
1 

 

第 36回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会   

 

高坂正男・橋本峰雄著 『宗教以前』  

 

平成 23年 11月 19日 報告者 広瀬知衛 

 

著者はまえがきで「宗教は体験であって、たんに倫理からの要請ではない。信仰は主観的信念にすぎぬ

ものではなく、客観的実在からの呼びかけによって成立する。」とし、例えそのような信仰でないとしても

「人はこの世界と人生をひとまとめにして、それに対して決定的全体的な態度をとらねばならぬとき、宗教

的信仰の体験を持つのであろう。宗教はつねに人間存在の本質的モメントである。」と宗教について記す。

その上で日本人が「どのような宗教的民俗の中に生き死にを重ねてきて、今日どのように変わってゆかねば

ならぬのか、前近代と近代ないし現代とでそれにどのような持続と断絶があるのだろうか」と問い、この書

で答えるとしている。 

 続く序章で、一応単一民族社会である日本民族の歴史では「諸階級の対立が民族や人種の対立として現れ

ることがなく、無用の血は流す度が少なかった。だがその反面、現実の認識において、過去との断絶を意識

する機会に乏しく、とくに近代になってからは国民国家とその文化の基礎にある民族の伝統を、正しく評価

しにくい環境がつくりだされているのではなかろうか」と問題を提示する。「民族の伝統的な生活が近代の

国民生活のそれと同次元で重なりあい、両者の異質性と社会的機能が正しく認識されにくく」、「逆に伝統的

なものを高く評価するあまり、そのまま国民の文化として錯覚している場合も少なくない。」とみる。著者

は「民族の伝統的な生活文化と国民生活のそれは識別すべき」として、「現在の国民生活における常識で過

去の事象を解釈する安易な態度」を諌める。著者は更にこの国のかつての「民族の生活文化は国民のそれの

ような強い求心的傾向も均一性ももたず、地域や集団ごとの独自性を持ちながら民族としての統一を保って

いた。」として、「現代の常識をもって簡単に類推してはならない独自性をもって存在していた伝統的宗教的

心情を問題とする。」としている。 

 そこで、「あらゆる時代社会の基層を築いてきた、無数の無名大衆の平凡な日常生活、民俗と呼ばれるも

のの中にこそ民族的資質が明確に示されている」ので、この書はその「民族の伝統を担う人としての常民の

生活文化を通して、日本人の伝統的宗教意識のありかたの様相をさぐり、今日的意義を考える試みを」する。 

 書名の「「以前」は国民文化以前の地方の民間信仰や常民の宗教民俗の分析から出発する」意味であり、

「創唱宗教」や「近代的個人」以前の共同体の宗教を問題にするという意味だ。さらに「宗教以前」はいわ

ゆる近代の宗教「以前」前近代の宗教をも意味する。 

 そこで、本書は、「日本の伝統的「倫理」（エートス）一般を全体として問題とし」、「仏や神と人間の関係、

宗教と政治のかかわりかたを考え」、「神仏自体のありかたをたずね」更に「神を祭る共同体の構造を問い」、

「神や仏を祀る社会的単位として家族に注目し、個人の宗教意識に焦点を」しぼり、最後に「全体のまとめ

として国家・科学・宗教それぞれの関係を考える。」としている。 

「忌みの思想」 

「日本人は昔から死を穢れとして忌む感覚が強く、それにもとづく各種の禁忌を一貫してもち伝えたとい

われる」が、「近い時代まで民間に行われてきた習俗をみると、この説は額面通り受け取れない。」「庶民に

おいては親しい間柄のものはむしろ進んで死の穢れに服そうとする風習さえあった。」＜寝ずの番＞「貴族

は大和朝廷の祭政一致の神権政治の伝来の意識に法式整備された廟堂に立つという自覚が加わり、行動は神

と神の子である天皇に対して重大な責任をもつゆえに、あらゆる穢れを避けねばならなく、厳しい禁忌を自

らに課した結果、それが習い性となったのではなかろうか。」「その特殊な感覚がやがて理論的根拠を陰陽道
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に求めながら、死を不浄として忌む神道の教説を生み、各種の禁忌を成立させ、固定化して、後には民間に

も影響を及ぼしたと考えられる。」確かに「腐爛した死体は穢れそのもの」だが、けれども「死に対する忌

みとは恐怖や畏怖から自然に発する人間の慎みではなかったろうか、」として、禁忌への疑問を投げかける。 

 「死穢、血穢、産穢が忌むべき穢れとされ」この内「女性は二つの不浄をもつことで罪障深く、穢れたも

の、救われがたいもの」として「中世神道と深く結びついた僧侶たちによって、説かれた。」しかし、死穢

同様血穢、産穢を忌む習俗も実態は単純ではなかった。著者は「男のツワリ」や「夫のお産の手伝い」につ

いて記した後、「産屋の別火生活はお産に穢れがあるからではなく、むしろ神を迎え、神の加護のもとに安

産するために穢れを避けて精進することになる」ので、「お産は穢れではなかった」と理解できるとする。 

著者は「「忌み」の意識に含まれる浄・穢の観念は聖と俗とも表現もできるが、本来の「忌み」にはみず

からの穢れを去って聖に近づこうとすることと、穢れを避けてみずからの聖性を維持しようとする側面があ

り、これらは表裏の関係をなしていた。」ところが「死穢、血穢、産穢を含む習俗は後者の面だけを強調し、

穢れあるものをすべて遠慮させ、それを忌みとしている。」、しかし「これはもともと庶民と縁のないもので

あった。」とみなす。 

「忌みの意識を、穢れを忌み避ける意識に局限すると、そのための禁忌だけがつぎつぎ架上され、それを

守りさえすれば良いとする堕落がはじまる。」しかし「庶民の信仰は、そこにとどまらず、聖なるものを前

にしてみずから慎み、精進によって罪と穢れを祓い、神の来臨を願い、神に対して謙虚に、受動的な態度で

接しようとしたもので」、「このことは「忌みの精神」とよべるほどで、庶民の勤労観を支え、道徳の根幹を

なしてきたのではないだろうか」と解釈する。 

 「忌みにはもともと神事に慎む「斎み」と嫌い避ける「忌み」があった。前者は主体的なモラルであるポ

ジティブな行動原理としての戒慎であり、後者は外的制度としてネガティブ行動原理としての禁制である。

原始神道は本来前者であったものが、祭政一致イデオロギ－に立つ貴族支配層においては「忌み」に転化し、

庶民の習俗としての「斎み」をも混濁させることがあった。 

 我が国の「斎み」の思想は神と人との関係、人から神に向う姿勢が対立や敵対ではなく、親和と融合のそ

れであった。神は疎遠な神ではなく、人間からの超越性を持たぬ親しい神であり、「斎み」は神と人間との

親和的交渉の中での人間の慎みである。 

 忌みごもりの後、忌明けとして水辺で禊をするのが神道の原点であり、禊によって生活感覚における浄と

不浄、聖と俗、生活空間の区別としてハレとケとの間をつなぐ、あるいは切り離す、儀礼であり行事であっ

た。禊によって俗を去って聖にも近づけば、逆に清浄な心身をもって俗生活へ再出発することもありえた。

水を浴び、水に体を浸す禊が祓いの原型であり、手水鉢で口をすすぎ手を拭くだけですませたり、御幣を頭

の上で振ってもらえば罪穢れが消徐できるというのは、祓いの堕落形態でしかない。 

この禊の思想そのものが、よく言われる日本人の「罪」にたいする考えかたを端的に示している。神道に

は世界そして人間の心身は本来明るい光の中にあるという存在清浄観があり、人の罪は穢れにほかならず、

穢れは心身の表層につみかさなっただけのもの、物を洗いそそぐ性能ある水によって消除できるものとされ、

心身相関の前提の上で身を洗えば心も洗われるとされる。これでは絶対者と向き合う「明確な核をもつ「人

格」の観念、「単独者の内面的な孤立性」は日本人において成立困難」であった。＜無責任の体系＞ 

神道がもっとも本式の古い祓いの方法である禊を要求したのは特に死穢にたいしてであった。しかし、「死

穢とは死んだ者による穢れであり、自分自身の死、さらにその穢れをどうするか神道には、本来その答えが

ない。ここに罪業を強調した仏教の宗教的役割があり、日本仏教の民間への浸透と日本人の宗教意識の内面

化、個人化の最大の理由があった。」 

別な言い方をすれば、原始神道の穢れでは人間の内面のそれと外的対象のそれが未分離であり、主体的な
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戒慎としての「斎み」と外的禁制としての「忌み」とは即時的に統一されていた。それに対し、その穢れと

斎みの観念を内面化しようとしたところに日本仏教の歴史的役割があった。しかし日本仏教は力量不足で、

穢れを内面化する反面には、神道が未分化のままに保っていた外的対象の穢れ、忌み避けるべき禁制、祟り

をなす呪物という側面をかえって無媒介的に独立させ、それを持続増殖させる結果をまねいた。かくて簡略

化された「斎み」の儀礼、無原理に因習化した「忌み」の習俗、これが日本人の「いみ」の歴史の実情とな

った。＜隠坊、六道任せ、営為、言葉それ自体の意味の問い直し、何故という問いの欠如、労働と対価＞ 

 この「斎みの精神」はウエーバ－のいうように封建制度のタガの中にうずくまらざるをえなかった歴史的

制約はあったものの、「神に嘉せられる生活を営むただ一つの道は、各人の生活上の位置から生じる世俗内

の義務を履行することである」と規定した、ルタ－の職業観にまでは到達していた。「斎み」には俗から聖

へと、聖から俗への両面があり後者のありかたが、正直による得利という「世俗内禁欲」である。この「斎

み」のエートスによって育成された禁欲精神とガンバリズムが近世日本の封建的な「制度」の底で農工商の

庶民によって維持され、明治日本の近代化主要動因の一つとなった。 

仏神の加護 

日本にはもともと信仰と礼拝の対象となる偶像の崇拝はなく、仏教によって仏像という信仰の偶像に接し

たものの、それは社会の一部にとどまり、一般には神は目にみえないものであり、山や森、樹木や岩石にや

どり、榊などの常緑樹の枝や幣（ぬさ）、矛、鏡、剣などによります（？）とした原始古代の以来の信仰が

伝存されてきた。神は目に見えないだけにかえって、人の住むところどこでも来臨し、形影相添うようにし

て人間と密接に関係を保ちうる。その親密な関係を維持するには、神の像が不要というより邪魔だったので

はないだろうか、 

中世にはしばしば「神道不測」といわれ、神は人の智恵では測りがたいもの、究めがたいものとされる一

方、正直、清浄、慈悲が神の本旨とするところであり、あわせて神の徳であると説かれた。伝来の信仰にお

いて祖先たちは忌みつつしんで神の来臨を願い、一歩退いて神を迎 

え祭った、ということは神の方から能動的に人間に働きかかけることであり、それは不時に示現し、人間の

口を借りて宣託し、神意を啓示することにもっともよく現わされる。 

 神が不時に示現するということはそれだけ神が人とともにあり、人の営みを照覧している 

ことになるから、神慮をかしこみながら、一方で人の世の好ましい徳目が神自身の本旨となり、神の徳とみ

なされるようになる。正義といった客観的規範でなく、この世の人の行うべき徳目をもって神の本旨と徳と

したのは神が人とともに有る事の現れであり、神は神としてありながら、この世から全く隔絶したものと考

えない信仰、神人不分離とよべるような宗教的信条の現れというべきであろう。 

著者は農家の「家に祀る神でも座敷の神と土間や寝室のすみの神には違いがあり」、それを「神の世界に

おける二重構造」とみなす。それが何に由来するかと問い、祖先が定住生活をはじめた西暦紀元前後からの

村における神の出現について記す。「人々が神慮は測りがたく、究めがたいとし、神に恭謙であればあるほ

ど新しい神がつぎつぎと示現する可能性があり」しかも、「封鎖的生活を営んだ人々が外界に対する感覚と

反応は鋭敏である」だけに、「歴史の進展が外界との接触の質、量を展開されるにつれ、広い外界を背景と

する神の出現は倍加したろう。」とする。そこで、政治社会の形成、国家の成立とともに、「目に見えない、

それなりに観念活動の所産として、普遍世界に妥当するそれ自身では自立していない神が」示現する。それ

が「農民たちが個々の集団や地域ごとにもっている特定の目に見える神の存在を前提として、「私」に対す

る、「公」の神として上位に立つという形をとった。」 

このことは日本における政治社会の形成が原始以来の氏族的な共同体関係の温存のうえになされ、それを

統摂する形でなされたものであり、神の世界の二重構造はこのようにして発生したものであろう。 
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上位に立つ、「貴族が背後にしていた神々は農民たちが個々の集団や地域ごとにもっていた、さまざまな

神を踏まえながら、それを全国的に統轄する神々だったといえる。配下にどのような未熟な神をもっていて

も、それ自身すぐれた観念活動の所産として普遍的性格を保有している。あたかも古代国家完成の時期に仏

教が受容されたのもこうした一定の成熟があったからだろう。しかも仏教も、仏教自身が自分より低次の教

説でも、信仰文化でもそれをあるがままの姿でその意義と価値をみとめ、そのまま自己の体系のなかに統摂

組織しようとする特徴をもっていた。」そこで、仏教がそうした国家社会とそこに生み出された神々の世界

を領導するものとして、貴族たちを中心に受容されたと考えられる。 

仏教は律令国家を護持するための呪術であるだけでなく、律令国家を完成し、維持しなければならなかっ

た貴族たちに対する救いの呪術であり、宗教であった。仏は伝来の神々の上に立ちながら、同時に救済の手

を衆生にさしのべるという姿が当初から存在していたことになる。だからこそ、次第に道昭や行基が官寺仏

教の枠を破って仏教の民間普及に尽力するようになる。この普及よって、昔からの氏族的な生活秩序を解体

し、人々は原始的信仰から脱却する。やがては平安時代には仏教のもつ本地垂迹の論理を拡大し、神は仏が

衆生済度のため仮に神になって現れたものという、日本独自のそれを生み出す。ただし、氏族の秩序が解体

したのちも、農民の自給自足をたてまえとする封鎖的生活はつづき、共同体は地縁や職能縁にもとづき再生

産された。そこで神は特定の集団や地域の神として、その上に中央地方の有力神が層序をもって神々の世界

を構成し、仏によって統摂される形が維持された。平安時代になり律令政府の保護と統制が弱まるにつれ、

有力大社を中心に職業的司祭者の独自の活動が活発になり、その結果中央地方の有力神の勧請が盛んになる。

これらが村の鎮守や家の神棚に公の神として祀られる、しかし、一方台所や寝室のすみなどに逼塞させられ

ても、「私」の神が残ったのは、神についての基本的観念の変化をともなわなかったことを示している。 

 著者は旧仏教、それに対立した鎌倉仏教をとりあげ、双方に「仏と人とのすでに離れがたく結ばれている

絆」があり、「神仏の習合とその常在、仏による神の統摂は単に祖先たちの信仰心の中核に潜在してきただ

けでなく、より積極的に宗教思想の展開の基調ともなる精神的風土の根幹をなしていた」と述べる。しかも

「もともとそれは国家社会の体制と深く結びついたものであった。」として、その上で日本仏教の国家との

関わりを述べる。「仏教が官寺体制のもとから出発したとき、この体制の本質上、律令制府という世俗権力

と教団の自主性、俗権と教権の関わりは当初から大きな問題を孕んでいた。とくに律令制下では僧尼になる

ものの得度、戒を授ける権限、したがって後継者を養成する権限は最終的に律令政府の手に握られていた。」

一般に「近代以前俗権と教権は同じ次元で対立する」のだが「しかし、この国では中世に有力寺院が俗権を

凌駕するほどの勢いになっても王法仏法両輪が妥協として説かれ、ヨーロッパ中世のカソリシズムに対比で

きるような教権による俗権支配の体制は作り出せなかった。」 

 著者は先に家の中の神を「神の世界における二重構造」としたが、更に共同体や国家を考えれば、「日本

の八百万の神々は「土間の神」として私的に祀られる他に火の神、水の神のような自然神、その上に共同体

の結合原理として公的に祀られる、氏神、産土神のような自然神あるいは人間神、そして全体を神政政治的

に統べるものとしての天皇神の三重構造と考えられる。さらにわが国の神々の世界の上には仏の世界があり、

両者は本地垂迹で結びつけられる重層信仰を成立させている。」と述べる。＜生活者､亜インテリ=地方のボ

ス、インテリ、専門家、官僚、裁判官＝より上位の神の託宣とそれらによる配慮、テレビ、新聞、ネット＝

評論家、コメンテ－タ－への重層信仰、情報とし思想の区別なく、己自身を経過しない選択、生活者＝実存

はそこに埋没しインテグレ-ドあるいはパブリック化されない。おれ＝コンサル＝託宣＞ 

こうした伝統から現代の神々がどのようであるかを著者は述べる。「神がむこうからくるものだったのが

こちらから参詣にいくものになり、明治のはじめの神仏分離令によって神と仏とが此の世、あの世のそれぞ

れの管理者という機能分化をはっきりさせた上で、神々が機能神化するに応じて今日の神だのみは個人単位
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のものとなっている。」しかもその「神頼みは露骨な現世利益への要求、恣意的個人的な欲望充足への要求

としてあらわれる。現代においてかえって呪術性が顕在化している。」とみなす。 

 著者は、さらに重大な問題として今日もなお消滅させたとは言えず、復活がはかられつつある明治以降の

国家神道について、「近代社会は理念的には国家と市民社会のけじめを立てるものであるが、日本の近代社

会は未分化のまま融合させてきたといえる。明治以後も一般の人民は天皇を現人神と説かれると、昔の共同

体の神と同じ意識で、スム－ズにそれを受け入れてしまった。これは日本の宗教一般における「受動性」の

ネガティブな評価」と結論付ける。 

 神の啓示 

 著者は巫女の口寄せやカヤカベ教御状が神霊の啓示や託宣であることを述べた後、政治的意味をもった古

代国家の託宣について、「古代律令国家のもとでは日常的に無数の託宣が全国の神々から発せられ、その虚

実の判定は古代律令国家体制のもとでは神々のなかの神の子である天皇を中心とする律令政府の手で行わ

れた。」と述べる。つまり、「律令政府は単に世俗の権力であるだけでなく、全国の神を統御する権能をも保

有していた」が「平安時代になって律令政府の力が衰退したのと並行して神仏の習合が進行し、神の託宣は

仏教教団の管理するところとなった。」「しかも、このころになると託宣よりも個人の信仰生活の告白として

の夢想・夢告が多くなる。神仏の習合は上層支配者たちの個人的な夢想・夢告の類と、庶民たちのあいだで

の託宣という二重の構造によって支えられることになった。」とする。 

 中世においては神明の慈悲が強調され、「この世にあって人びとが異常な事態に遭遇するほど神の霊威は

発揮される。種々の奇跡や頻発される託宣、夢想、夢告の類を契機として人の世のことが神々の世界に投影

され、人の世の徳目がそのまま神の本旨とされることとなった。中世の武家政治の激動のなかに神明のはか

らいを感得し、それをなにより重視するところから神を主とし、仏を従とする反本地垂迹の説さえ現れ、日

本をもって神の国とする神国思想が一般化しはじめた。こうしてたかめられたこの世における神の働きに対

する関心は武家社会の完成につれて儒教の影響もうけいれて定着し、この世のことは神に、あの世のことは

仏にという、神と仏のあいだの一種の分業ともいえる形態を用意することになったといえよう。」 

 ただ、神々の「託宣の虚実」の判定は制度的には仏教僧侶の役割であったが、国家の政治に関係する神々

の託宣の真偽を判定する仏教者そのものは国家の権力によってその資格を与えられねばならないという関

係にあった。日本仏教は明治の神仏分離の際も制度的に政治から一応自由になった今日も、宗教の精神的内

容そのものとしては明治以前からの情勢が続いている。 

  啓示は人間が受動的に受ける、神の意志の人間へのコミュニュケ－ションで、受けた人間の側に発心、

回心、召命などの宗教的現象が発動しなければならない。神と人の出会い、啓示の真理基準として心理性、

社会性、歴史性のおよそ三つの尺度のいずれもが必要であり、それらは相補しあわねばならないのである。

この尺度はたがいに深い関係をもっているけれども、日本の仏教はとくに社会性において欠け、その面をほ

とんど神道にゆだねきった感があった。 

 歴史的キリスト教も真理性貫徹のため多神教徒を都会から村に追いやって異教徒として排撃し、異端の弾

圧を行うなど、仏教とは違った意味でその社会性のありかたに何者か欠けることがあったと、いわねばなら

ない。宗教的な寛容も不寛容もともに宗教の社会的真理基準を普遍性の規模において充足しがたい。ここに

は宗教の権威ないし宗教教団の権力の問題が内包する根本的デイレンマがある。それに悩む必要がないのが

日本の古い村落共同体の神々の宗教であった。そこでは神は集団全体に示現し、神の託宣は共同体そのもの

に与えられる。そこではキリスト教が原理的に切れている個人と集団の原理的分離はない。 

宗教はもともと、機能社会学的にいえば人間存在の根本的な不条理を特徴づける、さまざまな「偶然性」

や「無力さ」や「欠乏」に対応してゆくための基本的メカニズムと考えられる。 
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今日の一般の日本人が切実な宗教的要求をあらわに示さずにすむのは、「文化」と「社会組織」と「パ－

ソナリティ」の世俗化（合理化）が進む過程の中で、それぞれの幸福を享受して、 

不条理の限界点でウエ－バ－のいわゆる「意味の問題」に直面せねばならぬような不幸は免れることができ

ているのであろう。とはいえ、伝統的な共同体の解体と人口都市集中化で、企業や労働組合の官僚的「組織

化」の中で疎外され、孤立化する。その上「組織化」からふるい落とされ、二重に疎外される大衆もいて、

大衆社会のなかでは、孤独はもはや決定的にプラスの価値ではなく、大衆は自分をまるごとインテグレイト

してくれる組織に飢えている。 

 産土神の伝統 

日本の農業の耕作面積は１４世紀以降、特に１５世紀後半から１７世紀にかけて急速に増加している。そ

れは戦国から近世幕藩体制確立にいたる統一政権形成と深い関係にあるが、直接には沿岸デルタ地帯での大

河川の改修に並行する大規模な灌・排水工事や内陸部での溜池・用水路網の整備にもとづくいわゆる平場農

業の拡大によってであった。戦国大名やそれに続く近世大名たちの領国経営の城づくり・町づくりが道づく

りと治山治水事業に発展し、新田開発に進んで平場農業に展開させたから、村々の孤立はこれを境に消滅し

はじめた。こうした歴史過程における、村落がどのように外界と接触してきたかという、社会のコミュニュ

ケ－ションの態様が祖先たちの信仰生活のありかたに重要な関連をもち、特に中世から近世への移行にあた

って、より大きな変化がある。＜山車、財政支出における公共事業優先主義、農業政策＞ 

農業以外の諸職に従う人すべてを職人とよんだが、彼らはもともと村落を巡歴し、旅先で注文をうけて仕

事をする漂泊する生活を営んだ。村がそれぞれ孤立していた時代には、彼らは畏れ憚られ、タブ－視される

存在でもあった。したがって、仏や神を背負って村を訪れた民間遊行の僧侶や神人たちは特殊な霊能者とみ

なされたのも当然で、「聖」なるものの使者として「俗」世界である村を訪れ、村人とは種（くさ）を異に

する広義の職人として、村人の希望する結縁、回向をして、諸種の祈願をなした。こうした関係が維持され

るかぎり、彼らによって、神明の慈悲や衆生擁護の神道が説かれても、村人にとっての神と人との基本的な

関係、したがって神と仏関係ももとのまま維持された。 

店舗商業は京都・奈良に限られ、商人や職人は諸国を巡歴し、相互に孤立した点としての村を結ぶ線であ

った。この点と線によって構成されていた社会を崩しはじめたのが中世後半の動乱であり、戦国につづく近

世幕藩体制であった。各地に出現した城下町・門前町・港町などは周辺の村々を配下にして面の社会を形成

し、近代社会を用意しはじめた。 

この村の孤立性が破れはじめたということは、村落に住んできた人たちがみずから進んで 

外界と交渉をもち、村外へでかけるだけの力を備え始めたことを意味する。伊勢をはじめとする中央地方の

有力社寺は中世を通じて民間遊行の宗教家の手で全国の村々に影響力をもったが、近世には村々から参詣の

旅に出た人たちにより、村の神、村の寺の延長としてその姿を整えたといえよう。 

古代・中世の「点と線」の社会から近世に「面」の世界、明治には「層」の世界に変動した。 

領国ごとに一つの面をなしていた封建時代の仕切りは除かれたが、原理と機能において区別 

されるべき、中央と地方、都市と農村、国家（国民）と社会（市民）、民族と階級が現実政治 

的に中央集権・富国強兵の国家権力による上下関係の中で無理やりに統合されて、多層化した面の社会を作

ったのである。このような近世から近代そして現代への社会変動のなかで産土神はどうなったか。古い自然

村、封鎖的な村落共同体にとって、理念的には、古代のひたすら畏怖すべき神はすべて、中世以降は慈悲深

い神に変貌したが、しかも神々はつねに社会のコミュニュケ－ションの様態を特徴づける「外来性」の性格

をももちつづけた。村にとっての外来の新たな神、普遍神は親しむべきものでありながら同時に油断のなら

ぬものであった。 
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今日産土神の伝統がうすれつつあるが、近代における産土神を考えるとき、伊勢神宮と靖国神社は注視せ

ずにすまない。いずれも国の産土神、鎮守神であり、しかも村々の産土神を統轄する最高の神社として戦前

戦中に果たした役割によって、かえって村々の神様から神聖さと親しさとを奪い去ったとも考えられるから

だ。 

「伊勢神宮は皇室の宋廟、天皇家の氏神である。それは太陽神信仰であり穀霊信仰であって、 

日本の神々のうち最高の普遍神であろう。」だが「明治以前の伊勢信仰は多分に民間信仰的、庶民的な性格

が多かった。」しかし、「明治政府の国家神道政策の中へ天皇家が組み込まれていったのと対応して、伊勢神

宮も民間信仰的な伊勢信仰の対象から国家神道のシンボルへ、その性格を固定していった。」 

家と先祖 

村落における同族組織は本家・分家という系譜関係だけでつながったものではなく、開拓者たちとその子

孫が事業を推進するなかで一族身内を周辺に配置して独立させ、そのことによって構成された生活共同体で

あって、それ自身が一つの家としての機能をもつものであった。したがって同族ごとに行われる祭祀は、ど

の村でも今は形骸化し、衰滅しつつあるが、本来はこのような生活共同体を維持し、確認するものであった

のは明らかであろう。 

 いつまでも個人を記憶し、墓碑を建ててながく供養しようとするふうは近世に入って農民家族の自立がす

すみ、キリシタン禁制とともに寺檀制度が施行され、国民のすべてが仏教諸宗派のいずれかに所属すること

が規定されて、一般化したにすぎない。 

祖先の霊は子孫の繁栄を約束するだけの、没個性的な霊格であるから、しばしば他の神格や仏格と容易に

習合する特質を備えてきた。それだけではなく、同族組織は生活共同体であったから、そこでの祭祀の対象

は、ことさら特定の名前をつけて他と区別する必要のない、祭るものにとっては自明の霊格であるのが本来

のありかたである。したがって祭るものからみて親しい神性といえば神であるとともに子孫を保護する祖先

の霊であり、同族の祭祀はもともとこうして神とも祖先の霊とも判然としない素朴な霊格を祀ることからは

じまった。だからこそ、それはしばしば他の神格や仏格と容易に習合し、それによって代位されてきたと考

えられる。 

封建時代を通じて武士の家族制度が一般に浸透し、近代になって村落共同体が解体し、家の孤立が明確に

なった結果、現在の祖先供養、家庭祭祀は家の私事として相互に孤立してなされる。それに対して、かつて

の村における同族団の祭祀はけっして孤立したものではなかった。その上、たいていの村は数個以上の同族

が集まって構成され、同族の祭りの上に村の祭りがあるという重層的構造をもっていた。同族組織も、村で

は村落の生活を前提として存在してきたのであるから、村としての神祀、村としての祖先祭祀がすべてに優

先していたと考えられる。 

 「家」は原則的に「土地」がその基礎であった。その土地からのさまざまな形での恩恵から 

離れざろうえなかったところに、今日の共同体の解体と核家族の成立がある。現代が核家族になってきたこ

とから、生命崇拝というのが続くとすれば子孫崇拝ともよぶべきものに移って 

いきつつあるという現象がある。他方、祖先崇拝は、日本人の意識と生活の恒常的パタ－ンと 

して続いていくとも考えられる。又、強いて楽観的に言えば古い共同体のタガがこわされたことは、さまざ

まな縁によってさまざまな「開かれた」人為的な共同体を再構成してゆく自由を 

えたことでもある。コミュニュケ－ション手段の拡大は、社会が広がったことを意味し、国家という運命的

なものがかぶさって道は遥かだが、極端に言えば個人と普遍者が直結できるような現実的地盤がつくられる

前段階ともいえよう。祖先崇拝はたんに血縁のそれに限定されずにより普遍化されて、各家の仏壇の中心は

先祖の位牌より普遍的実在としての仏であるという、名前どおりのものになるかも知れない。 
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 死生観 

 この国の信仰はこの世とあの世の連続観を持っており、人の臨終と誕生にあたっての儀式に類似点が多い

のは、これらがこの世とあの世のあいだの関門を通りぬけるからである。 

子どもから若者・娘となり壮年、老年と進む段階ごとに厳粛な儀式があり、それらを多くの仲間とともに

一階梯ずつ踏むのが人の生涯であった。生を支えたものは死の場合とおなじ生活と信仰の共同であり、神人

の不分離はこのような信仰の共同による生死の連続に対応するものであったといえよう。肉体は穢らわらし

い形骸にすぎず、死によって肉体から解放された霊魂は、一定期間を過ぎると、個性を洗い流されて抽象化

された一般霊、祖霊となり、年間定期に祭られるために子孫のもとを訪れる。私たちの先祖は生死を大体こ

のように考えていた。 

村がそれぞれ相互に孤立して存在していた時代には、この世とあの世の境もまた、まことに近いところに

あったが、それが解体しはじめるにしたがって遠くなりはじめた。それは中世以後民間を遊行することが頻

繁になった僧侶や神人たちの参加によってなされたが、その結果道祖神の信仰が仏教と深く結びつくことに

なり、村のはずれにあった賽の河原はだんだん離れてゆき霊山、霊場とよばれるところに設けられるように

なった。 

 存在論的見地から考えると、しだいに個性を喪失して融合単一化するという神道の霊魂観は、元来、霊魂

＝物質観であったと考えられる。「土に帰る」というアニミズムの観念である。およそ、生と死の連続観か

らは、霊魂の独立性、超越性は維持されにくく、霊魂と物質との区別原理が成立しがたいのである。 

祖先崇拝と、この世とあの世の交通を肯定する日本の宗教は死者の霊魂のあの世での浄化を、生者がこの

世から援助できる。死者の霊魂は自力によってではなく、仏の他力のみならず子孫からの他力によっても浄

化され「成仏」する。この考え方は日本の宗教の特異なところで、それゆえこそ日本人にとって死は親しい

ものであった。＜祟りではなく、追善、廻向、お盆におめでとうございます、の挨拶＞ 

仏教は本来個人の解脱と救済普遍宗教である。生の根源の罪の自覚によって普遍の実在を教えるキリスト

教とは異なり、老・病・死の無常性の自覚によって普遍の実在を教える「死」の宗教である。しかし日本の

仏教は普遍主義よりも、つねに国家主義に傾斜し、体制順応的性格をもってきた。このことが直接間接的に

葬式仏教を、多分に惰性的因襲的な、「国家」に連続するその社会単位としての「家」の宗教に堕落させて

きた。 

終章 国家・科学・宗教 

 「信仰」によって「聖なるもの」に関わる「限界状況」での人間あるいは人間集団の経験が宗教である。

しかし、結局、宗教的民俗についてのさまざまな問題を一貫して収斂する根本の問題は、デユルケ－ムのい

う「聖性」と「世俗性」との関係であったといえる。現在重い意味をもってひびく「世俗性」は国家と科学

のそれであろう。国家は私たちの社会生活における最大の問題であり、科学は私たちの文化における最大の

問題である。 

 そこで、筆者は国家と宗教の問題を「わが国の古代・中世の教権と政権」をめぐって、ヨーロッパでのカ

トリシズムの成立と比較しつつ論じる。 

「官寺仏教である奈良旧仏教の神政国家においては政治的統治者が神であり、宗教の原理と国家の原理は

区別されない。しかし、平安仏教の鎮護国家の教説では、国家は一応国家以外のものによって鎮護され、宗

教の原理は国家の外の原理である。だが、この論は宗教の超越性を 

希薄化し、俗権との力関係によってそれと無原理的に密着し、現実政治的には宗教の原理と国家の原理の区

別は成り立ちがたかった。中世における神国思想でも、国家は宗教によって「鎮護」されるが、この場合、

鎮護される根拠は国家それ自体神聖な宗教的存在だからであるとされ、奉仕するのは宗教の側であって政治
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の側ではないという奇妙な結果になっていった。 

結果として、幕府側、貴族政権側、それぞれの論者の政治的立場と時点の相違で同じ神国思想が正反対の

イデオロギ－的根拠として使われた。 

 つまり、神国思想では歴史哲学は成り立ちえず、「神道不測」なることばは、それの無論理性、無原則性

を陰薇する常套語であったともいえる。これがまさに神国思想の本質であって、 

このいわば無思想なる神国思想が近世になっては儒家神道、国学者の復古神道にもあらわれ、 

やがて明治以来の国家神道となって全国民に弾圧を加えてやまなかったのである。宗教と国家が否定性を媒

介せずに一元化すればどうなるかを日本の神国思想は露呈したのである。 

 近代国家としての明治政府に対して自由民権運動の高騰を背景に神仏教導職が廃止され、任免権が各宗派

官長にゆだねられ教権の俗権からの独立要求が実現したことになるはずだったが、僧侶が俗性をもち徴兵令

に服さねばならない前提条件がついた。又、政府はあらかじめ神社神官を教導職からはずし、神社神道を教

派神道とは別の国家神道として確保した。これが「神社は宗教ではなく道徳である」という口実によって、

伊勢神宮を最高に全国すべての神社を社格によって統合した「天皇教」であった。 

 国家は自然でなくて人為のものであり、宗教は国家内在的であってはならない。宗教と国家が神の国と地

上の国として対立し、個人が国家と悲劇的葛藤にくるしまねばならぬとしても、 

宗教は国家および政治からの超越性を本質的なものとして確保しなければならない。つまり宗教は国家理由

にたいする批判的視点を維持し、またはぐくみうる原理でなければならない。 

 西洋近世の思想は新たな科学的自然の発見から出発している。それはいわゆる「目的原因」を排除し、も

っぱらそれを「作用原因」の体系とみるところにある。ウエーバ－のいう「没価値性」の原理の上で数量的

自然像をとらえ観察と実験によってその一般的法則を定立することが科学の一般的性格である。しかも、知

覚的・性質的世界をこえた客観的法則的自然の発見は、 

逆に、知覚の主体性・人間的価値性の自覚、したがって意識ないし精神の発見をもたらした。その結果、近

世の現実は、自然と精神との二極にかつてなく分裂したのである。いわゆる「擬人観」からの脱却による科

学的自然の成立と、自覚的精神の確立とは相即する。 

 わたしたちは、もはやこのような科学的自然観を否定できない。機械文明の深刻な弊害にたいして、ふた

たび近世以前の「生きた自然」、有機的自然観に回帰したいという浪漫主義が、さまざまな形で主張される

ことが少なくない。しかし、それは根本的には問題の回避でしかありえない。他方、いわゆる文化主義、啓

蒙主義の自然観は、科学的自然の人間否定的な面を無視するものである。科学的自然が没価値的人間否定的

であるということは、人間のほうからいえば、その自己否定、「禁欲」によってこそ近世自然科学は成立し

えたことを意味している。＜喫煙害を筆頭とする人の物化によるマスコミの科学的を標榜する健康、長寿圧

力＞ 

 １６世紀のプロテスタント宗教改革における人間の神にたいする自己否定と対応するものが、科学者たち

の自然にたいする自己否定であった。近世科学成立の地盤そのものに一種の宗教的精神が内在していた。＜

宇宙を一原理とする物理学、光速の絶対化による世界の相対化＞ 

西洋近世の自然観が古代以来の擬人観を脱却して機械的自然を定立したことは、自然からの精霊・霊魂を

追放したことを意味している。自然は魂を内在しているものではない。内的生命的な目的性をもたない外的

機械的な因果性の体系、これが近世の宇宙であり自然である。 

アニミズム的宇宙観は魔術的信仰と結合している。もし人間が、自然物がアニマをもち、まったく気まぐ

れな意思で動くと信じているとすれば、自然を自分の利益になるように強制するために呪術を行って操縦す

るか、諦めて自然のなすがままに翻弄されるかであろう。自然やアニマに意志はなく、それはもっぱら人間
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のみの性質であると考える態度が現れるまでは、自然にたいする科学的技術的な態度は不可能である。アニ

マを追放することによって自然は客観的法則的になる。唯一の神の「理性」あるいは「意志」が自然界を統

制すると信じることで、自然は体系化される。 

 仏教にも神道にも犠牲儀礼の認められないことは特徴的だが、奉献儀礼が前提しているものを考えると、

神仏習合した仏教が多分にアニミズム的、多神教であることは、いうまでもない。 

「山川草木悉有仏性」という仏教が科学的自然観と両立しうるためには、よほどの新工夫が要求されるであ

ろう。 

 科学的自然観と両立できるのは普遍宗教である。その神は普遍神であり、自然界からの超越神（人格的唯

一神）ないし自然界の全体そのもの（汎神論の神）でなければならない。＜手塚治、火の鳥、コスモゾ－ン

＞ 

 西洋の思想史で、「理性」や霊魂は不死であるとするのに対し、わが国の固有神道さらに仏教の祖先崇拝

における霊魂は、どこまで霊化されているかアイマイであり、また個別的霊魂 

であるようにも普遍的霊魂であるようにもみえるとうアイマイさをも含んでいる。それをどこまで普遍化し

うるかは、むしろ、これまでの「家」の宗教からどこまで脱却するかの社会的 

条件に左右される問題であろう。 

 私たちをとりまく自然や社会の事実がどのようなものであるかを知り、そこでどう生きればいいかを選ぶ

―この存在の問題と価値の問題とを究極のところで統一的にとらえるものが宗教＝世界観である。この世界

観の問題において、私たちの「存在」は「科学」および科学的技術によって、ほとんどその底から規制され

ている。科学はいわゆる没価値性ないし禁欲という意味でのニヒリズムにおいて成立すべきものである。ま

た、私たちの「価値」的生活の領域に 

おいても、人間的価値の体系の並立あるいは衝突、つまり価値の相対性がいよいよあらわとなった現代は、

価値選択の基準にかんする懐疑論という意味でのニヒリズムによっても私たちは支配される。この二重のニ

ヒリズムのなかに現代の人間はいる。そして「政治がわれわれの実存の各瞬間に突き当たってくる。にもか

かわらず、われわれは自己の体験をひとつの理論像に 

総合化できない」私たちの「価値」的倫理的生活をまるごと左右しかねまじいものが「国家」である。どの

普遍宗教もいまだ現実的全体的に国家を超えていない。それを行うのは個人の「実験的宗教」であるほかな

いようにみえる。人間の倫理が普遍の見地をめざすならば、少なくとも地球国家における自己の処生（？）

で問題を考えなければならない。＜日常の思想＞ 

 宗教は本質的に普遍宗教でなければならない。原則的には国家や民族を超え政治を批判できるものでなけ

ればならない。その意味で宗教は政治的にはユ－トピア的ないしアナ－キズム的 

傾向を持つはずである。そうであればこそ「制度」としてできあがっている政治的社会的な規範を批判的に

調べる価値基準をあたえることができるのである。 

 宗教が普遍宗教でなければならぬとすれば、いま日本の宗教は一種の宗教改革を行っているである。しか

も、この現代日本の宗教改革は文化と社会の大規模な世俗化という逆説的な道に 

よって行われているのである。大衆社会状況の中で平準化した「孤独な民衆」は、やがて精神的な共同体を

希求し待望するにいたり、さまざまな新興宗教が発生している。それは特殊な民族宗教の段階にとどまるこ

とはできないであろう。 

しかし、今日の文化と社会の変化のはげしい動きのなかに、変化しにくいいわゆるカルチャ－コアあるい

は宗教生活の恒常的なパタ－ンを認めることも可能であるかもしれない。集団生活（俗生活）と個人生活（聖

生活）との間で隔離の線を引くより、集団生活そのものを二分して、祭りの生活（聖生活）と仕事の生活（俗
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生活）とに区分することでエネルギ－を回復してきた、いわゆるハレとケの交替という生活のパタ－ンは、

日本民族にとって将来ともに変化しにくいように思われる。また、たとい「家」が解体して核家族化しても、

日本人の祖先崇拝はその宗教意識のコアとして機能し続けるかもしれない。 

 ＜散骨埋葬した時の位牌どうするのかな、遺影 ？＞ 

 ＜～ではないだろうかの多用の意味、民族学というのは解釈学なので仮説表現なのか、社会科学を意識し

ているのか、産業、生活の在り方と秩序形成＝政治制度と宗教をからめる方法は＞                 

 

おわり   


