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はじめに

1．研究の対象と時代設定

　4世紀頃、朝鮮半島に高句麗、百済、新羅の三国が鼎立して、三国時代 1） に入った。新羅は高

句麗・百済より相対的に遅れて古代国家体制を完成した。成立した当初、新羅はすでに困難を極

めた立場に置かれていた。北部からは高句麗の南進があり、百済は西から新羅を圧迫した｡ こう

して新羅は何度か危急存亡の秋に立った。しかし、新羅は国難を切り抜けて、さらに国力を高め、

遂に 7世紀中頃に朝鮮半島を統一することに成功した。この新羅で活躍した花郎 2） が本稿の研究

対象である。

　花郎という名称には二重の意味が含まれている。三国時代に新羅で盛んに行われた青年集会お

よびその組織の指導者のことを指す。上級貴族の子息から性行の正しい美少年が花郎として選ば

れた。彼らのもとに多くの青年が郎徒となって集まり、一緒に集団生活をしていた。

　花郎は第 24代真興王（在位：540～576）以後、第 31代神文王（在位：681～692）に至るまで

の百年余りの間、その活動がもっとも盛んであった。この時代は新羅の半島統一の偉業が進めら

れた時期で、三国抗争の最も激化した時代である。新羅の華々しい歴史を作り上げるために、命

を国に捧げた忠烈の花郎の数も決して少なくなかった。しかし、統一後には太平の世が続き、国

民の生活態度も安逸に流れ、花郎精神も弱まった。それ故に、本稿で扱うのは新羅が古代国家成

立の道を辿り、国号を新羅に定める第 22代智証麻立干 4年（503）から、統一新羅が官吏の養成

機関として国学という教育機関を置いた神文王 2年（682）にかけてのおよそ二百年間とする。

2．先行研究の紹介

　日本において、もっとも最初に花郎を取り上げて評価したのは今村鞆である。今村は昭和 3年

（1928）雑誌『朝鮮』に「新羅の花郎を論ず」という論文を掲載した。それは簡単な紹介をして

から自分の所見を論じたにすぎないが、花郎研究の先駆として注目すべきものである。その後、

朝鮮語研究の大家である鮎貝房之進が昭和 7年（1932）に、その著作『雑攷』の第四輯を「花郎

攷」と名付けて花郎研究に力を注いだ。鮎貝は主に朝鮮古文献の考証に基づき、花郎関係の語彙

の解釈に重点を置いた。また鮎貝の考えでは、花郎と郎徒が共に死友を約束することは同性愛即

ち男色が当時盛んに行われた証拠だと解釈された。その後、池内宏が論文「新羅人の武士的精神

について」（『史学雑誌』第 40編第 8号，1929）、「新羅の花郎について」（『東洋学報』第 24巻第

1号，1936）において、花郎の戦争における活躍を前提にしてその武士的精神を探究した。池内
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宏は美貌の男子を選んで化粧させ着飾るような非常識なことを行うはずがないと断定して、記事

を架空の創作と見なして明確に否定した。

　花郎研究に関して後学に多大な刺戟を与えたのは三品彰英である。三品は早い時期から花郎へ

の関心を示して、昭和 4年（1929）京都帝国大学大学院在学中に「新羅の奇俗花郎制度に就い

て ― 新羅社会史の研究」を研究報告として提出した。それは『歴史と地理』に掲載されて、そ

の研究の出発点となった。三品彰英は昭和 18年（1943）に旧稿を取りまとめ、それとともに新

しい資料を添えて、力作『新羅花郎の研究』を出版した。同書において花郎の源流を原始時代韓

族の男子集会に求め、花郎は土着の原始信仰と新しく輸入された仏教、道教の信仰と習合された

ものだと解釈した。

　諸氏は綿密な分析を加えて、貴重な研究成果を収めたが、当時の条件に制限されたので、いま

振り返って考察すれば、多少の疑問点を含んでいて、やや肯定し得ない部分もあると考えられる。

　その後、上田正昭は『古代の日本と渡来の文化』（1997）、田村圓澄は『古代東アジアの国家と

仏教』（2002）の中で花郎の弥勒信仰を重視し、花郎と八幡宮との関係について論じた。

　上述のほかに、花郎に関する論文が各学術誌に散見される。特に注目に値するのは福士慈稔の

研究であった。福士は『印度学仏教学研究』に「円光の世俗の五戒と花郎集団について」（第 37

巻第 2号，1989）、「『花郎世紀』に見られる新羅仏教事情」（第 40巻第 2号，1992）、「新羅の仏

教公認と受容形態に関する一考察」（第 41巻第 2号，1993）、「『花郎世紀』における諸問題」（第

43巻第 1号，1994）など一連の文章を発表し、新羅仏教研究の立場から花郎について論述を進

めた。

　韓国では朝鮮戦争に際して、李承晩大統領が青年の愛国心が必要であると考え、当時の陸軍本

部の政訓監で、のちに精神文化研究院長となった歴史学者李瑄根に、韓国史から青年文化の遺産

を発掘するように指示した。これに従って李瑄根は『花郎道研究』（1954）を出版し、卓越した

花郎精神を称賛した。これによれば、開化期の独立党と独立協会運動、東学と天道教、3.1独立

運動など韓国近代史に起こった重大な事件がすべて花郎精神の発露と見なされた。それを契機と

して花郎は一夜にして韓国史で最も偉大な青年文化の遺産として注目されるようになった 3）。興

味深いのはそれに引き続き、1954年 3月に金凡父の『花郎外史』が出版されたことである。実

は金凡父は日本植民地統治から独立した韓国国民に精神的・思想的教養のために適切な国民読本

を作成するという考えから、1948年に新羅の花郎の説話を著述した『花郎外史』の原稿を完成

したが、出版する機会に恵まれなかった。1954年に、当時の海軍政訓監である金鍵の周旋で

『花郎外史』は朝鮮戦争を終えた兵士の教養読本として世に送り出された。初刊序文において金

鍵は、「韓国では尚武の精神が悠久な伝統を受けて、特有な形態と内容を保っている。このよう

な強い民族魂が国軍建設の基盤になっている。輝かしい歴史の中で、新羅の花郎道は一番典型的

な存在である」と絶賛した。

　花郎の政治利用は新羅の故地、慶尚道出身の朴正熙（在任：1963～1979）政権下に引き継がれ

た。その結果、花郎は武士団だったという神話は韓国ではすっかり定着した。「花郎部隊」は韓

社会システム研究　第21号　2018年 3月122



国陸軍の精鋭であり、「花郎台」は韓国陸軍士官学校の別称となり、韓国の武功勲章の四等級は

「花郎武功勲章」と名づけられた。こうして朴正熙大統領は軍事政権を維持するために、日本の

武士道を参照して、花郎の尚武精神と愛国心を過剰に強調した。これにともない、花郎について

の研究は盛んに行われた。学者たちが民俗、歴史、文化など多岐の面から花郎についての考察を

進め、比較的多くの成果を収めた。特に韓国哲学会が編集した『韓国哲学史』の中で、各々の論

点を調和させ、土着文化の面から花郎の源流と発展を把握し、花郎と檀君神話とを結びつけ、花

郎の政治的関心が檀君の「弘益人間」理念に根ざすという独特の主張をした。一括して言えば、

この当時までの韓国では、花郎は自国の風土が生み出した最高の青年文化だと賞賛を受けた。

　1989年に、久しく散逸していた『花郎世紀』が新発見されたことを契機として、花郎研究に

顕著な動向が示された。主な論文として、鄭在曛「新たに発見された花郎世紀にみる花郎史」

（1990）、李鐘学「円光法師と世俗五戒に関する新考察」（1990）、崔光植「新羅の花郎に関する新

考察」（1991）などが挙げられる。また『花郎世紀』発見後の花郎に関する論文を集めたものに

『新羅花郎研究』（1992）がある。

　現在では、金芝河、金泰昌、朴孟洙が『花郎外史』において称賛された「風流精神」に惹かれ

て、それに溢れる調和思想を高く評価して、花郎の風流精神が東学の思想と同じように、綿々と

して脈を絶やすことのない「ハン」思想の流れを受け継ぐと提唱している。

3．先行研究の問題点

　上の記述からもわかるように、韓国の学者は花郎の風流道に着目して、花郎の思想を新羅の思

想史乃至韓国思想の歴史全体の中に組み込もうという視座のもとに研究を展開してきた。例えば、

金哲埈（他）の『韓国文化史』や李基白の『新羅思想史研究』には花郎の思想についての論述が

含まれているが、各思想の交渉と習合の立場からの考察が少ない。日本では殆どの学者たちは文

献資料の考証および批判に重点を置き、その範囲において花郎の歴史と習俗を理解しようとして

おり、思想の側面から花郎の特徴を考察する学者が少ない。加えて、それらの学者も自分の立場

に立って、仏教若しくは道教など個別の側面から花郎の思想を検討したが、それをどのように体

系的に理解すればよいのか。その面についての検討は不十分であったと考える。

4．本稿の問題意識

　花郎が活躍する時代は朝鮮史の激動期であり、儒・道・仏などの外来宗教・思想が大陸の高度

な文化体系と共に半島に伝来した。当初それらの宗教・思想と土着の巫俗信仰との間に対立が起

こったが、次第に互いに歩み寄るようになり、同じ空間に存在して、共に花郎の思想形成に深い

影響を与えたと推測される。従って、花郎思想の特徴が本稿の関心事となる。花郎は多様な思想

を受け入れたが、結局のところ、どんな思想的位相を呈したのか。本稿は主にそれをめぐって検

討を試みる。

　朝鮮半島における外来宗教と土着信仰との対立と習合は、東アジア三国の思想を解明する重要
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なキーワードである。花郎の研究を、隣国との文化関係を解明する上での重要課題として、今後

の東アジア三国の比較研究に役立てたい。

第一節　花郎の成立と機能

1．歴史背景

　三国の中で、もっとも早く古代国家の形を整えたのが、鴨緑江中流地域の高句麗であり、次が

漢江流域の百済で、いちばん遅く興起したのが慶州平野の新羅である。国家的土台が成立するに

つれて、4世紀末から、儒・道・仏が先進的な文化意識として朝鮮半島に伝来した。新羅は半島

の東南端にあったため、大陸との交通が不便で、外国文化の受容が他の二国より遅れた。新羅は

主に高句麗を経由して、外来文化を受け入れたが、三国鼎立の抗争期には、新羅は高句麗と百済

とは異なって、社会の矛盾があまり現れず、儒・道・仏の影響を効果的に発揮して、結局めざま

しい発展を遂げた。その発展には花郎が重要な役目を果たした。

2．花郎の機能

　真興王代は前王法興王代（在位：514～540）と共に新羅が国家的に著しい発展を遂げた時代で

ある。領域の拡大だけでなく、国家社会の諸制度を初め、日常の生活規範に至るまで、大きな変

革が起きた。法興王 15年（528）に仏教が公的に受容され、儒教もまた新しい生活規範として重

きを加えた。こういうわけで、新羅人の精神生活の基準まで原始的なものから高度に文化的なも

のへと推移しつつあった 4）。

　花郎もまたこうした新時代に制定された特異な組織であった。だが、それは官制的組織ではな

いらしく、半ば民間的な組織であったものであると推定され、もしくは既に存在した組織が国家

的公認を受けたものと考えられている。その組織は、花郎集団ごとに貴族出身の花郎一人と、教

師として花郎を指導する僧侶若干名、貴族以下平民に至る数百人乃至千人以上の郎徒たちとして

構成された。自分の意志によって自発的に共同生活をしたが、修練期間は三年義務として心身を

鍛練した 5）。新羅が半島を統一するまでの間に、高句麗、百済、および日本との戦争に当たり、

花郎が絢爛たる活躍をした。斯多含、金庾信、丕寧子、驟徒兄弟、金歆運、素那父子、奚論父子

は代表的な人物であった。それ故、金大問は『花郎世紀』において「賢佐忠臣これより秀で、良

将勇卒これより生ず。花郎の史、知らざるべからざるなり」と言ったのである。

第二節　花郎における儒・道・仏・巫の影響

　新羅時代を代表する最高の知識人である崔致遠（858～没年不詳）の『鸞郎碑序文』には

わが国には玄妙な道があり、これを風流という。この教えを設けた源は『仙史』にくわしく
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述べてあるが、実にこれが三教を包含したもので、多くの民衆に接してこれを教化した。か

つ家にあっては父母に孝行をつくし、外に出でては国に忠誠をつくすというのが、魯の司寇

（孔子）の趣旨である。なにもしないことに安んじ、言葉に現れない教えを行うというのが、

周の柱史（老子）の宗旨である。もろもろの悪事はしないで、もろもろの善行だけを君命に

したがって行うというのが、竺乾太子（釈迦）の教化である。

と記されている。これは花郎思想研究の原点となる｡ 本章ではその考えに沿って、花郎における

儒・道・仏・巫の影響について詳細な考察を試みる。

1．儒教からの影響：忠義と武勇

1-1．教育的機能

　儒教の半島伝来は中国の文字文化の伝来と共に始まったと考えられる。「忠」「孝」のように一

個一個の文字構造に道徳が賦与され、共同体の倫理が漢字に凝縮される世界観自体が当時の半島

に多大な刺激を与えたと考えられる。三国が共に儒教に傾倒し、六芸を重んじて、為政者のため

に意図的な教育方法を提唱して、天性より生ずる自然の情念を習慣化することを図った。

　花郎集団は自然の中で体や心を鍛え、歌や舞いを楽しみ、弓や剣術を習い、道義を錬磨して、

後に新羅の古代国家の形成及び三国統一の偉業に中枢的な役割を果たした。このような花郎は儒

教の教育思想を受け入れて、有名な学問僧たとえば円光法師、融天師、月明師、忠談師、大炬和

尚などが指導者の役割を果たしたと考えられる。学問僧が教育の担い手であることを表明するの

は「世俗の五戒」である。花郎の思想を論じるとき、「世俗の五戒」との関連性を看過すること

はできない。

1-2．「世俗の五戒」について

　「世俗の五戒」というのは、『三国史記』列伝貴山条に記録されている 6）。貴山と箒項が 600

年に隋から帰国した円光法師に終身之誡の教示を求めた時 7）、法師は次のように語った。「仏戒

有菩薩戒、其別有十。若等為人臣子、恐不能堪。今有世俗五戒、一曰事君以忠、二曰事親以孝、

三曰交友以信、四曰臨戦無退、五曰殺生有択」。新羅の護国仏教の思想から成立した「世俗の五

戒」が直ちに花郎集団の指導理念となった。「世俗の五戒」については『涅槃経』の影響が窺わ

れるという見解があるが（福士慈稔：1988）、私見では、寧ろ儒教思想の傾向が著しい。「世俗の

五戒」は儒教の五常との精神的一致および思想的関連が指摘できるであろう 8）。

　世俗の五戒、特に「一曰事君以忠、三曰交友以信、四曰臨戦無退」を綿密に考察してみれば、

『礼記』所載の曾子の言説との内容上の酷似が容易に指摘できる（中島志郎：1990）。『礼記』祭

義第二十四に次の一段がある。「曾子曰く、身は父母の遺體なり。父母の遺體を行う、敢て敬せ

ざらんや。居處莊ならざるは孝に非ざるなり。君に事えて忠ならざるは孝に非ざるなり。官に莅

みて敬まざるは孝に非ざるなり。朋友信ならざるは孝に非ざるなり。戰陣勇無きは孝に非ざるな
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り。五の者遂げざれば、災親に及ぶ。敢て敬まざらんや」。これは曾子学派の思想的特色を表し、

「孝は徳之本なり」という考えがあり、徳目の根本に「孝」を捉えて仁に匹敵する根本原理とし

て尊敬したのである。それ故に、忠の源が孝であると説かれるようになった。孝経には「孝を

もって君に事うればすなわち忠なり」と見え、「君子の親に事うるや孝。ゆえに忠をば君に移す

べし」とも言われる。『呂氏春秋』孝行覧孝行篇には「人臣孝なれば、 則ち君に事えて忠」との

論説があり、血縁倫理としての孝が君主に対する忠へ、国家体制を支える倫理へと巧みに転換さ

れている。

　忠孝の関係をめぐる問題に関しては、『礼記』祭統に儒教の基本的な考えを説いた。「忠臣以事

其君、孝子以事其親、其本一也。」つまり忠臣は君主に仕え、孝子は親に仕えるがその基本は同

じであると調和の姿勢を示している。しかし、現実の問題として家族と国家との衝突が往々にし

て生起した。『孟子』尽心上に舜の父が殺人罪を犯したら、天子である舜が天下を棄てて孝を選

択するであろうという考えがあった。『呂氏春秋』孝行にも忠と孝との間に挟まれて自殺した石

渚なる人物が居た。

　一方で忠は国家の危機に伴って高唱される傾向が強い。新羅では高句麗と百済に圧迫され滅亡

に瀕する危機一髪の際、社会全般に忠観念を浸透させた。円光は天下の安定を優先する発想に基

づき、孝より忠に重点を置いた。円光は「一曰事君以忠、二曰事親以孝」と説き、しかも「若等

為人臣子」ことを前提とすることから推測すれば、世俗の五戒の順序には「一曰事君以忠」の優

位を看取することもできる。「孝」より「忠」を優先させることは三国時代の新羅社会の状況に

合わせたものと言えよう。『三国史記』に記述されたように、将軍品日と欽春は百済討滅の役で、

各々年少なる子に命じて戦死させ、味方の士気を励まして、敗戦を勝戦に転じたのである。『三

国史記』の太宗武烈王紀において次のように述べている。「将軍の欽純、子の盤屈に『臣となっ

ては忠誠を尽くすにかぎり、子となっては孝誠を尽くすにかぎる。いま危急に際して生命を投げ

だせば、忠孝は二つながらに全うされる』というと、盤屈は『つつしんで命令をうけたまわりま

す』と答えたあと敵陣に突入して、奮戦したあげく、ついに死んだ」 9）。品日の息子官昌も勇敢

に戦った。敵の大将は彼を捕まえて首を斬り、その首を馬の鞍にくくりつけて返した。品日は息

子の首を手に取ると、流れる血で、袂をぬらしながら、「このわが子の顔つきはさながら生きて

いるようだ。王のために死ぬことができたとは幸いである」と言った。これと曽子の言説「身は

父母の遺體なり。父母の遺體を行う、敢て敬せざらんや」に照応すれば、孝より忠が優先される

ことが十分に分かる。因みに、盤屈の息子金令胤も神文大王の時、高句麗の残部悉伏を討伐する

折りに、敵の陣中に進撃して行って格闘して死んだのである 10）。

　上述の忠義美談はいずれも「孝」より「忠」を優先させると考える。新羅人の気風は正に金庾

信が弟欽春及び甥金仁問が高句麗征伐に出陣するとき、二人に誡めたように「いま、わが国は忠

節と信義によって存在し、百済は傲慢であったので滅亡した。高句麗は驕りに満ちて危なくなっ

た」。これこそ後進国の新羅が半島を統一した最大の原因であろう。

　以上の内容から分析してみると、新羅は古代国家へ発展する途中、外来の文化と積極的に接触
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するようになって、儒教の発達した教育制度は新羅社会に至大な影響を及ぼし、忠君愛国を唱え

る「世俗の五戒」が花郎の人格育成に役に立ったのである。「世俗の五戒」は王権国家的社会を

背景として、その思想が強烈な国家意識に裏付けられたものであった。その指導を受けた花郎は

いつも「新羅」という国を念頭に置き、豊楽安穏の国土建設の使命感に支えられて、祖国愛に基

づく犠牲的精神を持ち、国家のために死を鴻毛より軽んずると思い、三国統一の戦いに奮闘した。

まさに唐の蘇定方が百済を攻め滅ぼして帰国した後、どうして新羅を征伐しなかったかと聞いた

高宗に答えたように、「新羅の王は仁慈でありその民を愛し、その臣は忠義を以て国に事え、下

の者はその上の者に父兄のように事えますので、たとえ国は小さけれども、謀ることが困難で征

伐できませんでした」 11）。これこそ新羅の国情を如実に言い表したものと言えよう。

2．道教からの影響：気が流れる

　花郎の思想受容に関しては、儒教の観点から捉えられる部分はあるけれども、それ以外にも多

様な要素を考慮に入れなければならない。この節では前林清和（他）が書いた『「気」の比較文

化 ― 中国・韓国・日本』の論説に従い、「気」の概念を展開し、それに基づいて現存資料の分

析を行い、花郎の特質を探究し、この歴史上極めて独特な存在に影響を与えた道教思想の受容を

考察する。

2-1．気の考え

　気は東洋哲学における重要な概念である。特に中国では戦国末期以降に、人間を含む自然界全

般の機能と構造を説明するために「気」が盛んに説かれ、東洋特有な生成論と存在論を形成して

いる。宇宙の始元と万物の生成を気によって説明する宇宙生成論は遅くとも中国後漢の時代（25

～200）に朝鮮へ伝わったのである。高句麗には遠い昔から三元・三気などと人身の精気との関

連性を考え、太初・太始など万物生成の気の思想が受容されていたという記録があった。また気

を基盤とした風水思想も早くから朝鮮では根を下ろした 12）。その考えによれば、中国の崑崙山か

ら発した気脈の一つが朝鮮に向かい、白頭山を起点にし、半島を縦断して全羅道の南部に聳える

智異山に至る。これが、朝鮮風水におけるマクロな気の流れであるが、この智異山は古くは「地

理山」 13） と記されていた。このことからも気の思想が朝鮮半島に与えた影響がわかる。

2-2．気に基づく人間観

　新羅も古くから「気」を重んじて、「気」を中心とする自然観に基づき、人間存在を追究して、

特有な人間観を展開してきた。新羅の重要な社会制度である骨品制度に気に応ずるものが見出さ

れ、強調されていることが指摘できる 14）。骨品制度には道教の気の概念からの影響があると考え

られる。なぜかと言うと、骨が気を最も感受しやすく、筋・肉・皮などは骨に比しては気を感受

しにくいという前林清和の指摘が参考になる。人体にあっては骨が本であり、筋・肉・皮などは

末となる。陰陽の気が凝って成るものが骨で、筋・肉・皮などはそこから発展したものだと言
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う 15）。この説を一歩進めれば、花郎の出身は殆ど真骨であることが理解できる。唐の令狐澄の

『新羅国記』 16） は「貴人の子弟で美しい者を選び出して、白粉をつけ飾りたてて、名づけて花郎

といい、この国の人たちはみな尊敬している」 17） と言ったが、一然の『三国遺事』には「王は再

び考えた。国の勢いを盛んにするためには、必ず風月道をなによりもまずおこさなければならな

い。そこで命令を下し、良家の男子で徳行のあるものを選んだ」 18）といった。その習俗は「風

流」「風月道」と称されることから、新羅人の霊肉一致思想を読み取ることができるであろう。

端的に言えば、花郎は霊妙な気を受けた貴人であると思われたのである。

　新羅統一の大功臣の金庾信は花郎であり（後に花郎の長・風月主になった）、金官加羅国の末

王の曾孫にあたる。高麗時代の書物ではあるが、『三国遺事』には彼の出生について「庾信は真

平王 17年乙卯（595年）に生まれたが、七曜の精気を受けたので、背中に七曜の文様があり」

との記載がある 19）。原文は「稟精七曜」と書かれているが、「気」ではなく、「精」なる語が用い

られているものの、庾信は七曜の精気を受けて生まれたという考えがある。ここに道教の「気」

の理解が受容されていることが推測できる。国の治世をあずかる貴種にとっては精気・星・曜な

どの道教的「気」に関する用語は彼らが用いた偉大なる力の根拠を示している。

2-3．神仙説と山岳信仰

　紀元前 3世紀頃に、中国では神仙説が成立した。東晋の葛洪（約 281～341）の『抱朴子』内

篇に至って神仙説が道教の理論的中核となった。道教がいつ半島に流入したのか不明であるが、

高句麗では、624年、唐の高祖が派遣した道士が『道徳経』を講じた。そして、642年、太宗が

『道徳経』を宝蔵王（在位：642～668）に贈った記録がある。唐から新羅に正式に道家の書が齎

されたのは孝成王 2年（738）のことである。しかし、その前にも新羅には神仙説話が多く伝え

られ、また仙桃聖母や百結先生などの説話が残っている。高麗時代の毅宗も「昔、新羅では仙風

がたいへん流行した。そのために龍天が喜び、人民は安寧であった」としている。このようなこ

とからして、三国時代の新羅には仙風が盛んで仙家的な人物が少なくなかったことが推測され

る 20）。百結先生は『三国史記』列伝に記されてあり、中国隠者である栄啓期の「自寛自楽」の人

生哲学に従って生きた。そのことから『列子』が大変歓迎されたと推測できる。武烈王（在位：

654～661）の次男である金仁問は、新羅と唐のあいだを往来し、輝かしい外交活動を行った人物

である。彼は少年時代に「儒家の書を多く読み、老荘と浮屠の説を共に渉猟した」とその本伝に

ある。これから推し測ると、当時の貴族の子弟教育には儒・仏の書とともに道家の書も課せられ

ていたことがわかる。

　花郎もその時代的流れを受け入れて、その思想における神仙思想の融合も顕著なものであった。

全国の花郎集団の長が「風月主」や「国仙」と呼ばれ、花郎が仙郎の称を持った。花郎集団に所

属する人々は風月徒、花郎徒、仙徒であり、その徳目は風月道、風流教、仙道であった。それを

考察すれば、明らかに花郎は道教の神仙思想によるところが大きい。新羅の四仙（述郎・南郎・

永郎・安詳）を代表とした花郎が事に処するに豪放で俗事に齷齪としなかったことや、山水を逍
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遥し超然と暮らすその生活態度は『荘子』逍遥遊 21） に出る藐姑射の山の神人に酷似している。

また花郎が華美なる粧飾をした姿は仙女の姿に擬せられる。花郎たちは「景色のよい山や川を訪

ねて遊び楽しんで遠くとも行かない所はなかった」 22）。その遊娯の伝説は固有の山岳信仰と密接

な関係を持っているだけでなく、新羅の仙風とも関係があることが否定できないと考えられる 23）。

換言すれば、中国から伝来した神仙思想と土着の山岳信仰とが習合し、花郎の理想的な人格を完

成するために力を注いだのである。

　花郎思想の中心である風流思想の発生は山岳信仰と密接な関係がある。「風流道」については、

近代朝鮮の歴史家・思想家である崔南善が『朝鮮常識問答（朝鮮文化の研究）』（第 7信仰）の部

分に詳述した。

一口に云えば、朝鮮古代の信仰において天神は山岳を通路として人間界と往来するから、山

岳は即ち人間界に延長せられた天界の一部であるとせられ、地方々々に在る最大最高の山峰

が信仰の標的として一般から崇拝せられ、その意味は「神山」というのである。北方の白頭

山から南方の知異山大王峰に至る間の総ての代表的な山岳は往昔神政時代（宗教中心に世の

中を治めた時代）に信仰の意味から付けた名称であって、その山容石態と共にそのまま流れ

伝わっている。

［中略］

プル（風流）教では聖地霊場とせられる国中の名山勝川を巡歴しつつ宗教的情緒の満洽を兼

ねて国土意識の訓練に貢献する行事であったのである 24）。

　以上述べてきたように、花郎の思想を検討する際、「気」思想の影響が注目される。素朴な自

然理解から出た「気」思想が新羅の風土によく合致し、新羅人の自然環境によって賦与された天

性に向いているので、花郎はその「気」思想を受け入れて、精神面において深い影響を与えられ

た。花郎は山水を逍遥して、俗事から超然とし、汚れのない人生を楽しみ、神仙の如き生活態度

を好んだ。

3．仏教からの影響：救済の星

3-1．仏教の伝来と普及

　仏教が伝来した当時、新羅は三国の中で最も遅れた国であった。しかし、その後、高句麗と百

済を滅ぼすほどの強国になった原動力の背景には、新羅が極楽浄土であり、王が仏であるという

護国仏教の思想があると言ってよいであろう。

　仏教伝来当初、新羅の王室は大乗仏教の「極楽浄土」の考えを貫徹して、「護国」「守護邦家」

の国家倫理を持っていたが、その受容面において、王室・貴族と庶民の間に無視できない隔たり

を生み出しもした。しかし、三国統一の前後に、仏教の大衆化によって、庶民の間で、大乗仏教

とくに弥勒浄土信仰が急に台頭してきた。中軸となった花郎＝救世者＝弥勒半跏思惟像 25） 信仰
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の教理が広い範囲に流布して、王中心の仏教理念を民衆中心の仏教に発展させた。

3-2．弥勒の化身

　朝鮮半島における弥勒信仰は三国時代の社会・文化だけでなく、政治にも至大な影響を及ぼし

た。救世主の降生による地上浄土の実現を唱える弥勒信仰は、一種のメシアニズムであり、民衆

の精神的支柱になった。

　弥勒信仰に弥勒上生信仰と弥勒下生信仰がある。弥勒下生信仰に因れば、未来仏・弥勒菩薩は

釈迦仏から未来成道の授記を受け、兜率天に説法している。釈迦の滅後、五六億七千万年を経て

再びこの世界に下生し、竜華樹下に三会の説法を試みて、釈迦の教化に漏れた一切衆生を済度す

ると言われる。経典上に見られる弥勒が下生する時代は、すべての苦しみが無くて、甘くて美し

い悦楽の香りが漂う世界のはずであるが、乱世の新羅では、弥勒下生信仰は民族的使命観・世直

しの期待・政治運動と複雑に絡み合い、花郎集団の信仰になった。弥勒信仰と花郎との密接な関

係は早くから注目されて、1930年代に日本の学者八百谷孝保がこの点を指摘してから、黄寿永、

金煐泰、金相基、田村圓澄などの諸氏もこの点を論じたことがある 26）。

　浄土信仰本来の特色というと、「厭離穢土、欣求浄土」など厭世的であり、来世の救済を願う

が、現実重視の新羅人の情熱的な発想を媒介して、今、現在この土に理想国家を建設しようとし

た。そして、花郎即弥勒の化身という信仰が新羅全国に流行ることになった。『三国遺事』弥勒

仙花、末尸郎真慈師条によると、新羅真智王の時、興輪寺の僧真慈は常に弥勒像の前で発願した。

「我が大聖よ、花郎に化身しこの世に出現し、私が常に近い所で仕え仕従出来るようにしてくだ

さい」。すると至極の精誠に応えて弥勒仙花が世に現れ、その化身である末尸郎が国仙になり花

郎を導いたのである。また花郎竹旨郎が竹旨嶺の弥勒尊の再来であるとの伝説が残っている。か

の金庾信の集団は龍華香徒であることも注目すべきである。龍華山は弥勒が三度の説法を通じて

衆生を救済するという場所である。龍華香徒が花郎徒の中でも頭角を現していた事実は、花郎集

団及び民衆が花郎を弥勒の化身と仰いでいたという信仰を如実に語る。

　弥勒半跏思惟像は花郎集団の擁護仏であった。田村圓澄によれば、弥勒は成人して衆生の苦悩

に同感し、衆生救済のため出家学道を決意するのであるが、在俗時の弥勒の姿すなわち思惟苦悶

の姿が半跏思惟像であると考えられる。戦争で疲弊した半島の統一を実現して、民衆を救うこと

に情熱を燃やした花郎は美しい弥勒半跏思惟像のイメージと重なったのである。

　すでに述べたように、弥勒信仰が新羅の花郎集団の信仰になったのは豊楽安穏、人民熾盛の国

土建設の使命感に支えられたのである。注目に値するのは、朝鮮半島に於ける弥勒半跏思惟像の

建造期間は釈尊像や観音像などと異なり、時代的に限定されていた。新羅では 6世紀後半から 7

世紀末までの約一世紀半の間である。つまり弥勒半跏思惟像信仰は釈尊信仰や観音信仰のように

持続的・安定的ではなくて、短期的・激発的であった 27）。この時期は恰も花郎を先頭とする新羅

の国家発展が高潮期を迎えた時である。この事実からも花郎を救済者と仰ぐ民衆仏教の成立が窺

われる。民衆の精神的な支柱を築いた花郎＝弥勒信仰は救済思想があったため、力強いエネル
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ギーを発散させ、下層民衆を中心に広まり、民衆の宗教として、乱世に生きる不安の解消、生活

に対する希望の付与、歴史意識と心の結び付きの強化といった役割を果たしてきた。正に田村の

提唱するごとく、新羅では救世者としての弥勒の役割を、眼前の花郎に期待したのである。

　激しい政治的変化から生じる不安などが解消され、地上浄土が実現されるという民衆の願望に

因って、五六億七千万年という永遠の未来を現在の瞬間に引き寄せ、花郎は神的なものに導かれ、

自利利他の菩薩行を行い、苦悩衆生を済度し、国泰民安な平和楽土を実現する積極性を示した。

4．巫覡からの影響：神と人を取り次ぐ

4-1．巫覡の神聖性

　新羅では古代から巫俗信仰が強く、儒教、仏教などの外来宗教・思想が伝来する以前には巫俗

信仰が王室から庶民まで社会生活の基盤になっていた。新羅の基層文化として注目する価値があ

る。

　朝鮮半島においても世界史の流れに従い、祭政一致の時代が長かった。半島の建国神話や始祖

神話には、シャーマン的色彩の濃いものが多い。祭政一致の時代に、国の支配者は政治的、経済

的、宗教的な権力と力を持っていた。王者のシャーマン的機能を支える基盤と言えば、半島の固

有信仰としての聖母思想が重要な構成要素となっている。いうまでもなく建国の始祖がもっとも

偉大な神性を持つものと考えられるが、その子を生み出す母神が新しい生命の創造者として尊重

されるのである。

　文暻鉉の説によれば、「母子思想即聖母思想は古代の諸氏族間に広く分布した説話である。高

句麗の扶餘神、新羅の西岳聖母、雲梯山聖母がこれである。これは聖母マリア思想と同じく淵源

が古代東洋に遡る。［中略］これは永劫無尽に生殖する女性性能力の象徴である聖母が永遠無窮

な男性原理と結合して諸神を含めた一切を生産するのである」 28） とされる。（原文韓国語、日本

語訳筆者）。世界の創造的力を持った聖母が生命の源として崇拝される傾向は半島における普遍

な信仰であった。

　花郎集団が最初に源花を奉じた理由も古代の聖母崇拝に遡ることができると考える。花郎集団

は宗教的修練と武士的訓練を行う青年集会であった。これは世界中で見慣れた風習でもあるが、

注目に値するのが最初にこの花郎の長には美女二人が源花として選ばれたことである。それを理

解するには上述の聖母思想が必要である。換言すれば、この二人は土着信仰の崇拝対象となった

ことが容易に推測できる。後にこの美女たちが互いに争って紛乱を起こし、ついには一人が相手

を殺害する不祥事が生じたので、再び美貌の男子を選んで化粧させ着飾り、花郎にしたと言う。

記録に依れば、花郎として選ばれたのは十歳以上、十五六歳前後の童男であった。ここには新羅

の太祖朴赫居世からの童蒙崇拝の風俗が歴々と窺われる。

　花郎について、崔南善は次のように述べた。

第 24代真興王の朝、伝来の固有信仰の団体を著しく強化して、国民の精神錬成を専らこれ
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に委せ、国家有用の人材をこの中より抜択登用したのである。それはどういう風にしたかと

いえば、貴族の曹子の中から相貌秀麗にして聡明衆に抽んでている若者を選んで神人の表象

たらしめこれを中心として鞏固なる教団を組織して国民道徳の錬磨、国風歌楽の崇高、国土

巡礼の修行を勉励せしむる間に、その人格手腕の完成を待ってこれを国家枢要の地位に登用

する制度である。この教団の中心となる聖童を風月主、源花、花郎、国仙、仙郎などと称え

る等色々の名前を付け、この教団で遵守する信条及び徳目を風月道、風流道、仙風などと称

していた 29）。（下線筆者）

ここからも花郎の神聖性が明白に表れると見る。しかし、時代が経ると、花郎という名称の高貴

性と神聖性が色褪せて、朝鮮王朝中期以後、「今巫夫倡優之賎謂之花郎」 30） との記述がある。す

なわち花郎が男巫など賎民に変遷した。

4-2．女装の花郎：逸脱した美意識

　『花郎世紀』には「古には仙徒ただ神を奉ずるをもって主となす。国公列行の後」との記載が

示すように、花郎は神霊に奉仕する巫覡であり、また神霊の化身として奉戴されたのである。神

霊と通じる呪的儀礼を行うとき、女つまり巫女の格好をした。かくして女装によって、花郎が世

俗的なものから神聖なる霊的なものに変身し、神と人間が一つになることが実現できる。半島の

三国時代の巫覡に関する記録が少ないので、中国のシャーマニズム文学の代表作『楚辞』を参照

して、女装の花郎のことを考察してみる。

　『九歌』のうちの一つ「雲中君」に巫覡に神がのりうつることに関する描写がある。「蘭湯に

ゆあみして体を清め、香水に髪を洗い、花のように美しい五彩の衣に身を装った巫覡は、祭殿を

しつらえて神の降臨を待つ。馥郁と香のけむりが薫り、楽の音が高まるなかで、咲く花を手に、

袖ひるがえしつつ巫覡は舞う。やがて、爛、昭昭と光りきらめく神の姿が現れる」と唱えられる。

この神憑り状態と「美貌の男子を選び、化粧させ着飾らせ」る花郎習俗の類似点が明白に看取さ

れると考える。化粧し着飾る花郎は次第に聖なる者に近づくが、その時、花郎及び花郎徒の意識

は一種異常な興奮状態にある。このように、人々が神聖なるものに出会って、心のうちに特殊な

感情が引き起こされる。それを実現するために、乱場の存在が必要である。乱場とは非日常的な

時間・空間で成立するものであると同時に、非日常的な行為が展開されるところでもある。この

ような世界は人間と神が交流する神聖な場で、原初的なカオスの世界でもある。花郎集団が集ま

り、歌楽遊娯をして祭儀を行うことが丁度その乱場である。その祭儀において、花郎が神霊の本

質を体得して、時には神霊そのものとして出現した。

　以上述べてきたごとく、かなり高度な国家形成が進められている段階にも、王や貴人のシャー

マン的な色彩は、基本的な要素として残されていたようである。花郎は神と人間の間に位置する

人物であり、女装は呪術的な要素として必要であった。花郎は女装によってエクスタシー状態に

なり、非日常的な行為を展開していた。それに基づき、花郎は非日常的な力を得て、神の世界と
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人間世界の間の平衡を取った。

　容姿端麗な少年が化粧をして女装をしていることは一見すると奇習のようであるが、三品彰英

は、東アジアに共通する習俗として『図説日本の歴史 2神話の世界』で次のように述べた。

ヤマトタケルはクマソを討ちとる時に女装するが、それはクマソたちをあざむくための単な

る変装ではない。その女装というのは普通の女性の衣服ではなくて、巫女ヤマトヒメの御

衣・御裳である。この巫女の衣服を身にまとった小碓命（ヤマトタケル）は、ちょうどシベ

リアの男子シャーマンが巫儀を行なう際に女装するように、女装による司霊者的な呪力を身

につけてクマソの酒宴の場に臨んだのである。巫衣と司霊者（シャーマン）の機能は、実は

不可分なものである。

今ひとつ、少年戦士が女装する例をあげておこう。6世紀頃の新羅では「花郎の徒」と呼ば

れる青年戦士団があった。彼らは貴族の十四、五歳の少年を美しく化粧し、女装をさせて

「花郎」と呼び、戦士団の中心として奉戴していた［中略］この花郎なるものは最初は女性

であったが、後に少年に変わったと伝えている。その性能からいうと、彼は司霊者あるいは

神霊のよりまし（神の使者、あるいは憑依者）である 31）。

　花郎の女装する意味は神霊の力をもらうためと解釈する説に筆者も全面的に同意するが、筆者

は花郎が女装することに特有の美意識を見出そうとしている。女装は花郎の自由奔放な美意識

「モッ」をもっとも徹底的に顕現することでもあろう。以下は『朝鮮を知る事典』における

「モッ」についての解釈である。

朝鮮における美意識、価値観を表す語。明確な定義はなく、人によって異なる。芸術の諸分

野における理想的概念としてもとらえられる。日本の〈いき〉〈わび〉やフランスの〈エス

プリ〉などと同様、固有文化を象徴する語。モッはまず形や表現の美において〈かっこうい

い〉こと（粋な姿態）があげられ、規格から逸脱し、単調・無味から脱した微妙な変化に求

められる。静止の美ではなく、流・律動の美、線の中でも曲線美において、歪形、奇抜、諧

謔において、遊戯の気分、興に乗る無心の状態からモッは感じられる。［中略］精神的な美

としてのモッは非実用性、非功利性にあり、悠々自適、自在の境地の楽天性、あるいは〈殺

身成仁〉の気概にモッの美的衝動が感じられる。モッのあるさまを示す言葉として、風流、

磊落、毅然、啖呵、乱調、妙技、超然、意気、義気などがあげられよう。日本の〈いき〉に

もモッは感じられるが、〈いき〉が〈垢抜けして（諦）、張りのある（意気地）、色っぽさ

（媚態）〉と定義され（九鬼周造）、どちらかというと一種の緊張関係が基調をなしているの

に対して、モッは〈自由、奔放〉のうちに現象の〈真髄〉を感じ、人間実存の〈無限の飛

翔〉を夢見る美意識といえるのではないか。モッは自然の内なる美的感覚であるが、〈誇張〉

〈虚飾〉に陥れる否定的な面も大きいといえよう 32）。
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　これは花郎の女装を説明するに十分に意味があると見る。「玄妙之道」である「風流」はモッ

の境地に通ずると考える。

第三節　花郎思想の位相

1．花郎思想の位相

　『花郎世紀』には「古には仙徒ただ神を奉ずるをもって主となす。国公列行の後、仙徒、道義

をもってあい勉む。ここにおいて、賢佐忠臣これより秀で、良将勇卒これより生ず」とあり、ま

た十四世風月主虎林条の「（虎林）公、郎徒にいいていわく、仙仏一道なり。花郎また仏を知ら

ざるべからざるなり。わが弥勒仙花、菩利沙門は、皆わが師のごとくなり。（虎林）公すなわち

菩利公に就いて受戒す。これをもって、仙・仏ようやく、あい融和す」という記載から推測でき

るように、花郎の思想は新羅の民衆的土着信仰を基にし、その上に儒教、仏教、道教などの諸思

想を統一した、無碍自在な思想である。花郎の思想は「三教会通と包容思想」であると評価され

るが、その思想的位相、つまり、各宗教・思想が花郎の思想にいかに位置づけられるのかが、関

心を惹く問題であろう。筆者の管見では三教合一帰儒なのではないかと考えられ、儒教思想を基

盤とする共同体理念が花郎思想を特徴づけると捉える。

2．花郎思想の根底に潜むもの

2-1．中間勢力としての花郎

　朝鮮の歴史における原始社会は世界一般の歴史と同じく、血縁による氏族共同体であった。6

世紀の初めに、外に向かっての閉鎖性を持つ氏族共同体が次第に崩れて、新羅は中央集権化され

た古代国家への道を辿った。三国時代には人々が戦争に明け暮れた生活を過ごしたが、その過程

で、新羅の国土が絶えず拡張して、官制機構の整備と拡充が要請されるようになった。514年に

法興王が即位し、中古の開始を示して、朝鮮史に画期を見出した。新羅は 532年に金官加耶国を

併合し、553年に百済から漢山地域を奪取して、新州を設置した。562年に更に大加耶国を滅ぼ

した。

　こうして新羅国家の成立過程に於いて、自然に国家と大貴族、旧勢力と新興貴族、国家と民衆

の間に葛藤と矛盾が生じるわけである。成立した当初、新羅の社会的基盤は氏族共同体への依存

であった。各氏族の勢力を統合し、その支配体系を完成した上に新羅が成立したが、古代国家の

発展と共に、権力と富力を誇った族長と権威を強化したい王者との衝突が起こった。それを解決

する知恵が機能して、花郎組織が歴史に登場したのである。

　花郎制度の確立により、天子が豪族や貴族と対抗する勢力を得た。花郎は天子の手足となり、

官僚群を養い、貴族を抑える機能を発揮した。さらに、花郎集団は王と大貴族との間に立つだけ

でもなく、統治者と民衆との間にも立つ中間的な権力であった。花郎は民衆から救世主と仰がれ

ることによって、民衆との意志の疎通を果たした。これにより、新羅は精神的に統一され、団結
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されたのである。

2-2．花郎思想の土台：儒教思想

　上述の如く、新羅が三国を統一するまでに、人材育成と選抜のために、花郎集団を形成した。

その花郎集団を支えた基本精神は、三教を融合させた、玄妙な「風流道」であったが、その中に

おいて、儒教が支配的な位置を占めていたと考える。

　三国時代は戦争に明け暮れた時期であった。政権の安定と統一の達成のために、新羅の王が思

想と教育の統合を実行したことは推測できる。とくに動乱する社会の秩序を保つために、統治者

は道教と仏教の思想を自己に都合のよいように吸収し、絶えず修正をして、政治の方法としてよ

り効果的に実践した。

　もともと道家は無為自然の世界観を唱えている。名を求めたり、智を争ったりなど、一切の作

為を棄てることを要求する。天地自然に則して、宇宙自然と一つになった純粋無雑な境地に立て

ば、却って一切の他者がおのずから救えると主張している。

　従って、道家の自然・無為自体には何の拘束力もなく、暗黙の内に人々が感化されることを期

待するのみである。この考えは身分と階層のない、水平的な血縁共同体としての氏族社会に通用

するが、三国時代のように水平的な氏族社会が解体され、垂直的な身分支配構造の古代国家へと

転換していく過程には適応できない部分もある。『老子』『荘子』のように、他者との協同や他者

との関係を自覚的に重視せず、社会への積極的な参与をせずに、個人の実存の真実を追求した道

家はある意味において、社会改革の原動力になることが難しい。『荘子』の聖人は一切の外物か

ら超脱して、徹底的な自由を追求している。「雲気に乗じ、日月に騎りて、四海の外に遊び」聖

人は何物にも依存しない、絶対自我を立てるに達するが、独り行き独り来る聖人の「逍遥遊」が

如何に独善的なものであり、孤独であるか想像できるであろう。現実に対して超然たる態度を取

り、徹底的解脱による自由な存在を追求しようとする道家思想は、変動が激しい三国時代の推進

力になることはできない。それ故に、花郎は自然に心酔したが、作為を重視した。

　神仙説も同様のものである。前述の通り、花郎の思想は古代から風月道や仙道と言われ、花郎

の長は国仙と呼ばれることから分かるように、新羅人が道教の洗練を受け、独特の美を求めて、

神仙説が花郎の思想発展に果たした役割は至大なものであったが、神仙説の基幹である長生不死

思想が抜かれた。『荘子』天地には仙人の存在が描かれている。「聖人が千年たって、この世がい

やになり、さって永生者の中に昇ってゆく。かれらは白雲に乗って上帝の国にゆく。そこでは三

つの災難はかれにとどかず、その身は永遠に禍から保護されている。何の悔むことがあろうか」

とされる。すなわち神仙説は生死の限界を越え、時間と空間を超越し、天と地との間に自由に往

復できるものとして長生きの仙人を信仰することになるが、不老不死は花郎集団の追求する目的

ではない。彼らは民族と国家のために個人の生命を鴻毛のように軽く見て、真の勇気を発揮し、

積極的に戦争に立ち向かったのである。

　仏教の場合、古代インドにおいては国家意識が弱く、権力など世俗的な問題が意識されなかっ
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た。インドに起源を持つ護国思想の本来の意味は「魔神・鬼神・悪魔」によって引き起こされる

種々の災害から民衆を保護するということであるが、仏教が中国に伝来して長い年月の間に、仏

教の出家や輪廻が儒教の「家」秩序や祖先崇拝と調和せず、国家と仏教とが対立した。7世紀ご

ろ中国では儒教の祖先崇拝と共存するため『盂蘭盆経』『父母恩重経』など偽経が作られた。仏

教と国家の間で交渉を深めて、唐代に至ると仏教思想が中国思想に同化し、仏教が変容して、国

家的色彩が濃くなった。仏教が朝鮮と日本に伝来した当初、風土と社会に応じて変遷し、鎮護国

家の宗教に変容して国家統制に重要な役割を果たしたのである。

　仏教の半島受容において高句麗・百済・新羅の三国に共通するのは、王室が仏教を強く支持し、

発展させたことである。それは当時、三国が鼎立し、互いに国家の命運を賭けて覇権を争ってい

た、政治的軍事的な緊張した情勢と密接に関連していたからである。こうした情勢下において伝

来した仏教は、なによりも国祚の擁護・国家安泰に寄与するものでなければならなかった。新羅

における仏教は、伝来と受容の当初より、仏教と国家が密接な関係をむすび、国家は仏教を公認

して保護し、仏教は国家の保護と国王や貴族たちの帰依を受けた。仏教が鎮護国家的性格に規制

され、鎮護国家の名のもとに重要視され、国家にとって望ましい信仰となった。「国家の仏教外

護と仏教の国家鎮護という両要素で構成され、両者の緊密な作用を通じて国家の無限なる発展が

もたらされるという原理であって、外護と鎮護という両作用が智慧ある均衡を保つときに、はじ

めて驚くべき力が発揮される」 33） としている。仏教徒は、護国と護法は一致するものであるとい

う考えを持ち、国家を守るための活動に積極的に取り組んだ。

　仏教の護国思想が、もっとも強く現れているのは、円光法師の「乞師表」と「世俗の五戒」と

においてである。真平王 30年（608）に、王が高句麗の来侵を防ぐために、隋に兵を請う「乞師

表」の作成を円光法師に命じた。王命を受けた円光法師が言うには、「自分が生きようとして、

他を滅ぼすのは、僧のするべきことではありません。しかし、拙僧は大王の土地に住んで、大王

の水草を食べているのですから、あえて命令に従わずにいることができましょうか」 34） といって、

ただちに「乞師表」を作成して差し上げた。円光法師の「世俗の五戒」は花郎集団の指導思想で

あることは前述の通りである。「乞師表」と「世俗の五戒」は、当時国家の現実に立脚して、仏

教経典にもとづく護国思想を表現したものであり、その時代に必要かつ適切な道を説いた。円光

法師は、沙門として衆生が互いに殺し合う戦争をもっとも忌みながらも、正法と仏国土を守護す

るという信念を持つ立場において戦争と殺生も容認したのである。すなわち、円光の「臨戦無

退・殺生有択」は、仏国新羅を守護するという護仏思想によるもので、新羅を守護することであ

り、すなわち忠君の道であった。花郎集団はその教えを受けて国家の発展を図った。これを実現

するために、花郎が弥勒の化身であることは大きな意義を持っている。換言すれば、指導者であ

る花郎が弥勒の化身であり、郎徒および民衆が弥勒の保護を受けている。彼らは花郎と共に国家

に忠誠を尽くした。こうすることによって、花郎集団の育成発展も可能であったし、国家は宗教

と貴族を同時に統制しようとしたことも推測できる。このように新羅の弥勒思想は一方では国家

の指導原理になって、他方では民衆信仰に深く根を下ろした。

社会システム研究　第21号　2018年 3月136



　確かに大乗仏教の一部である護国仏教には積極的・世俗的・愛国的な思想も現れるが、しかし、

「一切の法は本より已来、言説の相を離れ、名字の相を離れ、心縁の相を離れ、畢竟平等」（『大

乗起信論』）という一如平等の境地を目指す大乗仏教が垂直的な国家構造に該当しない部分もあ

る。もっとも重要なものとして、仏教の骨子となる空の思想（世間の万事万物はみな縁起によっ

て生まれる仮相で、実体がないという思想）を忘れてはいけない。大乗仏教の救世運動は一種の

理想に結晶しつつ、救世者が他者を救済して、苦悩や悲惨から離脱させるために、多大な努力を

傾注するが、愛などの執着が苦悩の源となるので、苦しみを滅して、涅槃に達するには般若波羅

蜜が必要である。大乗仏教においては世界の実相はすなわち「空」であり、「諸行無常」「諸法無

我」を意識しつつ、菩薩行を行うわけである。すなわち布施する人、布施される人、布施するも

のはすべて「空」だと承知した上に、完成した布施をして、徹底的に実体性を否定することが大

乗仏教の特徴である。万物に実体がないと否定する「空」の思想は身分や秩序などを肯定する国

家の「有」の立場に亀裂を生じさせることは論を俟たない。

　ここまで述べたように、道教と仏教は水平的社会には適用するが、古代国家のような垂直的な

社会建設においては摩擦が生じる可能性もある。なぜかというと、本質から言えば、老荘の玄虚

な思想と仏教の空虚思想は厭世的な傾向が強い。というわけで、花郎は道教と仏教の思想を受け

ながらも、国家の都合によって適切な変容をして、独自の信念体系を作り上げた。花郎思想にお

ける儒教思想の優位性は花郎集団が強固な共同体を形成した事実から推測できる。儒教思想は本

質的に、王を頂点とする縦の政治体制を位置づける思想なので、国は人材選抜及び理想的人格の

基準を儒学及び儒教倫理に置いた。このような時代的背景からして、儒教は花郎集団の支配的思

想となった。儒教に基づく道徳観、社会観、政治理念などは花郎集団の思想を啓発するのに多大

な力を発揮した。

おわりに

　いま、東洋的な価値と東洋的な世界観を再評価することによって、新しい思想・哲学を生み出

すことが目指されている。従って、宗教多元主義の先駆者である花郎が本稿の研究対象である。

　三国時代は朝鮮史の激動期であり、儒・道・仏などの外来宗教・思想が半島に伝来した。当初

それらの宗教・思想と土着の巫俗信仰との間に対立が起こったが、次第に相互に歩み寄るように

なり、共に花郎の思想形成に深い影響を与えた。確かに先学が指摘したとおりに、花郎集団を支

えた基本精神は、三教を融合させた、玄妙な「風流道」であった。しかし、筆者はその中におい

て、儒教が支配的な位置を占めていたと考える。王を頂点とする垂直の政治体制を位置づける儒

教思想は花郎集団の支配的思想となった。花郎集団は儒教の理念に支えられて、血縁関係を超え

た共同体の団結を図り、当時の強国の侵入という国難に際して、尚武精神と愛国精神を高揚した

と考える。

　纏めるならば、花郎は新羅特有の土着習俗に根ざしながら、同時に先進な文化である儒・仏・
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道と結びついて独立の発展を遂げた。特に弥勒信仰の影響も強く、寺院や僧侶と密接な関係を

持った。だが、特別な時代に生まれた花郎の思想は強烈な国家意識に裏付けられて、三教合一帰

儒の立場に立ったと考えられる。
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注

 1）三国時代の区分については日本と韓国の歴史学界で意見が異なっている。日本ではおよそ 4世紀頃か
ら 7世紀頃までを指す。韓国では紀元前 1世紀から紀元後 7世紀をいう。伯済が馬韓五十余国を統一
して百済を作ったのは 4世紀なかごろである。それと同時に、斯盧が辰韓十二国を統一して新羅を建
てた。それを考慮に入れて、本稿では日本の時代区分に従う。

 2）韓国と中国でこれを花郎道として取り上げるが、「花郎道」なる用語は史料には登場しない。朝鮮語
で同音の「花郎徒」から転じて、「武士道」との類推から作られたと見られる。本稿は金大問の『花
郎世紀』に基づき、また日本の先学の研究を参考して、「花郎」という用語で統一する。

 3）建国大学の申福龍教授は此の事実に関して、青年たちを戦地に行かせるために花郎を武士道として美
化したことは明らかに逸脱した愛国心だったと批判した。

 4）三品彰英著『新羅花郎の研究』（平凡社、1974年）P211

 5）金永晃「弥勒仏信仰と仏像－韓国古代弥勒信仰を中心に」『佛教文化学会紀要』（第 16号）2008年
 6）林英樹訳『三国史記下雑志列伝』（三一書房刊、1974年）P168

 7）『易』の「蒙」は教育の重要性について論じる。「我、童蒙に求むるに匪ず、童蒙来たりて我に求む」
「君子以て行ひを果し徳を育ふ」と説く。貴山たちが円光法師に終身之誡の教示を求めることは
「蒙」の本意となる。

 8）五常は仁、義、礼、智、信の五徳の総称である。孔子は仁を教の一要目となし、また「智者は惑はず、
仁者は憂へず、勇者は懼れず」（論語子罕第九）といって、智・仁・勇を認めたが、孟子は仁に義を
加えて、また礼智を配して、仁義礼智の四徳とし、漢の董仲舒に至って、五行説に基づいて、さらに
これに信を加えて、五常説を確立した。また仏教では不殺生、不偸盗、不邪淫、不飲酒、不妄語の五
戒がある。天台仁王経疏上には「不殺生、仁也、不偸盗、智也、不邪淫、義也、不飲酒、信也、不妄
語、礼也」とあって、それぞれ仁 ･義 ･礼 ･智 ･信にあてている。

 9）林英樹訳『三国史記上新羅本紀』（三一書房刊、1974年）P101～102

10）林英樹訳『三国史記下雑志列伝』（三一書房刊、1974年）P190～191

11）林英樹訳『三国史記下雑志列伝』（三一書房刊、1974年）P124

12）『韓国朝鮮を知る事典』の「風水説」項目によれば、風水説は朝鮮では中国から導入されて三国時代
にはすでに都邑の占地の論拠として重視された。

13）林英樹訳『三国史記上新羅本紀』（三一書房刊、1974年）P185

14）前林清和（他）著『「気」の比較文化 ― 中国・韓国・日本』（昭和堂、2006年）P86

15）前林清和（他）著『「気」の比較文化 ― 中国・韓国・日本』（昭和堂、2006年）P86

16）『新羅国記』は『三国史記』の撰者が令狐澄の著作としたことは誤認であって、著者は顧愔である。
17）林英樹訳『三国史記上新羅本紀』（三一書房刊、1974年）P80

18）一然著　金思燁訳『三国遺事』（朝日新聞社、1976年）P271

19）一然著　金思燁訳『三国遺事』（朝日新聞社、1976年）P107

20）車柱環著　三浦国雄訳『朝鮮の道教』（人文書院、1990年）P43

21）『荘子』逍遥遊に有名な藐姑射の山の神人という話が登場している。「藐姑射の山に神人が棲んでいて、
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その肌膚は氷や雪のように白く、しなやかな美しさは処女も同然。五穀の類は口にせず、風を吸い霞
を飲み、雲や霧にうち乗り、飛竜をあまがけって四海の外に遊び」と仙人伝説を提唱した。

22）崔南善著の『朝鮮常識問答』には、「現在関東の諸勝地から金剛山にかけて四仙、永郎、遊郎などと
称せられる新羅の仙郎達が遊行したという名所が沢山あるが、抑も金剛山は新羅最高の霊山であり、
この一帯は即ち花郎教団が巡礼を行うた主たるコースに当たっていたのである」と述べた。花郎の名
山巡礼は当時の文献の上に現れた事実である。

23）車柱環著　三浦国雄訳『朝鮮の道教』（人文書院、1990年）P115

24）崔南善著　相場清訳『朝鮮常識問答（朝鮮文化の研究）』（宗高書房、1965年）P82～84

25）田村圓澄の『半跏思惟像の研究』には、次の紹介がある。「片脚を片膝の上にのせ、頬杖をついて物
思いにふける半跏思惟像は、韓国ソウルの国立中央博物館の銅像や、この像と瓜二つといわれる京都
太秦の広隆寺の宝冠弥勒像などにより、われわれには馴染み深い。仏像の多くが正面を向き、衆生に
対して抜苦与楽の慈悲を表現しているなかにあって、半跏思惟像は礼拝者から目をそらし、沈思孤独
のポーズをとっており、この姿がかえって親しみをさえ感じさせる。」さらに田村は同書において
「新羅の花郎と半跏思惟像」のタイトルで、花郎と半跏思惟像の関係を詳述した。

26）金永晃「弥勒仏信仰と仏像 ― 韓国古代弥勒信仰を中心に」『佛教文化学会紀要』（第 16号）2008年
27）田村圓澄、黄壽永編『半跏思惟像の研究』（吉川弘文館、1985年）P32

28）文暻鉉著『新羅史研究』（慶北大学出版部、1983年）P31

29）崔南善著　相場清訳『朝鮮常識問答（朝鮮文化の研究）』（宗高書房、1965年）P80～81

30）鮎貝房之進著『花郎攷・白丁攷・奴婢攷』（国書刊行会、1973年）P153

31）三品彰英著『図説日本の歴史 2神話の世界』（集英社、1974年）P208

32）伊藤亜人（他）監修『朝鮮を知る事典』（平凡社、1987年）P416

33）洪庭植「高麗仏教思想の護国的展開」『仏教学報』第 14輯
34）林英樹訳『三国史記上新羅本紀』（三一書房刊、1974年）P84 
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