることを当然視する︑非打算的な分配原則の
一3一

アフリカのムブティやサンなどの民族では︑かかる﹁互酬性﹂の原

をとる狩猟採集民に特徴的な社会規範として注目された︒たとえば︑

聞題の所在

＾←
本稿は景戒の﹃日本国現報善悪霊異記﹄一以後﹃霊異記﹄一所載の

則が︑特定の個人や家族の突出を防ぎ︑共住する集団内部の平準化

説話を題材に︑日本における初期仏教の民間受容を︑在来の﹁互酬
性の倫理しに対する仏教の二面的な関わりの動態において把握する

が長期の時間差のなかでは禽己の利得に繋がるという暗黙の価値観

をはかる機制になっているという︒そこでは︑他人への当座の援助

が共有され︑さらに︑見返りなしの分配によって人々の中に﹁威信﹂

ことを課題とする︒民衆層への仏教の土着化というテーマに関して

に奈良時代を中心とした民間受容の初期段階においては︑﹁互酬性

は︑歴史学・民俗学をはじめとしてすでに膨大な蓄積があるが︑特

と㍗負い目Lの感情が生じることを防ぐ︑様々な工夫が用意されて
＾土

の倫理との対決﹂という視角を導入することで︑新たな展望が開か

いる︒その意味で︑本稿での﹁互酬性﹂とは︑近代的視点から連想

の平等性や平準化を目的とした︑状況主義的規範に基づく社会関係

則とは異なり︑むしろ︑共住集団という場の内部における類的個人

されるような普遍主義的な価値尺度に基づく即時的な等価交換の原

η互酬性しの概念は近年多くの分野で注目され︑特に人類学では

い︒

れる可能性がある︒本稿では︑この可能性を提示し︑検討を試みた

交換や贈答の社会的・政治的意義などをめぐって︑様々な見解が提

﹁互酬性﹂のもつかかる平準化の規範を﹁互酬性の倫理一蟹Φ

をさす︒

サーリンズのいう﹁一般化された互酬性一σ・竃撃隻N＆﹁a肩09叶く一﹂

起されてきた︒本稿ではこの多義的で暖味な概念を︑マーシャル・

①婁8oマ巴買oo身一しとして押さえるならば︑それはアフリカの

一2一

の極に引きっけて用いたい︒すなわち︑持てる者が持たざる者に直
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れ︑しかも集団内部の人間のみならず︑共住する動植物や︑かつて

キリスト教倫理﹂による﹁互酬性の倫理餉アニミズムの倫理﹂の普

おける近世−近代の社会変動を問題にしているため︑﹁救済宗教1ー

は︑単に﹁互酬性の倫理﹂に対する仏教の︿否定・排除﹀という力

狩猟民ほど顕著ではないとしても︑多くの共同体的な社会に見出さ

学だけでなく︑そのく包摂・馴化Vという側面をも射程に入れた複

る傾向がある︒一方︑日本における仏教の民間受容を考える場合に

てきた精霊信仰と︑密接な関わりをもってきたのである︒マックス・

遍主義化過程において︑その︿否定・排除﹀という図式が強調され

ウェーバーは︑﹁世界宗教﹂以前の伝統社会における基本的救済倫

合的な動態把握が必要となろう︒また︑単に近代的主体の形成過程

される︒換言すれば︑それは従来﹁アニミズム﹂として概念化され

理を把握する理念型として︑﹁集団内一自1⑰・﹃o名／集団外o亭湾o暑

がある︒なぜなら︑先学の諸研究が明らかにしてきたように︑わが

という歴史段階に限定せず︑さらに長い受容過程を問題にする必要

集団に所属していた死者たちの領域にも拡張されていった点が注目

の道徳性しの二分法とともに︑﹁集団内における互酬性の倫理﹂を

理しをさらに︑土地の神霊・動物霊・人間の死霊といった霊的領域

国の民俗・民衆宗教には︑仏教的な理念や制度に包摂・馴化される

︵5︶

挙げた︒人類学者のジェiン・シュナイダーは︑この﹁互酬性の倫
を包摂した﹁アニミズムの倫理﹂として捉え直し︑平等志向の機能

本稿で取り上げる刊霊異記﹄は︑古代的氏族仏教や国家仏教が民

形で︑在来の神祇信仰に起源をもつ豊饒な意味世界が現代にいたる
＾9︶
まで存続してきたからである︒

人類学者の知見とも一致する︒これに対して︑近代資本主義社会の

厳しく抑制する働きをもつ︒これは先に見た狩猟採集民を調査した

酬性の倫理﹂を包摂・馴化する力のベクトルと︑これを否定・排除

めて見直してみると︑丙霊異記﹄に収録された説話には︑仏教が﹁互

間伝遭僧︑私度僧︑在家の知識衆などを介して︑徐々に民間への浸
＾m一
透を始める時期の実態を示す貴重な資料である︒上述の観点から改

を担う契機として︑﹁貧欲︵⑰・竃＆一﹂を抑える﹁怨念一竃ξ︶﹂の働
＾且

きに注目している︒彼女によれば︑﹁互酬性の倫理﹂すなわち﹁ア

倫理は︑﹁食欲しに一定の価値を認めるために﹁怨念しを厳しく抑

もとより︑当時の一般民衆の生活規範を︑アフリカなどの狩猟採集

する力のベクトルとの︑葛藤・共存の動態を読みとることができる︒

ニミズムの倫理﹂は︑﹁怨念﹂をある程度まで解放して﹁貧欲しを

制するという︒ジョージ・フォスタiが指摘したように︑近代産業

すでにそこには︑農業共同体の形成や階級分化過程の進展︑地域豪

杜会を典型とする﹁互酬性の倫理﹂と同一視することはできない︒

一ヱ

社会では︑η恨み﹂﹁怨み﹂﹁嫉妬しなどの感情は﹁競争原理﹂の動

カヘと変質させられ︑それ白体は最も恥ずべきものとして抑圧され

族の台頭から統一国家の建設にいたる長い歩みがある︒単純な進化

一呂一

ウェーバー的テーマに寄せて︑この価値転換にキリスト教の改革運

る︒シュナイダiは西欧杜会における近代的主体の形成という

関係を強く残した人々の生活意識には︑場の平準化を求める平等志

主義的比較論も慎まねばならない︒しかしながら︑共同体的な人倫

この﹁ウェーバi1ーシュナイダー﹂モデルは︑とくに西欧杜会に

動が大きな役割を演じたことを論証している︒
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向が生きていたと考えられる︒実際︑刊霊異記﹄説話の中には︑人々
一H︶

の生活に刻まれた﹁互酬性の倫理﹂の確かな痕跡を見出すことがで

二

﹁互酬性の倫理﹂ に対する仏教の二面的動態

本稿では︑上述の視点に基づいて︑﹃霊異記﹄に収められた説話

のモティーフを︑仏教による﹁互酬性の倫理﹂の︑︿包摂・馴化の

きる︒

﹃霊異記﹄の基本的性格については︑﹁私度僧による︑私度僧の

ベクトル﹀と︑︿否定・排除のベクトルVという︑二つの相反する
一じ
志向の並立一葛藤・融合の動態として把握してみたい︒

＾u一

ための︑私度僧の文学﹂といった規定から︑桓武朝の仏教統制策に
一螢
抵抗を示す晩年の官僧としての景戒像に着目する視点まで︑すでに

先に指摘したように︑﹁互酬性の倫理﹂の基本的要素としては︑

場の平準化を目的とした互助関係︑貧欲の忌避︑場の平等性を実現

様々な見解が提示されている︒そこには既存の民間伝承のほか︑
刊冥報記﹄門金剛般若経集験記﹄等の唐代の仏教説話集からの影響
︵M一
関係を指摘することもできる︒しかし︑本書に盛られた説話の中に︑

や死者にも拡張される︒﹃霊異記﹄の説話を見ると︑当時の仏教は

らにこれらの要素は︑共同体の現成員のみならず︑共住する動植物

しうる限りにおいての怨念の解放︑などを挙げることができる︒さ

現実に投げ出された当時の新興中層民が︑在来の価値観の激変に抗

私度僧︑中下級の官人貴族層︑在地首長層など︑律令国家の苛酷な

ともまた︑不可能ではない︒黒沢幸三によれば︑﹃霊異記﹄所収の

させ︑また︑怨念に一定の存在意義を認めるかたちでこれを馴化し

を追認し︑自らの論理の内に取り込むなかで巧みにその内実を変化

一方で︑﹁互酬性の倫理﹂の基本要素といえる互助関係や貧欲忌避

説語が語られた場所としては︑寺院の法会のほか︑交易の場である

ている︒特に注目されるのは︑死者ないしは死者の霊に対する独自

しながら︑新たな宗教的意味世界を獲得していく過程を読み取るこ

市が︑またその聞き手としては︑氏姓的紐帯を離れて都市周辺に参

倫理﹂に対抗し︑人々の怨念を抑圧し︑貧欲に一定の解放の遭を開

﹁c怨念の馴化﹂﹁d苦しむ死者の救済しなどのテーマを挙げるこ

る力のベクトルとしては︑﹁a互助関係の包摂﹂﹁b貧欲の否定し

以上をまとめるならば︑仏教が㍗互酬性の倫理Lを包摂・馴化す

とることもできる︒

くとともに︑平等志向の互助関係に歯止めをかけていく方向を読み

の救済方法を提示し得た点である︒他方︑仏教が在来の﹁互酬性の

集した人々などが想定され︑その意味で﹃霊異記﹄とは︑多分に都
一捕︶
市的な状況のなかに出現した﹁新傾向の文学﹂であるという︒
かかる新興の都市的中層民の新たな救済と新たな意味世界の創出
＾㏄一
に︑仏教が一定の役割を果たしたことは事実である︒その実態を探
ることは︑仏教が国家宗教・学問宗教の性格を離れて︑一般庶民層
を明らかにするという課題にも繋がる︒

を担い手とする宗教として受容され定着していく際の︑重要な契機

とができる︒これに対して︑否定・排除のベクトルとしては︑﹁e

怨念の切り捨て﹂﹁f互助関係の遮断﹂﹁9貧欲の正当化﹂などを指
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摘できる︒

﹃霊異記﹄上中下三巻に収められた一ニハ話の中から︑これらの
テーマに該当すると思われる説話番号を示したのが︑表1である︒

ことにする︒

以下では︑この表に示した各々のテーマ群に沿って︑考察を試みる

下6

下16

三 互助関係の包摂

㍗互酬性の倫理Lを根底から支える互助関係︑すなわち︑持たざ
る仲間への無償の援助を称揚するモティーフは︑門霊異記﹄中のい
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くつかの説話に見ることができる︒多くは動物や死霊を含む他者へ

の関わりの仕方が︑罪福の因果として戻ってくるという主題︑すな
こでは﹁互酬性の倫理﹂は基本的に﹁報恩﹂﹁応報しなどの理念の

わち仏教的な輪廻転生を前提とした因果応報護として語られる︒そ

のは︑動物の殺生を悪行とし︑その放生を善行として説き勧めるも

なかに包摂され︑継承されていると見ることができる︒特に目立つ

ので︑㍗報恩﹂の理念に基づく返礼潭を伴うことが多い︒直接の見

返りを当てにしない善行が︑結局は相応の利得として期待されると

殉霊異記﹄に顕れた恩の思想については︑すでに石田瑞麿による

いう筋立てである︒
＾些

上七の︑亀の放生に対する報恩課がある︒百済出身でわが国の仏教
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研究などがあるが︑そこでも取り上げられている代表的な例として︑

弘通に貢献したとされる弘済禅師が︑難波津で大亀四匹を人に勧め
て買い放たせたところ︑その後︑海賊に襲われて溺死しそうになっ

た際に亀に助けられた︑という話である︒別れ際に亀は三度頷いて

の」1三当化
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表

去ったとあり︑﹁疑はくは︑是れ放てる亀の恩を報ぜるならむか﹂

る︒しかし︑内容そのものは︑むしろ動物の殺生を回避するという

を忘れずして恩を返報せり︒何に況や︑義人にして恩を忘れむやL

放生に力点が置かれており︑一方で殺生戒という仏教的体裁のもと

とあって︑地位の序列を前提とした報恩を暗示する体裁になってい

で一定の身分的秩序感覚を容認しつつも︑その隙間からは︑共住す

と明記されている︒この上七は︑唐の門冥報記﹄所載の報恩謂の鰍
くの仏典に散見し︑また各地の民話の基本類型のひとつにもなって

案であることが指摘され︑さらに︑この種の動物報恩課はすでに多
いる︒柵霊異記﹄所載の説話のなかでも︑本話の関係説話がひとき
一凹一

わ多く指摘されているという事実ひとつをとっても︑主題の普遍性

たとえば︑律令国家の形成期から完成期において︑飢鐘や疫病の頻

かかる生命への共感性は︑当時の詔勅にも指摘することができる︒

る生命との共感性を重視する﹁互酬性の倫理1−アニミズムの倫理﹂
一聖
が見え隠れしている︒

化された互酬性﹂とは大きく位相を異にした規範である︒後の封建

には︑天皇が自らの不徳を天に対して悔いるとともに︑特定の罪状

発︑あるいは天皇の身近な親族の病気などに際して発せられた詔勅

もとよりη恩Lそのものは︑すでにここで問題にしている﹁一般

は明らかである︒

た恩の思想は︑ルース・ベネディクトが指摘したように︑明確な身

社会から近代のいわゆる家族国家論を支える基本理念にまで展開し

されている︒また︑時代はやや下るが︑生類の殺生を禁じたり放生

を例外として罪人に恩赦を与える︑という共通のパターンが繰り返

あげると︑養老五年七月二十五日︑元正天皇は天子の仁を動植物に

分序列の存在を前提に︑下位者が上位者に対して背負う債務・重荷
︵型
という性格をもつものであった︒すなわち︑その要諦は︑身分序列
を介して下位者が感ずる﹁負い目しにある︒恩そのものは﹁単なる
＾別一
個人的な好みを踏みにじる正当な権利をもつ﹂力であり︑徳目とな

及ぼし︑鳥獣に恩を蒙らせるとして︑鷹司の鷹と犬︑大膳職の鵜︑

仏教における㍗恩L思想の展開というテーマは︑筆者の手にあま

十五日︑聖武天皇は太上天皇︵元正︶の不豫に際して︑天下諸国に

諸国の鶏と猪を放つよう詔を発している︒あるいは︑神亀三年六月

を行なうことによって徳を示す︑という事例も注目される︒一例を

るのは﹁報恩﹂のみであるとされる︒

る広がりをもっているが︑きわめて概括的にいえば︑仏教がインド

もとより︑これらはいずれも﹃梵網経﹄﹃金光明経﹄などの仏典

放生を行なわせ︑また同七月十八日には︑天下に大赦を行なうとと
︷酬︸
もに︑病人に湯薬を給するよう詔している︒

や中團皇帝などの行為に範をとったもので︑個々の天皇による内発

から中国へと伝播する過程のなかで︑さらには思想の体系化が進め

るだろう︒先の門霊異記﹄上七の説話においても︑他の仏教的な動

られる過程のなかで︑縁起に基づく横の人倫関係よりも地位の序列
︵墾
を前提とした縦の関係性が重視されていった︑と捉えることができ

的実践とはいえない︒これらの積徳行為を︑儒教や仏教の教説に基
一聾
いて階級支配を正当化する政治的儀礼と見る解釈も︑一定の妥当性

な二重構造を窺うことができる︒本話の結語には﹁畜生すら猶し恩

物報恩講と同じく︑水平性を垂直性の関係へと包摂していく動態的
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コスモスの衰弱であり︑循環する生命エネルギーの枯渇を意味する︒

行為として︑大赦や放生という方法が選ばれたことの宗教的意味は︑

をもつと思われる︒しかし︑天の感応を誘い︑愛顧を取り戻す徳の

どのように組み込むかという射程の幅の差にすぎない︒﹁互酬性の

生きた動物を殺すか放すかは︑現世と次元を異にする他界の表象を

もまた︑コスモスの生命循環の賦活を意味したであろう︒そこでは︑

念が中心に立てられていたとすれば︑共同体による神との共食慣行

倫理しからすれば︑両者はともに字宙における生命の循環を促進す

改めて問う価値があろう︒早魅や飢饅とは王の支配する世界秩序H

勅命による大赦や放生慣行の背景には︑コスモスの死を救うために︑

の民間に一定の浸透を見せていた動物供犠の習俗は︑その後のわが

る営為と見ることができるからである︒いずれにしても︑この時期

国の民俗・民衆宗教において︑中心的な祭祀体系の座からは排除さ

か︒換言すれば︑人為的に囲い込まれた生命を解き放ち︑その活力

仏教的祭祀の特性を強調することによって︑動物供犠の豊饒祭祀に

新鮮で活力ある生命を補給するという感覚が働いていたのではない

をコスモスの循環の申に還流させることによって︑衰弱した世界全
︵％︶
体の活力を回復させようとする意図があったのではないか︒それは

対抗し︑これを否定するという積極的意図を読みとることができる︒

れていった︒門霊異記﹄に描かれた放生の称揚には︑不殺生という

むしろ﹁恩想﹂や﹁世界観﹂として体系化される以前の︑きわめて

必ずしも明確な言語によって自覚化された体系的な思想ではない︒

この問題はまた︑古代の天皇観が在来の神祇信仰をべースに︑中

︵〃︶

原初的な﹁互酬性の倫理﹂に基づく生命循環の感性ではなかったか

という大きなテーマにも繋がるであろう︒ここでは十分に論じるだ

国思想や仏教の影響を受けながら︑どのように形成されていったか

ないしはその管理者としての天皇観︑を指摘することが可能ではな

けの用意はないが︑重要な特性のひとつとして︑宇宙的生命の源泉︑

これら放生や殺生禁断の背後に︑当時の民間にかなりの浸透を見

と考えられる︒

せていた大陸系の動物供犠︑すなわち牛およびその他の獣等を供犠

いかと思われる︒日本の﹃風土記﹄編纂は︑中国の類書の単なる模
︵初一
倣ではなく︑古い﹁国見﹂の伝統を受け継ぎ開花させたとする説が

嘉︶

して怨霊を鎮静したり︑雨乞いを祈る祭祀体系との葛藤を読みとろ

うという説がある︒従来︑日本には中国流の動物供犠の伝統は存在
＾饗
しなかったというのが定説であったが︑近年ではこの定説に対する

が︑全国規模での地誌編纂の背後に見られるというのである︒詔勅

ている産霊を目覚めさせて豊作を約束させるという古代儀礼の発想

におけるη放生Lの初出が天武紀五年であることを考えあわせると

ある︒すなわち︑村邑の首長が小高い丘から村全体を見下ろし︑眠っ

のものを神にささげる﹂という理念が強かったのに対して︑日本に

き︑原初的な生命循環の感性が﹁放生﹂の詔勅という形で形象化さ

いくつかの疑義も提起されている︒中村生雄はこれらの学説を整理

は動物を神に食べてもらうこと︑いわば﹁神のものを神にもどす﹂

したうえで︑中国式の供犠には貴重な動物の破壊︑すなわち﹁人闘

という供犠の伝統があったのではないかという︑注目すべき見解を

れる過程の背後にも︑かかる宇宙的生命の源泉としての首長像を︑

︷30一

提起している︒蹟罪や破壊よりも︑神にη食べてもらうLという理
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みLと謝辞を述べており︑やはり﹁報恩﹂という概念を介して︑生

に苦を離れしめたまふが故に︑汝の恩を忘れず︑今宵に報ずらくの

困窮状態にある仲間や動物への互助を通して社会の平準化をはか

いう闘題は︑本稿の後段で﹁苦しむ死者の救済しのテーマに関連し

者の優位性が確保されている︒この生者−死者間の主導権の移動と

天皇へと二兀化する動きが読みとれるであろう︒

ろうとする﹁互酬性の倫理1ーアニミズムの倫理﹂は︑すでにこの世

返りとなり︑長いタイムスパンの中では最終的に果報に繋がるとい

持たざる者への無償の施しが︑やがては自己の困窮時における見

て詳述する︒

から姿を消した死者の領域にまで拡張される︒﹃霊異記﹄上二一は︑

人や獣に踏まれていた鵠駿を気遣ったことによる報恩謂である︒元
で野ざらしになつていた鵠鰹を木の上に置いてやったところ︑同年

がれている︒困窮時の救済をもたらす積徳行為として︑﹃霊異記﹄

う感覚は︑善悪の行為に対する﹁応報﹂という論理の中にも受け継

興寺の沙門で宇治橘の架橋者としても知られる道登が︑奈良山の沢
の大晦日の夕刻に来訪者があり︑それが鰯駿の主であった︒男は道

いのは︑ここでは怨念を抱いて死んだはずの骸骨の主が︑危険な怨

謝され歓待を受けた︑という内容である︒取り急ぎ指摘しておきた

という事実が発覚し︑これを機縁に道登は故人の母親から大いに感

単なる思想の形象や脱俗的信仰の対象としてよりも︑それ自身︑超

る実践である︒笥霊異記﹄においては︑仏像・経典・僧のいずれもが︑

読経︑写経︑造仏︑仏者への布施など︑いわば三宝への帰依とされ

において特に強調されているのは︑先に挙げた動物の放生とともに︑

＾望

登を生前の実家へ案内するが︑そこで男は兄によって殺されたのだ

霊とは見なされていない︑という点である︒

はそのいずれをも包含する複雑な感情が向けられる︑というのが真

議論は︑初期の人類学的宗教研究の論点のひとつであったが︑今日
︵聾
ではこうした進化主義的議論は無効とされている︒おそらく死者に

二一二は︑中ニハなどとともに︑いずれも過去世での善悪二様の因が

マのひとっであり︑事例をあげれば邊がない︒たとえば︑下二二・

時における救済因になったとする筋立ては︑門霊異記﹄のメインテー

＾艶

相であろう︒とはいえ︑種々の側面は歴史的・杜会的コンテキスト

よって処罰を受けるが︑下二二では生前に法華経の写経をしていた

罪福の果となったという話で︑前世での悪事を働いた者が閻羅王に

ことが︑また三二では大般若経の写経の行為が︑悪報を相殺する功

夙に指摘されている︒こうした仏像・経典・僧への積徳行為が困窮

に応じて様々に抑制され︑あるいは増幅される︒﹁互酬性の倫理﹂

死霊の脅威的側面と慈恵的側面のいずれが原初的であるかという

常的な力を発揮する霊威的存在として受けとめられていたことは︑

を維持し機能させるうえでは︑死者の心情︑とりわけその遺念余執
は︑相応の対応を要するものとして受けとめられる潜在力をもって

徳と見なされている︒

貸して利潤を得る際に︑二つの秤を使い分けていた行為︑三二では︑

闇羅王によって悪事と見なされたのは︑二二では銭や稲を他人に

いた︒﹃霊異記﹄においても様々な側面が指摘されるとはいえ︑死

者は総じて生者による世話や介護を待ち望む弱々しい存在として描
けに
かれる傾向が強い︒この上二一でも︑鰯骸の主は遣登に対して﹁見
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釈されている点に注目したい︒ここでの﹁怨﹂を敵対者の意︑ある
一饗
いは単なる抽象的言辞と解することもできようが︑背後にはやはり

一族の守護のために建てた氏寺の財物を不正に流用した行為であっ

は︑ある意味では必要悪とも見なされ得る行為であろう︒﹃霊異記﹄

た︒集権的な国家建設の進む都市社会の生存競争を生き抜くために

対して︑実は娘と悪鬼との聞には前世の個人的な怨念の糸が絡んで

たところ何の答もない娘が無惨に殺害されるという理不尽な結末に

いたのだ︑とする解釈は︑多くの人々の共感を誘ったと思われる︒

何らかの情緒的葛藤が暗示されていたと見るべきであろう︒一見し

きる新興申層民に対して︑仏教を内面における信仰としてよりも︑

もとより建前としては︑人を鬼に化するほどの怨念そのものが正当

を主体的に語り継いだ私度僧・民間伝道僧たちは︑過酷な現実に生

それはまた︑敢えて無償の施しを行なうことで︑必然的に犯さざる

まずは写経︑造仏︑喜捨などの具体的実践として提示したのである︒

を与えたとすれば︑娘の無惨な結末も当然の報いであったことにな

化されているわけではない︒しかし︑前世においてそれほどの怨念

る︒そこには︑悪鬼が悪鬼とならざるをえなかった事態を承認し︑

を得ない現世の罪業から免除され︑将来の危機に備えるという︑中
ていえば︑原初的な﹁互酬性の倫理﹂を支えてきた互助の感覚は︑

いていたにちがいない︒この説話の裏には︑怨念の働きに共感し︑

二世をかけてその怨念を晴らしたことを共感的に納得する心性も働

層民の切実な期待に応えるものでもあったろう︒本稿の視点に寄せ

できる︒

動物や死者の怨念を恐れて︑ある程度まで誠意をもってその要求

その潜在力に期待する民衆感覚が生きている︒

仏教の因果応報の論理の中に巧みに包摂されていったと見ることが

はじめに指摘したように︑﹁互酬性の倫理﹂においては︑共住す

の原動力になっていたとすれば︑﹁放生﹂﹁報恩﹂﹁応報しなどの理

に耳を傾けることが﹁互酬性の倫理﹇アニミズムの倫理﹂のひとつ

る場の平準化を達成するために︑﹁妬み﹂﹁怨念﹂などの情緒が積極

的な役割を果たした︒死霊や動物霊をも含めた他者の発する怨念に

念による再解釈は︑動物や死者の側︑すなわち霊の側に想定されて

あった︒門続日本紀﹄文武四年三月の条には︑道昭が唐からの帰路︑

リトリーを往来する人間に対して︑相応の互酬を要求する神でも

昔話の浦島へと結実する民間伝承では︑亀は海神︵竜宮神一の使い︑
一聾
ないしはその直接の化身と見なされていた︒海神はまた︑白らのテ

の根底には亀を神的存在と見る信仰があったことは明らかである︒

申三三は︑大和国の村に佳む金持ちの一人娘が︑男に化けた悪鬼と

対する鋭敏な感受性は︑﹃霊異記﹄の説話からも窺うことができる︒

や

いた主導権を︑生きている人問の側へと大きく移行させるもので

あ

あったといえる︒上七の亀の報恩謹に話を戻せば︑このモティーフ
こ

結婚し︑初夜の行為に乗じて食い殺されたという猟奇的な説話とし

あた

て知られている︒事件の真相をめぐって人々は﹁神怪なり﹂﹁鬼映
かへすかへ
なり﹂と語り合ったとされるが︑景戒といわれる説話編者は﹁覆

す思ふに︑猶し是れ過去の怨ならむ︒斯れも亦奇異しき事なり﹂
とまとめている︒堀一郎はこの結語を︑すべてを因果の理で説き伏
一饗
せようとする本書の意図が顕れた例として注目している︒確かにそ
の通りではあろうが︑前世からの因果がなお﹁怨﹂に結びつけて解
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には陰陽師の関与が示唆されているが︑おそらく同乗者の圧力にも

竜王が欲して船を止めたという話が記されている︒道昭は仕方なく

な べ
玄装三蔵より拝受し︑病気治しの霊力をもっていた大切な錨子を︑

民にとっては︑時代を生き抜く主体的な力を獲得する最初の一歩で

つつ︑急速な杜会変化に適応しうる新たな救済世界を希求する中層

かなかった︒それはまた︑景戒に代表される私度僧の説教を受容し

いう﹁恩﹂に対して︑身をもってその生命を救うという﹁報恩﹂し

関係は︑大枠においては継承されつつも︑その中心的な力は換骨奪

もあったろう︒﹁互酬性の倫理Hアニミズムの倫理﹂を支える互助

その鐘子を海中に投棄することで︑竜王の機嫌を回復させた︒ここ

屈したのであろう︒史実としての真偽はともかくとして︑後に法相

なく︑人間と同格の共住者︑ないしは人間をも超える力を秘めた神々
一讐
と見なす感性が生きていたのである︒

礼と見られていたといえる︒ここではまだ︑動物を単なる動物では

生という積徳に対する応報ではなく︑むしろ神に対する敬意への返

かけている︒換言すれば︑彼の出世の原因は単なる動物の報恩や放

せられている︒このとき大津父は狼に向かって﹁汝是貴神しと呼び

れになって格闘している二匹の狼を仲裁し︑その命を救った話が載

的に見るならば︑伝統杜会が徐々に後退し︑近代産業社会の価値観

る︑という批判は当然提起しうるであろう︒しかし︑きわめて大局

放され﹁怨念しは抑圧されるという︒この二分法的な把握はあまり

程度まで黙認・解放されるのに対して︑近代杜会では㍗貧欲﹂が解

ズム的な社会ではη貧欲Lが厳しく抑えられ︑﹁怨念しはかなりの

の対立を関係づけて理論を展開している︒すなわち︑前者のアニミ

代社会の倫理﹂との対比において把握し︑ここにη貧欲Lと﹁怨念﹂

先にも触れたように︑シュナイダーは﹁アニミズムの倫理﹂を﹁近

貧欲の否定

とすれば︑門霊異記﹄上七において︑これを﹁報恩しという概念

が強まるにつれて︑貧欲ないしは人間の欲望全般に対する評価が︑

四

胎されるかたちで︑仏教的論理の中に包摂されていったのである︒

宗第一伝と称された高僧の徳をもってしても︑海神の要求には従わ
ざるを得なかったとされている点が興味深い︒

榊日本書紀﹄欽明天皇の条では︑秦大津父という者が天皇の寵愛

によって括ることは︑大きな意味をもっていたといえる︒それは基

極度に否定的なものから肯定的なものへと移行してきたという一般

を受けるという果報の原因として︑伊勢からの帰路の山中で血まみ

本的に︑動物や死者に認められていた主導権を︑生者の側へと奪い
﹁恩しという身分序列の前提を暗示させる概念の適用は︑大亀から

る貧欲は重大な悪徳と見なされる︒これに対して︑生産力が上昇し︑

力が強い社会では︑欲望は危険視され︑とりわけ他人の財物を欲す

論は︑依然として妥当であろう︒財の総量が限定され︑集団の規制

にも単純であり︑様々な歴史的・文化的な変異や曲折を無視してい

取り︑人間的主体の優位を確立していくプロセスであったといえる︒

祥の媒介者へと︑さらには︑人間よりも劣位に立つ単なる動物の地

財物に限らず地位・名誉・異性などの獲得に自由競争原理が導入さ

海神や神仙のイメージを剥ぎ取り︑せいぜい為政者の徳を称える瑞
位へと賭める効果を持っていた︒亀に残された道は︑仏者の放生と
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なるのである︵﹁もっと貧欲に働け﹂﹁もっと貧欲に勉強せよ﹂等々一︒

に由来するものと見なされ︑場合によっては奨励される価値にさえ

れる社会では︑貧欲は︑生存競争を生き抜く人間の本源性や白然性

となり︑その業因を中和するには︑私に秘匿された財を社会に再放

透を見せるなかで︑少なくとも僧侶にとって私的蓄財の行為は悪因

て諦経を為し︑善を修し︑福を贈ったとある︒貨幣経済が一定の浸

う︒しかし︑ここで弟子たちは師僧の滅罪のために︑その銭によっ

寄宿する僧が銭を私富として蓄える例も珍しくはなかったのであろ

外された私度僧たちであり︑また︑これらに進んで耳を傾けたであ

他人に恵むことをせず︑酒に水を混ぜて売ったり︑出挙の貸付と徴

また下二六は︑讃岐国美貴郡の大領︵郡長一の妻が貧欲な性格で︑

出することが必要だ︑という感覚が保持されていたことは興味深い︒

＾型

再三述べているように︑珂霊異記﹄所載の説話類を説き聞かせた

ろうと予想されるのは︑共同体的な伝統に縛られた零細農民ではな

石一

主体は︑国家仏教の周縁部にいた民間伝遭僧や︑僧尼令体制から疎

く︑すでに一定の市場経済の流入のなかで富や権力の浮沈を競い合

て多くの人を苦しめた罪によって︑死後七日目に生き返って牛に

なったという話である︒先の中三八とは異なり︑四九日以前の転生

収に大きさの異なる升を用い︑あるいは十倍百倍もの利息を要求し

であったため︑死後の生まれ変わりではなく現報として扱われてい

う︑律令国家の都市中層民や在地首長層などであった︒従って︑そ
存と︑屈折した価値の混乱が映し出されている︒一般論としていえ

るが︑いずれにせよ︑在地首長層の過度の貧欲が悪業として厳しく

こには貧欲の意味や社会的公正の基準に関しても︑多様な評価の並

は随所に見られ︑その多くは因果応報の論理のなかで解釈されてい

ば︑﹁互酬性の倫理﹂の基盤を構成している貧欲の抑制という要素

指弾されているのである︒

まず中三八は︑聖武天皇の御代に奈良の都の馬庭という山寺に住

沸かすための薪を一束盗んだために︑牛に転生して使役された話で

れるものが目立つ︒上二〇は︑恵勝という延興寺の沙門が寺の湯を

貧欲の規制は特に中三八のように︑寺の財物の流用に絡めて説か

る︒たとえば中三八は樫貧により大蛇となった話︑下二六は同じく

みついていた一人の僧が︑銭三十貫を密かに部屋に隠し持ち︑その

ある︒たとえ薪一束であっても寺の財物を流用することの罪悪性が

樫貧により牛となった語である︒

執着のため死後に大蛇に生まれ変わったとする話である︒この説語

強調され︑恵勝の応報を信じない人々のために︑観音菩薩の化身ま

でもが動員されている︒逆に言えば︑財物の集積の進む都市寺院に

には七々日以後の転生︑蛇の邪悪視など注目すべきモティーフが多

おいて︑住僧による公私混同が頻発していた事実を物語るものでも

あろう︒中九では︑武蔵国多摩郡の大領の大伴赤麻呂という者が︑

いが︑特にここでは︑銭を私有財産として秘匿するという行為が︑
ふけ
﹁銭に貧り隠すに因りて﹂という表現によって罪悪視されている

点に注目したい︒当時の銭は信用度も低く︑奈良時代を通して貨幣

自ら建てた寺の財物を勝手に借用し︑返済しないまま死んだために

牛に転生したとされ︑中三二では︑紀伊国名草郡の物部麿という者

価値は下落の一途を辿ったとされるが︑一方では大安寺の如く大量
一珊︶
の銭を資本に金融活動に乗り出す寺院もあり︑本語のように山寺に
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が︑寺の利殖用の酒を借用したまま返済せずに死んだために︑やは

転換期にあって競合する様々な家族観の葛藤の実態を映し出してい

話は︑律令体制下の新たな秩序形成の一翼を担うとともに︑時代の

上三二では︑母を虐待した臆保は︑周顕の者たちの非難叱責によっ

ると見ることができる︒

り牛に生まれ変わって酷使されたとある︒

貧欲を否定する説話で︑もうひとつ注目されるのは︑親不孝のテー

て狂気の淵に追い込まれていったことが示唆されている︒母親の嘆

マに関連したものである︒事例としては上三二・二四に限られるが︑

ともに市場経済の急速な浸透に曝された都市申層民や在地首長層に

野を放浪し︑髪を振り乱し身体中傷だらけで走り回るという自暴自

取り出すと庭の中で焼き払ってしまう︒さらに︑家を飛び出すと山

きに責められた騰保は︑無言のまま裏の部屡に入り︑出挙の証文を

を掛け売りしたが︑貧乏な母親は代価の支払いができなかった︒礪

おいて︑親族規範が混乱し流動化している状況が示されている︒ま
みやす
ず上三二では︑大和国添上郡の通称晴保という男が︑実の母親に稲

彼は﹁学生に類せる人﹂で︑﹁往に書伝を学ぶれど．も︑其の母を養

は生活不能となり︑瞭保自身は身を寄せる場もなく餓死したとある︒

はず﹂とあるから︑かなりのインテリであったのだろう︒あたかも

棄的な行動に出た︒やがて白宅から出火して倉も家屋も焼け︑家族

奈良朝遷都以前の話として︑一人の女が実母に孝養を尽くさなかっ

近代小説のテーマを妨佛とさせる母子葛藤の心理ドラマには︑一方

保は怒って母を責め立て土下座させたりしたが︑これが罪業となり︑

たために悪死の報いを得た︑というものである︒あるとき女の実母

半ば狂気のなかで悪死したという結末になっている︒また二四は︑

が斎食の飯を乞うたところ︑この女は家長一夫一と自分たちの分

で儒教道徳の理念を身につけながら︑他方で過酷な交換経済の現実

いえぎみ

以外には余裕はないとして断ったとされ︑これが親不幸として糾弾

社会を生き抜かなければならなかった︑当時の新興中層民の苦悩を

これらの例にも見られるように︑﹃霊異記﹄における貧欲の否定

当時の家族制度については︑強固な父権は未だ存在せず︑双系的

という主題は︑すでに一貫性を欠くものになっている︒今日の言葉

読みとることができる︒

されているのである︒

いる︒吉田孝によれば︑日本の律令制の形成は︑家父長制を基礎と

性格が強く︑父子別産も珍しくはなかったという見解も提示されて

で言えば﹁公平性﹂㍗平等性Lの基準そのものが混乱し︑動揺して

長層や上層農民以外の一般零細農民の家族は︑この時代にあっても︑

かでは︑兄の殺人の罪は取り立てて非難されてはいない︒しかし︑

み忌んで弟を殺して銀を奪った︑というものであった︒説話のな

鵠駿の主は兄に殺されたことが発覚するが︑その殺害の経緯は︑兄
うらや
弟二人が交易に出て弟が銀四十斤ほどを得た際に︑兄がこれを妬

いるのである︒前節に見た上二一では︑元興寺の道登に助けられた

した唐律令をモデルとして︑新たな家族秩序の形成をめざすもので

依然として旧来の共同体的人倫関係のなかに強く包摂されていたと

あり︑その中心となったのは︑父母への孝養を核とする尊卑長幼の
一坐
別の確立であったとされる︒しかしながら︑それと同時に︑在地首

考えられる︒かかる観点からすれば︑親孝行を説く門霊異記﹄の説
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ているのである︒中三二でも︑寺から酒二斗を弁済せずに死んだ物

て所得格差が生じるのは当然だとする︑暗黙の経済倫理が承認され

弟といえども明確な私有の観念が確立し︑各々の器量と実力によっ

いささかの同情も向けられていないことは明らかである︒すでに兄

寺の財物の流用や親不孝といった仏教的・儒教的理念であった︒し

めをかける道を模索していたといえる︒歯止めの論拠となったのは︑

新たな時代の価値原理を受容しつつ︑他方では︑そこに一定の歯止

理の浸透を前にして︑門霊異記﹄の語り手と聞き手たちは︑一方で

いえば︑親子兄弟の絆をも断ち切らざるをえない普遍主義的経済原

貧欲を戒め否定しているかに見える糀霊異記嶋説話の背後には︑

部麿は︑牛となって八年間使役されることになっており︑現在五年

かし︑その基底にあって常に原初的な平等杜会への郷愁を呼び覚ま

このように一種の逆転一矛盾した倫理観の併存が指摘される︒逆に

を過ぎたところなので︑まだ三年残っていると述べられている︒実

である︒

していたのは︑あの﹁互酬性の倫理﹂ではなかったかと思われるの

仏僧の徳によって真相が暴かれ︑兄は母親の信頼をも失ったという

際に八年を過ぎると牛は姿を消したとあり︑応報の内実にまで貸借

結末を見れば︑商売に有能な弟に対して無能な兄が抱いた怨念に︑

計算の数量化が持ち込まれている︒

一以下︑﹁五 怨念の馴化﹂﹁六 苦しむ死者の救済﹂﹁七

結び

怨念の

密かに盗んだ親一上一〇では父親︑中一五では母親一が︑その罪に

にかえて﹂は︑本稿の︵下一として﹃筑波大学・哲学思想論集﹄第

切り捨て﹂﹁八 互助関係の遮断﹂﹁九 貧欲の正当化﹂﹁十

ところで︑上一〇︑中一五は︑家長として繁栄する子供の財物を
よって牛に転生した話である︒ある意味で︑これは先に見た親不孝

二二号に掲載の予定である︒一

を非難する説話とは矛盾・逆転した内容になっている︒結末では家
主である息子の慈悲によって許されるとはいえ︑息子の財物を無断
使用した親の罪は︑厳然たる罪として容赦されない︒ここでもまた︑

﹃新編日本古典文学全集﹄第一〇巻︑小学館︑一九九五︑を基

一−一本稿で依拠した﹃霊異記﹄のテキストは︑中田祝夫校注・訳

家父長制確立以前の父子別産の家族形態の特徴を示唆することは可

な市場経済の交換原則である︒親子兄弟といえども︑それぞれの経

岩波書店︑一九六七︑を適宜参照した︒

本として︑遠藤嘉基・春日和男校注﹃日本古典文学大系﹄七〇︑

大学出版会︑一九八四︑二一二〇i二三六頁を参照︒ここでは互

一2一サーリンズ︑M・D︵山内烈訳︶﹃石器時代の経済学﹄法政

酬性の理念類型として︑一方の極に﹁一般化された互酬性﹂︑

している︑場の平準化を目的とした状況主義的な﹁互酬性の倫理﹂
とは︑明らかに異なる普遍圭義的原則に依拠している︒

商取引の基本を逸脱した過度の貧欲である︒それは︑本稿で間題に

い︒非難されるのは︑あくまでも升の不正使用や法外な利息など︑

済的力量に応じて獲得した財物は︑妄りに融通することは許されな

能であろう︒しかし︑本話に貫かれている価値原理は︑むしろ新た

註
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の各氏から多くの教示を得た︒

？蟹ω∴⑩器一

他方の極に﹁否定的互酬性﹂が措定され︑中閥点として﹁均衡

旨〜撃ω身

のとれた互酬性﹂が選かれている一本訳書ではη互酬性Lでば

○×叶oa

署山墨︐竈O．

oooo邑oσ・メ

穿ωξω

︵5︶O弩けF声甲俸オユσq黒ζ箏Hμρ①αJ勺宛○ζ薫＞×オ同ω岡印

れた互酬性﹂とは︑連帯性の極を示し︑惜しみなく与える援助

OO邑O罵P＆﹂忍冨一婁ω9庄aOζ竃α︸8邑睾句印ま訂向害O−

一6一ω島罵幕・二弩p︒︑︒つ耳ま§α津ω胃岸o︷o畳け昌竃︑．

︐

なく﹁相互性﹂の訳語が周いられている一︒ここで﹁一般化さ

た︑中間点を示す﹁均衡のとれた互酬性﹂とは︑受け取った財

潟竃CつOo艮く㌔ユ冒90自C己く睾ω身？窃ωL竃〇一署−署1・︒H．

の線にそって行なわれる愛他主義的な互換活動を意味する︒ま

物の慣行的な等価物が遅滞なく返報される直接的な交換を意味

柳太郎編﹃現代の人類学！・生態人類学﹄至文堂︑一九八三︑
など︒

一ヱこれについては特に︑掛谷誠q妬み﹄の生態人類学し大塚

一8一句oω奪uρξ︑︒箏⑭＞竃叶oξo︷穿︷＞︒︒け・身巨ω葛σoξ

する︒さらに﹁否定的互酬性﹂とは︑非社交的な極を示し︑値
なわれる互換活動を意味するという︒

切り︑横領など︑純粋に功利主義的な利益をめざして公然と行

︵3︶ ﹁即時的利得システムの社会︵一ωoo茸雲ぎ蟹ぎ蟹＆一凹亭奉

︵9︶個々の著作を挙げれば際限がないが︑特に堀一郎︑五来重︑

固Φプ陣く︷o﹃︑︑一〇自︹﹃⑲箏叶＞箏叶プhoり〇一〇①q＜

同じ狩猟採集杜会でも︑後者では有名なポトラッチに見るよう

ま艘α巴ξ＆−箒旨；ξω忍舅一﹂に対立するカテゴリーである︒

一10一中井真孝門日本古代の仏教と民衆﹄評論社︑一九七三︒

から大きな示唆を受けた︒

竹田聴洲︑高取正男︑宮田登︑佐々木宏幹などの各氏の諸研究

H⑩べN．

9ヨ貨箒婁一﹂とは︑食料の長期貯蔵を伴わない︑いわば﹁そ

に︑贈答慣行が威信の争奪戦に利用されるのに対し︑前者では

展・生産様式や階級構造の様態︑等々との関わりにおいて捉え

一u一本稿は︑人々の世界観や倫理観を︑生産力の向上・分業の進

Hω1N一

の臼暮らししの社会で︑﹁遅延的利得システムの社会一ωo落幕ω

富や権力や地位の差異が発生することを抑制しようとする﹁平

掛谷誠 編 ﹃ ヒ ト の 白 然 誌 ﹄ 平 凡 社 ︑ 一 九 九 一 ︒

斐閣出版︑一九八七︑同﹁平等主義の進化史的考察﹂田中二郎・

するものではない︒

より︑前者の研究視点に一定の意義や有効性があることを否定

衆における仏教受容の意味を考えようとするものである︒もと

づけや意味形成の様態に焦点を合わせ︑宗教的主体としての民

れらの世界観や倫理観を担う人々の内面における︑宗教的動機

る経済史的︑社会史的研究を志すものではなく︑あくまでもこ

等社会﹂が志向されるという︒オOO夢毒P富罵ω一︑︑漂昌叶萱竃
ωoa①箒ω︑．一ζ竃一竃峯ωΦユ窃一賞．ω一畠o0N．

なお︑こうした問題視角や研究動向に関しては︑田申二郎︑掛

→一市川光雄﹁ヒトの社会﹂黒田末寿他﹃人類の起源と進化﹄有

谷誠︵京都大学一丹野正一弘前大学一佐藤俊一筑波大学一など
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一14一入部正純﹃日本霊異記の思想﹄法蔵館︑一九八八︒

の南都仏教の政治力学に強く巻き込まれていたという︒

景戒は﹁法相﹂対j二論L︑﹁法相﹂対﹁華厳しといった︑当時

﹃歴史学研究﹄五〇〇号︑一九八二︑など参照︒志田によれば︑

雄山閣︑一九七五︑真中幹夫﹁﹃日本霊異記﹄の歴史的性格﹂

九九〇︑志田誇一﹁日本霊異記と景戒㌧ーヨ本霊異記とその社会﹄

永田文昌堂︑一九八O︑同叩日本霊異記研究﹄永田文昌堂︑一

一13一朝枝善照﹁平城・嵯峨期の仏教政策し門平安初期仏教史研究﹄

を用いている︒

ように︑景戒白身は﹁私度僧﹂ではなく﹁白度の沙弥﹂等の語

本文学史﹄第一巻古代︑岩波書店︑一九五八︑参照︒知られる

四一〇頁︒さらに︑益田勝実﹁古代説話文学﹂﹃岩波講座・日

一12一中田祝夫﹁解説し﹃新編日本古典文学全集﹄第一〇巻一前掲一︑

ある︒

る︒本稿もまた︑そうした展望に基づく探索の試みのひとつで

留意しつつ︑様々な視角からの解明が必要であろうと考えてい

底を貫く重要な特性であり︑時代的︑文化的なコンテキストに

この動態構造は日本に限らず︑世界各地の民俗・民衆宗教の基

目してきた一拙著﹃民俗宗教と救ど淡交社︑一九九二︑など一︒

構造︑いわば㍗切りつつ結び︑縞びつつ切るしという動態に着

た﹁祓いと供養﹂㍗排除と和解L﹁切ると結ぶ﹂の複合動態的な

巫者信仰などの調査研究を進めるなかで︑その救済技法に顕れ

しにすぎないとの批判もあるかもしれない︒筆者は現代の民間

るものであろう︒ある意味では︑そうした先学の構想の焼き直

−日本神話の思想史的研究﹄以文社︑一九七二一などと重な

護の信仰Lへの転換に着目する視点一湯浅泰雄門神々の誕生

﹃仏教思想4・恩﹄平楽寺書店︑一九七九︒

一18一石田瑞麿﹁日本文学に現われた恩の思想﹂仏教思想研究会編

異記の世界﹄三弥井書店︑一九八二︒

一15一 ﹁仏教土着期の文学P口本霊異記ヒ黒沢幸三他編珊日本霊

異記関係説話表﹂によると︑この上七縁には︑今昔物語集巻九

一！9︶

第十三話︑宇治拾遺物語巻十三第四話をはじめとして︑一九も

門新編日本古典文学全集﹄第一〇巻一前掲︶付録の﹁日本霊

にはこの新興中層民を射程に遺くもので︑鎌倉期以降に間題に

一16︶従って︑本稿で間題にする民問受容の﹁民間﹂とは︑具体的

の関係説話が挙げられている︒

文庫・社会思想社︑一九六七︑一二二−一五四頁︒

なるような一般の零細農民層までをも含むものではない︒

︵2ユ︶同書

︵20一ベネディクト︑ルース︑一長谷州松治訳一﹃菊と刀﹄現代教養

える﹁日本のカミの両面具有性﹂などとして捉えられてきた課

の緊張関係︑特に﹁祀り上げ﹂と﹁祀り棄て﹂の論理転換を支
題群一宮田登﹁神と仏し門日本民俗文化大系﹄第四巻︑小学館︑

一23一仏教における恩の思想は四恩説などとして体系化されたが︑

︵22一山折哲雄㍗恩し﹃世界大百科事典﹄第四巻︑平凡社︑一九八八︒

一17一かかる視点は︑従来︑日本における在来の神祇信仰と仏教と

一九八三︑の序文︑二二頁参照一︑あるいは思想史的︑歴史心

一一九頁︒

理学的視点に立って︑原初的な﹁畏怖の信仰しから仏教的なη加
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よって一般化している点に着目した申村恭子は︑業や輪廻を支

︵27︶

一24一いずれも﹃続日本紀﹄による︒

和雄﹁四恩説の成立﹂門仏教思想4・恩﹄一前掲一を参照︒

の身分秩序を支える関係が強調されていったといえよう︒岡部

が︑総じていえば︑父母恩︑国王恩︑師長恩などのように︑縦

との繋がりに恩恵を認める感覚も生き続けていたと見られる

子短期大学紀要﹄三号︑一九七六︒

文堂︑一九六七︑竹澤勉﹁﹃殺生禁断﹄考一一︶﹂門PL学園女

︵28一佐伯有清門牛と古代人の生活﹄第四章﹁牛殺しの世界﹂︑至

七一︒

指摘している︵﹃霊異の世界−日本霊異記﹄筑摩書房︑一九六

ちで︑生きとし生けるものすべての連帯感が見出されることを

える仏教的世界観の基盤そのものに︑﹁一切衆生﹂というかた

門霊異記﹄が仏教の様々な理念を︑宇宙化されたイメージに

りの平等性を示唆する関係も含まれていた︒そこには天地万物

九世紀以降に一般化した説では︑﹁衆生の恩しのように︑かな

紀研究﹄二四〇︑一九八五︒野尻はここで︑初期の詔勅におい

︵25一たとえば︑野尻靖﹁律令制支配と放生・殺生禁断﹂門続日本

命力の充溢を意図した積極的行為が︑厳しい国家管理による禁

一30一中村生雄﹁動物供犠の日本的形態−古代中国との連続と差

九八四︑二六−三四頁︒

権と即位儀礼﹂判日本古代の王権と祭祀﹄東京大学出版会︑一

対外関係の研究﹄吉川弘文館︑一九七八︑井上光貞﹁古代の王

令へと変質していった点が注目される︒

異をいとぐちにして﹂静岡県立大学国際関係学部編﹃新しき世

一29一たとえば︑栗原朋信﹁犠牲礼についての一考察﹂同上代日本

︵26︶宇佐の八幡神は養老年間の隼人征討に加担した後︑﹁合戦之

界秩序を求めて﹄︑一九九六︒

の語に変わることを指摘している︒本稿の観点から見れば︑生

間︑多く殺生を致す︒宜しく放生を修すべし﹂と託宣を下した

て﹁放生﹂とされていたものが︑天平期頃を境に﹁殺生禁断﹂

とされている一中野幡能同八番言卯史の研究﹄吉川弘文館︑一

η解説L三七一−三七四頁︒

一3ユ︶平凡社﹁東洋文庫﹂版﹃風土記﹄一九六九︑の吉野裕による

戻り︑供応を受けるとされていた︒

︵32︶死者の魂祭りの日である︒当時は︑この日に冥界から死者が

する仏教法会であり︑一般には神仏習合の初期事例として扱わ

九七五︶︒この放生会は﹃金光明経﹄﹁流水長者子品﹂を典拠と

ニミズムの倫理﹂に結びついた生命循環の感覚を窺うことがで

れるが︑こうした託宣の背後にも︑在来の﹁互酬性の倫理1ーア

教人類学﹄新曜社︑一九九四︒

一33一拙論㍗死をめぐる観念と習俗L佐々木宏幹・村武精一編﹃宗

一34一入部正純門日本霊異記の思想﹄一前掲一五八頁︒中村生雄﹁仏

きる︒大畑正一は︑すでに仏教受容以前のわが国の遺習に放生
などに注目している︵η古代における放生とその説話﹂﹃生江義

像の発生！初期仏教のく聖なるかたちV㌧カミとヒトの精神史﹄

的な慣行が見られたとして︑葬礼の期問に殺生を忌避する慣習
男先生還暦記念歴史論集﹄同刊行会︑一九七八一︒

仏教の民聞受容と「互酬性の倫理」
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正統と異端i門日本霊異記﹄に見る霊力信仰の世界﹂片野達

人文書院︑一九八八︒華園聰麿﹁日本古代の仏教信仰をめぐる
郎編﹃正統と異端﹄角川書店︑一九九一︑など︒
信仰史の研究︵一︶﹄東京創元社︑一九五五︑二二九頁︒

一35一堀一郎﹁日本霊異記に於ける民間仏教の形態﹂﹃我が国民間

因果︑岩波書店︑一九九四︑三三頁︒

一36︶出雲路修﹁日本霊異記﹂門岩波講座・日本文学と仏教﹄第二巻・

にある仙都の住人一亀比売一の化身とされ︑神仙思想の背景が

一37一 ﹃釈日本紀﹄の引く﹁丹後国風土記逸文﹂では︑亀は蓬莱山

見られる︒

に描かれるのに対して︑地祇系の神は動物形︑それも多くは蛇

一38一松前健によれば︑一般に記紀神語では︑天神系の神は人態的

とか熊のような畏怖すべき存在として描かれる傾向があるとい
う︒珂講座日本の古代信仰﹄第二巻・神々の誕生︑学生社︑一
九七九年︑の﹁序説﹂︒
︵39︶鬼頭清明﹃日本古代都市論序説﹄法政大学出版局︑一九七七︑

五二頁︑一六六頁︒

禁止事項がある︒

︵4C︶すでに僧尼令には︑僧尼が﹁私に園宅財物を蓄へ﹂ることの

一九七七︑四〇八−四一一頁︒

一4ユ︶堀一郎﹁同日本霊異記﹄の文化性﹂﹃著作集﹄第一巻︑未来社︑

波書店︑一九・七六︑参照︒

一42一吉田孝﹁律令制と村落﹂刊岩波講座・日本歴史﹄第三巻︑岩

一いけがみ・よしまさ 筑波大学哲学・思想学系助教授一
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