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はじめに

東アジア諸国は，何千年にもわたる文化交

流史において，数多くの人の移動と，それに伴

う文化の移動によって，相互的な関係性と文化

的共有性を形成してきた。近年，東アジア諸

国はナショナリズムが高まり，日中韓三カ国は

互いの差異が強調される傾向が顕著に見られ

るが，文化的な共有性に目を向けることによっ

て，国境概念を超えたより大きな視野に立った

相互関係を築くことが出来るのではないかと思

う。そこで本稿では，その一つの材料として，

中国の夏王朝の創始者とされる禹王信仰を取り

上げ，その歴史的経緯や意義について考察し

てみたい。

現在，禹王に関する遺跡は，中国大陸はも

ちろんだが，台湾に 24カ所，韓国に1カ所，

日本に約70カ所ある。そのほか，文献記録を

含めると禹王に関する史跡は数多い。これは日

中韓には禹王文化圏があることを示していると

思う。

１．日本における禹王信仰

今から四千年以上も前の夏王朝の創始者とさ

れる「禹王」は，その実在性を別にして，中国

古代のたくさんの伝説と古典の中に描かれてい

る。日本の古代史は，中国古代史とリンクしな

がら描かれてきた側面があるので，記紀をはじ

め歴史書にもその名前が現れている。そこで

の扱いは，禹王＝治水神というものだ。

数年前にある高校教師に依頼して教科書に

現れた禹王について調べてもらったことがあっ

たが，そこでも同様に，「禹王は治水において，

さらにはその方法においても大きな功績を挙げ
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た支配者」という表現がほとんどだった。

禹王の陵は会稽山（現在の浙江省北部，魯

迅の故郷でもある紹興市）にあるが，この一

帯は古代の呉と越の中間地だ。黄河は古代よ

りときに大洪水を起こす大河川で，その流域か

らは禹王に関する遺跡，文物がかなり発見され

ており，禹王に関する地名も黄河沿いに残って

いる。

ところで，私が今から30 年ほど前に日本に

留学した時の研究テーマは宮沢賢治だったが，

その作品の中に堯・舜・神農など中国古代王

の名前が出ているのを知って不思議な気持ち

になった。日本では神農＝薬の王とされ，例え

ば，富山の薬売りでは神農を神様のように祭っ

ている。神農と日本の関係についてはわかった

が，そのころは禹王と日本のかかわりについて

はよく分からず，私自身の未解決の課題として

残っていた。

あるとき（2006 年）神奈川県開成町で開催

された地域振興のための文化の貢献に関する

会議に招かれ，偶然にも露木順一・開成町長

（当時）と同席した。そこで露木町長は，町の

名前が『易経』に由来することとあわせ，「町

内には禹王に関する石碑があるが，これを地

域振興に活かせないか」と語られたのを聞い

て，私は非常に感心を抱き協力してみようと思

いたった。その後，開成町を再訪問して禹王

に関する石碑を確認したところ，背面には荻生

徂徠の関与した碑文が書かれてあることがわか

った。

露木町長は，NHKのプロデューサーの経験も

あり広報活動にはセンスがあったことから私の

提案を受けて，地元の歴史・文化・風土を研

究する市民グループを紹介してくださり，一緒

に禹王に関する研究調査活動を始めることに

なった。

開成町は富士山のふもとにある町で，歴史

的に富士山が噴火したときにはその災害を直接

受けてきた。土石流などの「洪水」の被害を受

けることが多く，ここの人々は禹王を祭神とす

る神社を立てたのだった。江戸時代には荻生

徂徠がそのことを記念して碑文をしたためてく

れたのである。

日本は古来より自然災害の多い地域だから，

この町と同様のことがあるのではないかと想像

した。つまり，開成町の神社で禹王を祭ること

が風土によるものであるとすれば，日本全国に

も，同じようなものがあるに違いないと考えた

のである。そこで私は，こうした内容を日本文

化の一部とすればその解明は意義のあること

ではないかと考えた。行政側も，行政と市民

が共に進める一つの課題として禹王碑を取り上

げることは地域振興のモデルになるし，さらに

高齢社会におけるシニアの方々の余熱の再活用

や平和貢献にも資する事業であると考えた。

そこで 2007年に，開成町長や市民グループ

の協力を得て，私は『文藝春秋』や『朝日新

聞』を通して禹王に関する情報の提供を全国

に呼びかけ，それをもとに地域観光文化に連

結していくことを提案した。それ以来，禹王研

究会会長大脇良夫氏を中心に，開成町の市民

グループや，全国から多くの情報が寄せられた

（参照：大脇良夫・植村善博編『治水神禹王を

たずねる旅』人文書院，2013年）。

2010 年の段階で，全国16カ所の禹王に関す

る遺跡が確認された。露木町長とも相談して，

禹王文化の全国ネットワーク化を展開しようと

いう話になり，日中友好交流協会や中国大使

館の協力の下，第1回禹王サミット（日本禹王祭）

を開成町で開くことになった。こうしたことを

提案した私としては，果たしてうまく成功させら

れるか非常に不安だった。しかし，結果的に

は全国から2000人以上の人々が集まり，古来

の信仰再生に興奮し，新たな知見から刺激を

災害と禹王信仰
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受ける場となった。

会議後，参加者の熱い思いを受けて，露木

町長や市民グループが中心に「禹王サミット実

行委員会」を設立し，2年ごとに禹王サミット

を遺跡のある地域の持ち回りで開催していくこ

とになった。そして第2回目は，2012年10月

に尾瀬で開催された。ところが同年9月に尖閣

諸島をめぐる日中対立が激化するという事態が

生じて，開催が成功できるか危ぶまれた。し

かし，ふたを開けてみると更に多くの参加者を

得ることができただけではなく，国の研究機関

からの参加者もあった。第2回目が開催された

群馬県片品村では，地酒「禹王」を広く宣伝し

て販売した。また，参加地域は50カ所以上に

なった。

2年毎の持ち回り開催という原則でいくと，

50カ所あれば100 年かかってしまうということ

で，このときから毎年の開催に変更された。そ

して，2013年は香川県高松市で開催し，今年

（2014 年）は広島県で10月に開催される予定

だ（実行委員会委員長は広島市長）。現在，遺

跡のある地域は 70カ所ほどになっている。な

お，2013年に「治水神禹王研究会」が設立され，

今春（2014 年）には研究大会の開催や会報誌

の発行など，地道な研究活動を進める体制が

整備された。

２．禹王の日本伝承

（１）歴史的経緯

紀元前1世紀ごろの古代日本には統一政権

は見られず，百余りの小国が分立していた。2

～3世紀ごろに統合の動きが出てきて，7世紀

には国号を倭国から「日本」に変更した。この

時期の日本にとって，力をつけ国家建設に必要

な先進的文化と技術を吸収することは，焦眉

の急であった。そうした目的意識から大陸と多

方面にわたる交流を開拓したのである。当時，

日本が積極的に中国の主流文化を移植するに

は，二つの主な経路があった。

①中国からの経路

　紀元前 5世紀から前 3世紀にかけての稲作

や鉄器など先進的技術伝来の道。遣隋使や遣

唐使が大陸の文化と技術を伝えた道。漢人の

集団的な渡来などの経路。

②半島からの経路

　楽浪郡，帯方郡を経由した漢人の渡来や百

済人の帰化の経路。

　東アジアの人口移動は，紀元前後の中国文化

の自然伝播を後押しした。四書五経や『史記』

などは日本に伝わった最初期の文物である。こ

うした書籍や漢人の言い伝えにより，禹王の故

事（治水の業績，高潔さなどの仁徳）は日本に

根を下ろし，同時に日本人も禹王の価値に対し

て少しずつ認識を深めた。下記の史実は，禹

王伝説の伝来と同時に伝えられたものだろう。

・285年　百済王入朝，『論語』『千字文』を

日本に伝える。

・531年　百済の五経博士入朝。

・554年　百済の五経博士入朝。

（２）『日本国見在書目録』

日本最古の漢籍目録『日本国見在書目録』

は，勅命のもと藤原佐世によって寛平年間

（889-897年）に編纂された。この目録は，『隋

志』と新旧『唐志』の間に成り，唐と唐以前の

漢籍1568部，合計17209 巻を収録し，『隋志』

の分類と構成と順序に倣っている。古典文献

学，中国古典学，日中文化交流史などの研究上，

重要な学術的価値を有する。

この目録で，すべての漢籍には番号がつけら

れているが，当時は総計1579 号まであった。

その番号から，以下の 6部の漢籍はほとんど

完全な状態で日本に伝来し，収蔵されていたと
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推測される。

34-47号 『尚書』

77-81号 『礼記』

132-166号 『春秋左氏伝』

187-196号 『論語』

397-401号 『史記』

633-634号 『孟子』

これら6部の漢籍の内容から，少なくとも

870 年には，禹王について記載する漢籍が絶

えず日本にもたらされていたと判断される。四

書五経と『史記』以外に，『日本国見在書目録』

のうち，ほかに大禹・文命について記載する漢

籍には，『淮南子』『山海経』『貞観政要』『千

字文』『荘子』『文選』『列子』の7部がある。

国立博物館蔵『歴聖大儒像　大禹』の掛軸。

1633年徳川義直の命を受けて狩野山雪作画。

[聖人十人図 ]の一つとして、湯島聖堂に収

められている。徳川義直は家康の九男、尾

張藩初代藩主、儒家。
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また，禹王を称える主な日本語文献としては，

下記のようなものが挙げられる。

＜徳の高い君王＞

『古事記』『三教指帰』『性霊集』『徒然草』『太

閤記』『折りたく柴の記』『政談雑話』『ひとりね』

『都鄙問答』など。

＜治水の偉大な功績＞

『三壺記』『政談雑話』『誹風柳多留』『風

来山人集』『地方凡例録』など。

３．天皇と禹王

これまでの禹王に関する遺跡や文物の調査

の中で，京都御所の御常御殿に「大禹戒酒防

微図」があることを知った。「大禹戒酒防微図」

は，国を乱すとして禹王が酒を禁止したという

故事を題材にした襖絵である。京都御所は，

歴代 28人の天皇（1331-1912 年，北朝・光厳

天皇から明治天皇まで）が生活したところであ

り，そこに「大禹戒酒防微図」があるというこ

とは，非常に深い意味を感じる。

2012年に北京の故宮博物館の中にできた「故

宮研究院」（故宮に関する学問を打ち立てるた

めの組織）が主催して，故宮に関する世界の

研究者を一堂に集めた会議を年に数度開催し

ている。12年 7月の会議のテーマは「東アジ

アの文化交流と皇室経典」で，私もそこで研究

発表するために「大禹戒酒防微図」についてよ

り詳しく調べることになった。

日本では古代から天皇中心の体制の中で，

貴族が外来文化の吸収に大きな役割を果たし

た。天皇は大陸文化の学習と輸入の主導者で

あり，天皇の日常の行動規範は主に中国の聖

王の仁徳を座右の銘とするものだった。古代農

耕社会における国家指導者（王・皇帝・天皇な

ど）の主な役割は農業の発展・豊作を祈願す

ることで，それによって民が豊かに食べること

ができ，天下泰平になることである。

天下泰平とは，自分が行った治世がうまく行

くことである。中国古典『尚書』『史記』など

に出てくる禹王の父は治水事業にとりかかった

がうまく進めることはできなかった。その教訓

を受けて禹王は，父とは違った治水方式を取り

入れて治水事業をうまくやることができた。



世界平和研究　No.201 Spring 2014
15

中国の倫理道徳は古くから皇室の教化に深

く同化しており，行動指針として作用していた。

その価値体系において重要な位置を占める禹

王が皇室の模範とされ受容された背景もまさに

この点にある。ただ，多くの聖賢の中から禹王

が選ばれた主な理由は，おそらく日本の風土

文化に関連していると思われる。

日本は古来より地震や水害などに苦しめら

れ，国の為政者の最優先任務は洪水と地震対

策だった。原始的農業生産時代にあって，日

本の統治階級にとっての禹王は，庇護を祈願

する神であると同時に，超人的な技能を備える

「科学者」であった。日本では，禹王が採用し

た水はけを改善する治水方法が科学的である

と考えられ，更に大陸で成功しているという経

験から，手本とするに足るとみなされた。今日

に至るまで，日本の土木建設業界では禹王を

その始祖とみなし，「疎通」という水はけの改

善を主眼とした方針を守っている。

中国では皇帝の後継者に対する教育をする

ときに，難しい古典書籍だけではなく，子供

用に絵が描かれたものも作られて使われた。明

の時代は，木版印刷が非常に発展したので，

それを使った上記の教育教材が中国のみなら

ず，周辺国にも波及した。その一つが明代の

張居正（1525-82年）が著した『帝鑑図説』で，

10歳の幼帝・神宗（万暦帝）に帝王教育を施

すための啓蒙書であった。その中には117幅

の挿絵が配され，幼帝を喜ばせた。その中に

配された「大禹戒酒防微」の挿絵は，京都御

所の「大禹戒酒防微図」の場景と似ている。

京都御所の御常御殿にある「大禹戒酒防

微図」は，酒の祖である儀狄が禹王に酒を献

じる場面が描かれた代表的な襖絵である。作

者は，幕末明治初期の狩野派画家・鶴沢探真

（1834-93 年）。狩野派は，日本絵画史上最大

の画派で，室町時代中期（15世紀）から幕末

にかけて400 年にわたり隆盛を誇った。狩野

派の最大の特徴は，中国起源の古典に基づく

倫理道徳体系を重視し，それを作中に全面的

に表現したことである。その画法は，日本的

特色と鑑賞習慣とを結びつけ，幅広い層に好

まれ，長期にわたり広くさまざまな建築の装飾

に用いられた。中国古代の帝王を描いた狩野

派の作品で，京都御所に飾られた襖絵には，

他に「高宗夢賚良弼図」と「堯任賢図治図」

災害と禹王信仰

明代張居正（1525-1582）の《帝鑑図説》に

ある「戒酒防微」。

豊臣秀吉の次男豊臣秀頼 (1593－ 1615)が

同書の復刻を広めたという。
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の二点がある。「大禹戒酒防微図」と合わせて

御常御殿の襖絵三図とされる。

このようなことから，禹王と皇室の間に古来

保たれていた近しい関係を考えると，宮中の装

飾に「大禹戒酒防微図」が用いられたことも理

解できるだろう。

光厳天皇から明治天皇までの28代に及ぶ

天皇が起居した京都御所に「大禹戒酒防微図」

が置かれた目的は何か。それは禹王を模範とし

て，自重，自尊，自戒，自勉，向上を怠らぬ

伝統的精神を受け継ぎ，声望と徳を兼ねた君

主となるように期してのことであろう。

ところで，今上天皇が禹王とかかわりがある

のは，「平成」という年号ともかかわっている。「平

成」という言葉は，「禹の治水によって天下泰

平になった」という四書五経の一つ『尚書』か

ら採ったものだ。最近，天皇の誕生日講話を

話題にした NHKの番組で，「平成」の言葉の由

来に関するドキュメンタリーがあったが，そこで

もはっきりと指摘されていた。

1992年10月，天皇皇后両陛下が訪中された

ときに，西安市にある西安碑林博物館を訪ね，

宋代に作られた古典碑文から「地平天成」とい

う四文字を探し出された。ご自身の在任中に「平

成」の由来の原点を確認しておきたいという深

い思いを持っておられたのだと思う。

４．禹王信仰の現代的意義

日中韓に多くの禹王に関する遺物があったと

いうことは何を意味するのか。単なる過去の遺

物で終わっていいのか。現代人とかかわりがな

かったならば，過去の遺物に過ぎない。しか

し禹王に関するものはそうではない。なぜか。

これまでの日本の禹王の事跡を訪ねながら

感じたのは，活発な地域再生活動の中で禹王

は各地域の日常の「祭り」として生きていること

である。祭りの中に生きているとすれば，現代

人の生活に生きていることになる。現代人の生

活に欠くことのできないもの，（文化的）財産と

なっているという意味だ。それが禹王信仰の持

つ現代的意味だ。

現代はグローバル化の時代といわれて久しい

が，地域・民族文化をアイデンティティとして大

事にしていないように感じられる。それはグロ

ーバル化のマイナスの一面である。世界各地で

紛争や戦争が起きるのは，一元的主流文化で

世界中を覆い地域文化を全部かぶせてしまおう

とするときに生じる葛藤や矛盾のためだ。

日本では地方に行くと，若者は大都市に行っ

てしまい，老人だらけで閑散としている。その

ため東京は人口密度が高い。人口減少と超高

齢化が急速に進む日本にあって，地元にある

風土を大切にし，そこを拠点にして豊かな社会

を作ることが，若い世代にとって重要な課題だ。

禹王信仰を一つのモデルケースとして，明るい

生き方を見つけて欲しい。

日本文化の特徴は，混合性にある。歴史的

に海外のいろいろな地域から入ってきたものが

全て混在している。地域の発展のために，人々

の精神を穏やかにしてくれるなら，何でも受け

入れる。例えば，釈迦はインド人だが日本は仏

教として受け入れた。お地蔵さんは日本の文化

と混淆したものだ。神道には道教の影響がたく

さんある。日本文化はこのような特徴を持って

いる。外からやってきたものを文化の一部とし

て受け入れるという「日本のアイデンティティ」

をもう一度再認識する必要がある。最近は逆

に外来のものを排除しようとか，過剰なナショ

ナリズムが高揚しているが，それは日本の文化

的伝統とは違う。古代の日本人は「包容力」を

持っていた。先祖の文化の賢いところを再考し

てみてはどうかと思う。

禹王信仰を通して文化的シンボルになるもの
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のあり方について考えることは意義あることだ。

シンボルが普遍的であれば，多くの地域に受

け入れられる。そうなるとそのシンボルは一地

域だけのものではなく，もっとパブリックなも

のになる。孔子やドラえもんのように，国境を

超えて世界的に受け入れられているものは，そ

の国の文化財という次元を超えている。禹王も

同じことだ。

東アジアに関して，政治や経済についての

過激で対立的な議論のみが強調され，社会文

化や生活形態のレベルについての議論が置き去

りにされている感がある。しかし，歴史，文化

や生活レベルで東アジアを見直すことにより，

過去・現在・未来において，国境や民族の違

いを超えた民衆間の生活をベースにした交流

が明確になり，人を主体とする人間の絆を再認

識することができるのではないか。

禹王信仰の研究を通じて，平和的な文化交

流実践のモデルケースを作ることが出来れば

と思う。東アジア諸国がともにシンボルとする

禹王信仰から何かヒントが得られるのではない

か。これをよいきっかけとして世界平和を共に

考えていきたい。

（2014 年1月29日）

災害と禹王信仰


