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マンダラとマリア十五玄義図の類似性 

―ユングの元型論を手がかりに― 

  

                           髙 橋  勝 幸  

            

１、はじめに 

 先に「宗教間対話の可能性～西田幾多郎の場所論を要石として～」と題して、西田哲学の

「絶対無の場所」を基軸としてキリスト教の「聖霊論」の重層性と日本的・仏教的な「顕と

冥の世界観」の階層性の類似した重なりがあることを示してきた1)。これらを踏まえて、 

「マンダラ」と「マリア十五玄義図」はその形式・構成の類似性を見て行きたい 2)。 

「数珠」は仏教の世界では見えない仏の世界を「曼荼羅図」を絵解きの形で解り易く説明

し「念仏」あるいは「真言」を唱え、その回数を数えるための信心用具として用いられてき

た。「ロザリオ」も「マリア十五玄義図」のように聖母マリアの眼（心）を通して神なる御

子イエス・キリストの事跡を黙想し、祈祷の回数を繰って行く。「念仏」・「マンダラ」あ

るいは「ロザリオの祈り」・「マリア十五玄義図」等は個別の研究が進み新たな説明を必要

としない。これらの根源をユングの「集合的無意識」に求めるのが本稿である。 

数珠も頭に「数」が入るが、ロザリオも「コンタツ」とも言い、contar はスペイン語で

「数える」意味がある。言語においても両者は「数える」と言う類似性がある。ロザリオの

祈りも念仏も衆生の簡単・明瞭な信心行として広く民衆の中に普及してきた3)。文字の読み

書きも難しい民衆には単純な信心行は当然のこととして受け入れられる。 

この両者の歴史は非常に古く、相互に影響し合うような重なりを主張する諸説はあっても

定かでなく不透明である。シルク・ロードを通ってユーラシア大陸全体から西アジア、エジ

プトも含めて、この広い世界を商人たちが行き交い、征服者たちが駆け巡った歴史的事実か

ら、影響は皆無とは言えないまでも、諸宗教においては夫々に独自の発展を遂げてきたと考

える。エジプト、インダス、メソポタミア、黄河等の文明のように非常に歴史が古く、相互

交流やまた宗教においても互いの影響も考えられる4)。 

 イスラムの数珠についてはイスラム教諸国の諸言語を用いるが、その意味は「神に栄光あ

れ」「神に讃えあれ」「神は偉大なり」で、夫々33回づつ99回を唱え、最後の100番目の細

長い珠と房飾りで一連を締めくくる。祈りの数を数えることにおいて類似性はある。 

               

２、キリスト教における「ロザリオの祈り」  
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 ロザリオは「薔薇の薗」の意であるが、カトリックの15世紀以来の伝統的な「ロザリオ

の祈り」では聖書に基づく救い主イエス・キリストの事跡をその母マリアの眼差しを通して、

喜び、苦しみ、栄えの玄義（秘儀）を黙想して行く。単純に「マリア賛歌（Ave Maria）」

を繰返し唱えて行く。茨木市の山間で発見された「マリア十五玄義図」は、「マンダラ」の

ようにこの玄義を唱えて行く。一玄義で「天使祝詞」を10回唱え、五玄義で一環となる。

三環150回の「Ave Maria」を唱えるのが、「ロザリオの祈り」である。この信心行は、聖

書（福音書）記述のイエス・キリストの誕生の次第から公生活を第一環（喜びの玄義）とし

て五玄義を、受難と十字架上の死を第二環（苦しみの玄義）として五玄義を、復活と昇天・

聖霊降臨・聖母マリアの被昇天を第三環（栄えの玄義）として五玄義を唱える。キリストの

生涯の事跡を、聖書の語句と「マリア十五玄義図」に従って黙想し、より深くキリストに倣

い、父なる神に賛美と感謝を捧げることに意義がある。教皇ヨハネ・パウロⅡ世は、三環十

五玄義に加えて2002年、新しい千年紀の聖性の養成の一つとして「ロザリオの祈り」を位

置づけ、キリストの公生活の五つの秘儀（玄義）を第四環として加えた5)。         

大阪府茨木市千堤寺にある「キリシタン資料館 ６)」の「マリア十五玄義図」（複製）は

インドを経由してきたイエズス会宣教師の指導（コレジョなどの芸術科目）の成果によって

日本人の手で描かれたものである。天正１１年（1583）にイタリア人画家ジョバンニ・ニ

コラオが来日し、油彩画、テンペラ画、銅版画などの技術指導がなされ、コレジョで学んだ

多くの日本人絵師を輩出したと言われる。原田家本・東家本の「マリア十五玄義図」も同じ

日本人絵師のものと推測される。イタリア・ボローニャの教会祭壇壁画は、構図においては、 

当時のヨーロッパ・ルネサンス期の影響が認められる。 

ジョバンニがインドを経由して来たとはいえ明朝鎖国のため中国入国は不可能であった。

仏教とは論争の状態にあり、「ロザリオ」はヨーロッパから持って来たものであり、その祈

りの方法も16世紀には定まっているもので、日本の仏教からの影響はなかったと解せる。

類似性は後述のユングの「元型論（島々論）」に依拠することになる。 

その「ロザリオの祈り」の「マリア十五玄義図」を、当時の民衆への説明として解り易く

するために、狩野派の日本人絵師によって描かれたものを巡回して来る宣教師が持ち歩き、

村人に絵解きの形式で説明していたものとされる。「マリア十五玄義図」はほぼ原型を留め

ていた茨木市下音羽の原田氏宅のもので現在京都大学総合博物館にある。「キリスト教禁止

令」（1614年）後の穿鑿・弾圧・迫害が厳しくなり、持ち歩きが困難になって、主なキリ 

シタン農家に預けていったものと推測される。したがって、この段階での「マリア十五玄義

図」と仏教の「マンダラ」との接点はなく、日本においては相互にその影響はなかった。

「ロザリオの祈り」の、その「天使祝詞Ave Maria」を、ただ唱えるだけでなく、一連10回、

一環５０回の珠が「ロザリオ」であり、その回数を記録することが必要 になってくる。ロ

ザリオはそれを数える目的から使用される信心用具となる。  
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３、仏教における「念仏」 

仏教においても「念仏」は「南無阿弥陀仏」六文字を口に唱える口称の意に用いられるの

が一般的である。他には浄土教以前に「真言を唱える」と記されているが、各種の「真言」

があり、一般的に耳にするのは「般若心経」の終りの文であろう。「羯諦羯諦、波羅羯諦」

は、おまじないのように使われている。「念仏」についても諸説があるが、『仏教辞典』に

よると、「仏を念ずること。念仏は一般に仏道修行の基本的行法の一つとされるが、これに

理法としての仏を念ずる法身の念仏と、仏の功徳や仏の相を心に思い浮かべて見る観想の念

仏と、仏の名を口に称える称名の念仏とがある」7)。「念仏」は、秘められた仏の教えに近

づくためであるが、キリスト教の「ロザリオ」と同じように、その回数を数えるために「数

珠」が用いられる。「数珠」の数は108の煩悩を消す目的から同数が「数珠」になる。その

「数珠」の歴史もバラモン教に描かれており、非常に古く「ロザリオ」と同じように諸説が

あって定かでなく、宗派によって少しずつ形式が異なってくる 8)。また、密教の「マンダ 

ラ」は、その歴史は古代にまで遡り、非常に古く地域やルートによっても複雑で異なる。西

アジアのシルク・ロードに沿った各地域で発見される洞窟壁画の「曼荼羅図」や彫られた仏

像の歴史は、「マンダラ」の基本は似ていても、地域によって、その民族の歴史や文化の背

景によっても異なった表現になってくる。「マンダラ」は、インドからシルク・ロードに沿

ってガンダーラへのルートから、中国、朝鮮、日本など仏教の浸透した地域に広く分布して

いる。最も原型を留めていると言われるチベットやモンゴルなどに広まったラマ仏教では数

珠を誰もが持ち歩いていたようである。異なる歴史・ルートを取りながらも、「マンダラ」

の形式・本質は似通っている。「数珠」は、すでにバラモン教に描かれ、キリスト教におい

ても「ロザリオ」のように「珠」を結ぶものはエジプト起源説にもある 9）。 

                       

４、衆生の求める安寧                              

 衆生の求める安寧の心は、何時の時代・社会においても民族・文化を超えても変るもので

はない。常に安寧を求め、現世の幸せ（御利益）を希求することは誰においても同じであろ

う。この衆生の祈願がキリスト教の「ロザリオの祈り」・「マリア十五玄義図」となり、仏

教の「念仏」・「曼荼羅図」となって視覚に訴えて理解させようとしたものと考えられる。

したがって、「ロザリオの祈り」も「念仏」と数珠の使用目的も、「仏教」と「キリスト 

教」と伝統的な世界宗教として教義、儀式、思考方法において異なるように見えても、衆生

のために単純化・易化して神の世界・仏の世界に接する方法においては、見えない神秘の世

界に祈願するものであり、類似したものになってくる。何時の時代・社会・民族・言語・諸

文化を超えて、真理の道は消えることなく続いていることを示している。 

本稿では、イエズス会によってキリシタン時代に日本にもたらされ、コレジョで学んだ日

本人絵師の手によって描かれた「マリア十五玄義図」と、一般に知られている仏教における

「曼荼羅図」との類似性に焦点を当ててきた。中国入国は1582年のマテオ・リッチまで待 
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たねばならなかった。したがって、「ロザリオ」の珠も「マリア十五玄義図」の構想も日本

人絵師の手に由るとしてもこの段階での仏教からの影響はなく、純粋にヨーロッパから、特

にスペイン・ポルトガル経由のものが日本に齎らされたものと言える。          

  

日本における仏教の「曼荼羅図」は、真言密教を伝えた空海にまで遡るが、キリスト教と

の接点は、一説には当時中国に入っていた異端とされてローマを追われたネストリウス派キ

リスト教（景教）に由来するとする説もある。確かに中国に景教は教会を建てていたことは

知られている 10）。「密の日について」は、ユダヤ暦（陰暦）の安息日からとする説もあ 

り、全く影響はないと言えないまでも、表面的には明らかに仏教とキリスト教の暦には旧暦

（陰暦）と新暦（陽暦）の差異があり、同類のものとは出来ない。 

 

５、カール・Ｇ・ユングの分析心理学の「島々論＝群島論」と宗教学  

これまで、ヨーロッパ思想が絶対普遍なものとして論じられ、東洋的なものは非科学的・

非論理的なもの、迷信・淫祀邪教、呪術的として無視され軽視されてきたが、カール・G・

ユング11)（以後ユングと記す）の分析心理学を宗教学に当てはめることにより、島々論 

（群島論）によって、全く交流のない文明にありながらも太古からある原初的な宗教12) 世 

界にも陽の目が当たることになる。欧米絶対の思想が崩されてくることになる。 

先述の西田哲学の場所論理解の助けになるという意味でも、ユング分析心理学の無意識の

世界の解明は「見えない世界」の解釈に有効であった。ユングの元型論（島々論）13)、共

時性を基底に置いて諸宗教間対話の共通項を探求して行くと、一休宗純禅師の道歌とされる

「分け登る 麓の道は多けれど 同じ高嶺の 月を見るかな」の逆バージョンであることが

分かってくる。仏教ばかりでなく、日本の神道、神話や伝統行事も同列に扱われることにな 

り、数千年の歴史に生きているものの中にある「真理」が見直されてくる。 

仏教とキリスト教の歴史的転回は異なっているように、お互いに別々の文明、伝統文化を

経て来たことは衆知の事実である。仏教とキリスト教は、宗教的にも、伝統的にも、文化的

にも異なる道を歩みながらも、その人知の境界（地平・根底）を超えた神秘の世界の表現に

は仏教の「曼荼羅」とキリスト教の「マリア十五玄義図」のように構図や祈りの方法におい

て類似性が見られることの説明になる。その類似性の論拠は色々と説明され、考えられてき

たものであるが、筆者はユングの共時性・元型論の無意識の世界、特に「集合的（普遍的）

無意識」（「根源的いのち」あるいは「絶対無の場所」、または「阿頼耶識・阿摩羅識」）

を根底に据えて考えることによって、その説明が容易になることに着目した。 

 

（a ) ユング心理学の無意識の構造について 

ユングはフロイトの考えた無意識のさらに深いところに「集合的無意識」の世界が存在す

ると考えた。この普遍の無意識の世界は、時代・社会を超えて共有して居り、西田の「場所
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論」にも繋がり、対話の土俵を提供してくれる。フロイトの心の構造は、イド（無意識）か

ら発せられた情動が超自我によって審査され、社会的に不適切と判断されると修正を加えら

れた形で意識の領域に表れる。この際、超自我による検閲で、無意識の領域に抑圧される欲

望や感情も出てくる。結果的に、これが集まって無意識の領域が形成されたという考え方で

あった。このユングの心の構造を次の三つに分けて考える。 

① 普段の生活の中で自覚出来ている意識の領域を「顕在意識」と呼び、目に見える形の 

「島々（群島）」に例えられる（ユング著『元型論』320頁）。しかしユングは、目に見え 

ない領域が「無意識」であるが、この「無意識」の領域を「個人的無意識」とさらに奥にあ

る普遍的な「集合的無意識」に分けて考えた。 

② 「個人的無意識」は「潜在意識」とも呼ぶが、実際には誕生からそれまで五感や様々 

な方法を通して得てきた情報が眠っている「無意識」には広大な範囲の（潜在）意識がある。

島々の下の海の中に潜って見ると、島々はその下にさらに大きな土地を持っていることが見

て取れる。個人的無意識は、元々は意識の中にあったもので、それらが忘れられたり、意識

することを拒否されたりした結果として集まってきたものとされる。 

③ 「集合的無意識」は、さらにその奥に個々人の意識だけに限らない、その集団や社会 

に属する人達の意識を凌ぐ領域があるとする。島々は一番下（海底）で他の島と結び合さっ

ています。神秘的自己探求では、この「集団的無意識」の場で、様々な人が繋がり、色々な

情報をやり取りしているとする。ユングは「集合的無意識」を、民族や国境を超えて、人類

に普遍的なものとして古くから受け継がれてきているとする。時代、社会を超えて、この

「集合的無意識」を共有しているお蔭で、他者と気持ちを通じ合せることができるとする。

「対話」の土俵は、この共通項（元型）の深層があることを認めなければ成立しない。西田 

哲学の場所論も「行ずること」の基本があって始めて理解できるものとなる。 

 

（ｂ）カール・Ｇ・ユングの「島々論」について                    

 表題に「ユングの元型論を手がかりに」としたが「マンダラとマリア十五玄義図の類似

性」の概略を更に一歩を進め、現代の深層心理学（分析心理学）から、その類似性の根源を

捉えてきた。この本質的な類似性を、ユングの分析心理学の共時性・元型論（島々論）を範

として論究するのが本稿である。既述の「集合的無意識」を「マンダラ」、「マリア十五玄

義図」に当てはめて見て行くと、その原初的な次元（元型論）においては変らないものがあ

ることが分かる。「秘儀」の部分、「冥」の世界は誰にも分からない。密教では「マンダ 

ラ」で示し、キリスト教では「マリア十五玄義図」として示すことになる。 

その行き着くところの根源を捉えるなら、ユングはクレイマー（患者）の診察に当って

「夢分析」で無意識の領域を捉えているが、クレイマーの夢と原初的な宗教において、「マ

ンダラ」のような同じイメージが湧いてくることをユングは発見する。それは、諸大陸に分

かれていて、古代から全く交流がないにも関わらず、人間の生存の本能のような見えないエ
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ネルギ―が働いていることを指し、同じような「神話」、「伝説」、「宗教儀礼」が存在す

ることを示す。これまでの欧米の近代思想では、東洋的なものを軽視してきたにも拘らず、

原初的なものは現在までも生き続けている事実は残る。ユングは、この事実を普遍的な「集

合的無意識」の領域があることで説明してきた。人間の思考には限界があること。この思考

の最大限の発露がこの「マンダラ」の形を取るようになったとする。まさにユングの「集合 

的（普遍的）無意識」の言わんとするところである。 

 このユングの元型論「島々論」は、時代も、社会も、文化も違うはずなのに、「神話」や

「伝説」、「宗教行事」においては全く行き交うことのない地域にありながらも、同じよう

な題材が取り扱われていることが根拠になっている14 )。 

 

（ｃ）カール・Ｇ・ユングとマンダラについて 

マンダラが「自己の中心」「人格の全体」を表していることにユングは気付く。ユングの

提唱したマンダラは、太古の昔から人類の中に生き続けているもので「集合的無意識」と深

い繋がりが出てくる。 

 ユングは苦難のナチ時代、その時の自分の内的状態に相応しいと思われる小さな円と四角

の図形を描いていたが、それがチベット仏教の瞑想道具の曼荼羅と似ていたことで「マンダ

ラ」と名付けた。精神的に安定している時には綺麗な円を描けるが、不安定な日はいびつな

円になる。ある時ユングは、自分の描いた円と東洋で瞑想の道具として使われている「曼荼

羅」との間の類似点を見出した。「マンダラ」とはサンスクリット語で「円」を意味し、理

想的な精神状態を表す象徴として使われるもので、自分の中の対立する様々な感情を統合す

る意味もある。ユングは東洋哲学を研究し、中国や西洋の錬金術にも出会う。 

ユング心理学の「集合的無意識」では、人の心の中に普遍的にあるイメージパターン（元

型）が存在していると考える。例えば、ふっくらした体系の女性を象った土偶などに母親的

なものを感じるのは、母親元型が働くからで、同様に、厳しく教え諭してくれる賢者のイメ

ージは、父親元型の表れとなる。「マンダラ」は、ユング心理学の宗教面の原点と言えるも

ので、無意識のなかの「集合的無意識」は、「真言密教の曼荼羅」とも「唯識思想の阿頼耶

識（阿摩羅識）」とも既述の「マリア十五玄義図」とも通底してくるものがある。 

ユングは、特にチベット仏教の砂曼荼羅に興味を持っていたようである。上田閑照は全集

第九巻『虚空/世界』の「場所と曼荼羅」310頁では「キリスト教の聖霊論」に類似する記述

もあるが、むしろ、西谷啓治著作集第10巻『宗教とは何か』47・48頁の内容はユングの分 

析心理学を彷彿させ、西田の「絶対無の場所」もユングの「集合的無意識」もマンダラにお

いて結び付きが認められる。 

 

６、ユングの分析心理学と諸宗教間対話  

北米宗教学のエリアーデらは、エラノスでこのユングの影響を受けて『宗教の歴史 
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History of Religion』を著している 15）。まさにこの本論の「マリア十五玄義図」と「マン

ダラ」の類似性の説明に資するものである。ヨーロッパの伝統やしがらみに縛られないアメ

リカという地域で成し遂げられたものであろう。この柔軟な発想こそ「二十一世紀に開かれ

た宗教学」と言えるのではないか 16)。ユングの分析心理学の「集合的無意識」の世界は、 

東西両思想の対立を超えたところにあることが見えてくる 17) 。             

湯浅泰雄は「東洋と西洋の文化伝統の相違をこえて、両者を統合的に理解するための入り 

口が見出されている」（『ユング心理学と現代の危機』18頁）として、21世紀の思想・宗 

教学の先駆けとなることで、エラノス会議とその主導的役割を果したユングの元型論（島々

論）を高く評価している。 

ユングの元型論（島々論）、共時性を基底に置いて諸宗教間対話の共通項を探求して行く

と、先に述べた一休宗純禅師（和尚）の道歌の逆バージョンであることがユングの元型論 

「集合的（普遍的）無意識」によって分かってくる。 

仏教とキリスト教の歴史的転回は異なっているように、お互いに別々の文明、伝統文化を

経て来たことは衆知の事実である。仏教とキリスト教は、宗教的にも、伝統的にも、文化的

にも異なる道を歩みながらも、その人知の境界（地平・奥底）を超えた神秘の世界の表現に

は密教（仏教）の「マンダラ」とキリスト教の「マリア十五玄義図」のように構図や祈りの

方法において類似性が見られることの説明になる。 

 その類似性の論拠は色々と説明され、考えられてきたものであるが、筆者はユングの共時

性・元型論の無意識の世界、特に「集合的（普遍的）無意識」（「根源的いのち」あるいは

「絶対無の場所」、キリスト教の「聖霊論」または仏教の「阿頼耶識」（「阿摩羅識」）・

「縁起説」・「如来蔵思想＝仏性」・「顕と冥の世界観」）を根底に据えて考えることによ

って、その説明が容易になることに着目したものである。諸宗教が、己の伝統に、教義に固

執することなく、さらに一歩真理に近付く努力をすれば、真理の道は開かれてくることを申

し述べたい。本論は、これらを踏まえた上で、キリスト教の「ロザリオとマリア十五玄義

図」と密教（仏教）の「数珠とマンダラ」の類似性を見て行くことによって、21世紀に相

応しい「仏教とキリスト教の邂逅の道」を示すものである。その根本精神に於いてユング主

導のエラノス会議の果たした役割は大きいと思う。ユングとエラノス会議などは、今日の宗 

教間対話の先駆けであり、暁の星の役割を果していたと言える。 

 

７、結びとして                    

したがって、原始宗教も伝統宗教も含めた「諸宗教」の深淵には、共通する「何ものをも

超えた」普遍の真理が、西田哲学の語を使うなら「於いてある場所」（「絶対無の場所」）

が脈々と流れていることが見えてくる。西田哲学が「統一作用」とする無心の、目に見えな

いダイナミズムが、時代、社会、民族、風土を超えてあるものが認識できるようになった。 
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「マリア十五玄義図」と「曼荼羅図」もその祈祷の用具として用いられた「ロザリオ」や

「数珠」も、全く別々の文化的起源・歴史を持ち、別々のルートを取っているにもかかわら

ず類似性が認められることを、ユングの分析心理学（深層心理学）に依拠するならば、その

共時性・元型論から「集合的（普遍的）無意識」の領域として説明が可能になる。 

これまで難解とされた西田哲学の「絶対無の場所」もキリスト教の「聖霊論」も唯識論の

「阿頼耶識（阿摩羅識）」・「縁起説」・「如来蔵思想＝仏性」も見えない世界の説明とし

て共通のものが出てくるが、ユングの「集合的無意識」の島々論を用いるなら、その深層に

おいても理解を深められる。脈々と時代・社会を超えて働くエネルギー、見えない世界の 

「元型」を捉えることによって、キリシタン時代から続く「適応主義」も、宗教間対話の基

軸となる諸宗教の求める「真理」も理解し易くなる。多くの研究者が先行研究で模索してき

たものと同じ視点（論拠）にあると言える18)。 

 キリシタン時代のイエズス会日本巡察師ヴァリニャーノの取った「適応主義布教方針」も

第二ヴァチカン公会議の精神の先取りであったが、フランシスコ教皇も同じように『霊操』

に基づく「霊動弁別」によって、「神の意志（御旨）」を忠実に読み取り、最も必要なもの

を掴み取り、実行することが使命となってくる。その時代、社会、場所に最も適った方法を

取る事。これまでの古い皮袋を脱ぎ棄て、新しい時代の新しい「皮袋」（マタイ９章１節）

が要請され、21世紀の宗教の取るべき方針も明らかにされて来る。第二ヴァチカン公会議 

の精神が動き出し、宗教間対話の進展が期待できる 19）。 

最後に、ユングに対する批判の中に、ユングがこの「宗教性」に傾いたことを対象にされ

る場合が多いが、神秘の世界を説明する方法として、ユングの分析心理学の無意識の領域、

特に「集合的（普遍的）無意識」の領域の説明は最も有効であった。エリアーデによって、

ヨーロッパの思想・キリスト教を一つの島（大陸）に例えられ、数ある島々の中の一つとさ

れたことは画期的な発想であった。ヨーロッパの歴史・伝統は否定されるのではなく、むし

ろその偉大さは尊重されるが、その思想が絶対普遍なものではなくなり、数ある島（宗教）

の一つとされると、当然の事として、伝統宗教、教義宗教、儀式宗教を己が宗教の本質と考

える保守的な教条主義の学者は危惧を持ち反論が起ってくることは否めないが、今日の宗教

状況において、古い皮袋のままでは衰退の道しかないことは明白であろう。これらの批判に

答えて行くことが今後の課題となってくる 20 )。 

 

 

註 

1）拙稿「宗教間対話の可能性―西田幾多郎の場所論を要石として―」『アジア・キリスト

教・多元性』電子ジャーナル第 12 号（京都大学）、67～69 頁。西田の場所論はユング心理学に

よってさらに深められる。 

2）キリスト教（カトリック）の「マリア十五玄義図」と仏教の「曼荼羅」。「曼荼羅」につい
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ては、「密教において修法を行う時の壇またはそれに用いる仏画の一種。サンスクリット語のマ

ンダ・ラの音写で、本質、すべてを持つものを意味し、漢訳は総持である。（『明解仏教事典』

永畑恭典編 本の友社 1988年） 

3)「ロザリオ」と「数珠」について野呂芳男は『キリスト教と民衆仏教―十字架と蓮華』（日

本基督教団出版局 1991年）66頁でW・C・スミスの引用からロザリオ、数珠の起源をヒンズー

教から説明している。 

4) 上記スミスの論も含めて、メソポタミアの『ギルメガシュ叙事詩』（月本昭男翻訳 ちくま

学芸文庫1996年）にも『旧約聖書』「創世記」（新共同訳）より1500年も古い時代なのに「洪

水伝説」が認められることで、その影響を挙げる意見もある。また『旧約聖書』「コヘレトの言

葉」には（仏教的な）「空」が説明されている。これらのことは、どのような交流があったのか

不思議なことであろうが、通底するものも認められる。 

5）『新カトリック大事典』第４巻「ロザリオ」1450頁 参照。 

6）「キリシタン遺物資料館」は大阪府茨木市千堤寺の旧高山右近領にあり、右近の明石転封、

伴天連追放令（1587年）で追放、1614年のキリスト教禁止令で国外追放後も秘かに信仰を守り

続け、1919（大正８）年に寺山（クルス山）でキリシタン墓碑が発見され、翌年に東氏宅の天

井裏に隠されていた「あけずの櫃」と近隣の農家が所持していたものを集めて、1987年に茨木

市によって開館された。特に有名なものでは、日本史の教科書にもあるフランシスコ・ザビエル

像（神戸・兵庫県立博物館蔵）は、当館に隣接する東家の「あけずの櫃」から発見された。また、

近隣の中谷氏宅で発見された「どちりなきりしたん」（東大資料編纂所蔵）は、世界に四冊しか

現存しないものであった。 

7）『新版 仏教辞典』法蔵館1996年「念仏」の項参照。 

8）キリシタン遺物に関連して、高槻市内高山右近遺跡の教会・修道院跡とされる旧商工会議所

跡で（現野見神社向い側）のマンション建設に伴う発掘調査で棺に十字の印のあるものが多数見

付かった。その中に多数の珠玉も出てきた。ロザリオの珠であろうとされるが、珠数が多く数珠

ではとの意見もあるが一致はしていない。ただ、キリスト教でもキリシタン時代にもロザリオの

祈りが一般的であったことと仏教でも珠数を数える道具としたことだけははっきりする。 

9）1945年、エジプト・ナイル河上流ナグ・ハマディで発見された文書。コプト語で書かれた写

本には『トマス福音書』等も含まれる。写本の多くはグノーシス主義に関するもので、聖書正典

でない文書のため、地中に隠蔽されたものであろう。2006年に日本語に訳された『ユダの福音

書』も1978年にエジプト中部の洞窟で発見されていた。同じく、グノーシス主義が異端とされ

たため、隠蔽されたものであろう。ロザリオのエジプト起源説にも関連する。極端な例として、

十二使徒の一人トマスがインドに向ったことを取り上げ、その時に「ロザリオ」を伝えたとする

一部のキリスト教の「ロザリオ」信奉者説もあるが、エジプトの修道院起源説であっても、初期

教会の時代に「ロザリオ」そのものがあったものか。厳格に世俗を離れた砂漠や島嶼、山間の修

道院の伝統あるギリシア正教会の中に、新たな手掛かりが期待される。 



アジア・キリスト教・多元性 

136 

今日の「曼荼羅図」の形になるまでの歴史的・芸術的背景は取り扱わない。 

10）景教は、ネストリウス派が431年のエフェソス公会議で異端とされ西アジア、唐に伝播した。

中国と高野山に記念碑に景教の教義や中国伝来の歴史を記したものがある。密教に影響を与えて

いるとする説もある。一説に、高野山暦にはエジプトの暦の影響があり、「密」の日はユダヤ教

の「安息日」ではないかと論じたものもあった。 

11）カール・グスタフ・ユング（1875～1961）スイスの精神病理学者。分析心理学者。1948年、

スイス・チューリヒにユング研究所を設立し、ユング派心理学の基礎と伝統を確立した。1933

年から51年までの19年間、アスコナでのエラノス会議において主導的役割を演じる。深層心理

学、神話学、宗教学、哲学など多様な分野の専門家、思想家の学際的交流と研究の場を開いた。

M・エリアーデ、H・リード、鈴木大拙らと親交があった。 

12）「原初的宗教」の語は、これまでの宗教学では、未開地の宗教を軽蔑して使われていたが、

ユングの分析心理学を始め、エリアーデ等の宗教学では古代から生きている「真理」を認めるこ

とであり、集合的無意識（元型）の中に古来から諸民族の根底を流れている「普遍の真理」を指

すもので、必ずしも軽視したものではない。 

13）ユングの「集合的無意識」を論じた著作は『元型論』（林道義訳 紀伊国屋書店 1999 年）

であろう。160 頁と 320 頁に「島のモチーフ、島々、群島」の言葉が使われている。北米シカ

ゴ学派のエリアーデなどの宗教学で使われる「島々論」の論拠となったものであろう。『エリア

ーデ日記上』によると「西洋哲学神学は普遍的ではなく、西洋という地域に属する地方的

Provincial な哲学・神学である」とあり、ユングの分析心理学の影響が考えられる。 

14）今道友信は『国際化の中の言葉と文化』（池田・大場編著 成文堂2011年）「30文化的戦

慄」の中で「今地球上で約6000の言語があって、その内の３分の２の言語は瀕死の状態なのだ

そうです。……4000の言語が20世紀のうちに滅びるかも知れない。…… 一つの言語の死は一つ

の神話の死につながります」と述べる。 

15）北米宗教学の「島々論」は既に一般化していた。ユングとの接点がエラノス会議にあった

ことが分る。シカゴジャ―ナルのエリアーデ論文「宗教史学と『民衆』文化“History of Religion 

and “Popular” Culturas” に「キリスト教世界（農民の「宇宙キリスト教」）の全歴史はその場

所を所持すべきです。……ヨーロッパの宗教的な作品（彼らの全体でとられる）は連続性を少な

くとも新石器時代の遺産で例示します。そして、この新石器時代の遺産がまた地方のアジア、ア

フリカと南アメリカで生きていることを、我々は常に心にとめておかなければなりません」とあ

る。 

16）エラノスはギリシァ語の円卓に由来し、毎年スイスのアスコナの別荘で開かれた会議。設

立初期から本質的にユングの思想と学説が大きな流れを主導する。ユングの神話の元型概念がエ

ラノスの基礎理論となっている。 

17）前掲拙稿「宗教間対話の可能性―西田幾多郎の場所論を要石としてー」参照。上田閑照は

「場所と曼荼羅」に於いて西田哲学の場所論と曼荼羅の結び付きを示し、本論の求める「東西思
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想の邂逅の道」を裏付けるものとなっている。 

18）高田信良は、龍谷大学仏教文化研究所・2007年度個人研究「＜仏教とキリスト教＞・対話

的関心の諸相―その歴史的諸形態を概観する―」において、戦後の「仏教とキリスト教」の

著作群を網羅的に挙げている。 

19）ポール・バレリー著南條俊二訳『教皇フランシスコの挑戦』（春秋社2014年）参照。2014

年12月24日付の朝日新聞夕刊に「「バチカンに１５の病」陰口・虚飾……法王が批判」の見出

しで法王庁の問題点を厳しく批判している。 

20）予想される批判は、ユングの「集合的無意識」或は西田哲学の「絶対無の場所」等は、そ

れぞれの伝統宗教の教義に照らすと、その宗教の独自性が失われることへの懸念であろう。しか

し、聖書は「自分たちの父にはアブラハムがあるなどと、心の中で思ってもみるな。おまえたち

に言っておく、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子を起すことができるのだ」（マタ

イ三章9節）。また「天地は過ぎ去る。しかし、わたしの言葉は過ぎ去ることはない」（マタイ

二四章35節）とある。すなわち、神の真理の道は一つしかない。すべてを破壊されても神の真

理は永遠に残る。時代から取り残されたような制度や教義は地上の人間によって作られたもので

あり、神の意志を離れたものに固執することはないのではないか。神自から、新しい道を示され

る。その神の意志を「行」によって忠実に読み取るイグナチオの『霊操』に基づく「霊動弁別」

を祈り（瞑想）によって真理は常に示されてくると言えよう。真の自己・真実の生き方を学ぶ必

要があろう。つまりはパラダイムの転換が必要である。聖書ルカ福音書第５章36～39節に「新

しい着物」、「新しい皮袋」の例え。また「あなたがたは、わたしが律法や預言者の教えを廃す

るため来たと思ってはならない。廃止するためではなく、成就するために来たのである」（マタ

イ五章17節）。禅も同じことを言っているが、この真の自己・真実の生き方は「わたしは、道

であり、真理であり、命です」（ヨハネ十四章６節）の中にある。 
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