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モロさんの“歴史よもやま話”…第４弾！ 

 

日本神道…豆知識 

2004年 1月吉日 諸岡忠至 

                                                2006年 4月・一部追加・改定 

地元神社の氏子総代を２年間努め、今年１月６日に任期満了となった。  

この貴重な経験を活かし多くの人に日本神道を理解して戴きたいと願い『神様の世界』を私なりの視点でまとめ

てみました。殆どの方は、正月にどこかの神社に出かけ「初詣」されていると思いますが、下記を一読され参考

にしていだだければ幸いである。  

 

  ＜主な内容＞ 

・日本神道とは…古代の人々の信仰は自然崇拝であった！ 

・神社の社格について…神宮、宮、大社、社、神社の違い！ 

・御神体の謎…勾玉・鏡・剣がなぜ御神体となったか！ 

・穢れと清めについて…榊の枝、清めの塩、玉串奉奠、狛犬とキツネの意味 

・天皇と宗教・・・天皇と「神」、天皇と「仏」 

・明治維新後の天皇家…明治天皇の肖像画秘話、天皇家の紋章…菊と桐のいわれ 

国旗(日の丸)、国歌(君が代)、バンザイ三唱…誕生秘話！ 

 

＜日本神道とは…！＞ 

日本は、自然風土に恵まれた美しい国で自然の中にあらゆる生命を育み、豊饒(ほうじょう)や繁栄をもたらす

生成力を認めてきた。そしてさまざまな自然現象に神々の恵みと働きを感じとり、神社を創建し神々をお祀りし

信仰してきた歴史がある。 

 

神道の信仰は、日本人の生活の基盤であった稲作農業との関わりの中で、その形式が整えられ体系化されて

きた。日本神話では『稲米は皇室の先祖である天照大御神が私たちの先祖に授けられた…』と伝えている。ま

た日本国の古名は『豊葦原瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに) 』といい、稲穂が豊かになる国と称え、日本人に

とって稲作は神々から授けられた神聖な営みであった。 

伊勢神宮を初め全国の神社では、神々の恵みに感謝を捧げ稲米の豊作を祈り感謝する行事として、現在も御

鍬祭(みくわさい)・神嘗祭(かんなめさい)・新嘗祭(になめさい)、そして天皇陛下の皇位継承のときは大嘗祭(おおなめ

さい)といった伝統ある神事を毎年行っている。 

 

古代の人々の信仰は自然崇拝であった。生活形態が狩猟から農耕といった安定した経済基盤となり、社会形

態が家族から「氏」「村」といった地域的、血縁的結合による共同体へ発展していくに従い信仰もまた個々のも

のから共同体のものへと移行していった。 

村の集まりが一つの国として統一されてくると、神社もまた国家的祭儀を行うよう制度化されたのは飛鳥時代

の大化の改新(645年)の頃である。 

 

奈良時代の律令制度(681 年)による国家体制が施行されると、各地の神社に国から祭儀のとき供物が献納さ

れた。延喜５年(905 年)、醍醐天皇の勅令により藤原時平によって編纂された律令法典の一つに「延喜式」とい

うものがある。この法典は五十巻から成りその九、十巻を『延喜式名帳』といってここに収録されている神社の

ことを『式内社(天白社) 』と呼ばれ最も古い神社である。 

＊三重県には当時の延喜式神社が 253座あり、我が菰野町には 4座残っている。その一つに私が氏子総代をしていた 

地元の多比鹿神社(たびか)がある。千余年を誇る由緒ある古い神社を抱えている我が地域を誇りとしたい。 

 

日本神道は自然を媒介として神と人間が結ばれた日本固有の民族宗教で、教祖もいないし崇拝する偶像も厳

しい戒律もない。更に難解な法典やバイブルも存在しない極めてシンプルな宗教と言える。 
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自然崇拝を基本として天地自然の姿、天地の運行こそが神道の原理であり原点となっている。 

神社に祀られている神々は、日本神話に登場する八百万(やおよろず)の神々で「古事記・日本書紀」に詳しく描

かれている。日本国には現在も 260余の神々が祭神として各地の神社に祀られている。  

 

日本神話に最初に現れる神は天之御中主神(あめのみなか ぬしのかみ) である。そして多くの神社に祀られ 

ているのが日本列島を造ったとされる伊邪郡岐(いざなぎ)と伊邪郡美(いざなみ)の夫婦の神様(夫婦)である。  

また皇室の先祖で伊勢神宮の祭神となった天照大御神(あまてらすおおみかみ)と勇猛果敢で知られた弟の須佐 

之男命(すさのおのみこと)は伊邪郡岐の御子である。 出雲大社の祭神となっている大国主命(おおくにぬしのみこ 

と)は須佐之男命の御子である。これらの神様は、日本国を造った神様として全国の殆どの神社に地域の氏神 

様と一緒に合祀され崇拝されている。 

 

一方科学が発達していなかった古代は、ときの権力者がもっとも恐れたのは怨霊と祟りであった。 

歴史に名を残した多くの権力者は、大勢の人を抹殺しその犠牲の上に権力を手中に納めている。 

そのため怨霊と祟りを恐れ、殺した相手を神に祀り上げて神格化し、鎮魂のため神社仏閣が創建されて 

きた歴史がある。  

 

＜神社の社格…神宮・宮・大社・社＞ 

日本人の信仰は人々の生活の中で培われ、神々への祈りによって支えられて神社が創建された。 

神社は地域の崇敬を集め、お祭りを通して地域の発展と人々の繁栄が祈られてきた。 

神社の原始的な姿は樹木(神籬・ひもろぎ)や岩石(境・いわさか)でできており、次第に拝殿や本殿のような社殿

が造られるようになった。 

また神社には社格のようなものがあって、○○神宮(伊勢神宮ほか)、○○宮(大宰府天満宮ほか)、○○大社(出雲大

社ほか)、○○社(神明社ほか)、○○神社(一般の神社ほか)などの社号に分けられている。 

 

○○神宮… 

日本国を造ったとされる神様をご祭神とし、古代から皇室と深いつながりを持つ歴史ある神社。 

・伊勢神宮(三重)…皇室の先祖・天照大神を祭神とし全国にある八万余の神社の頂点となっている。 

・熱田神宮(愛知)…皇室の宝である「三種の神器」の一つである草薙の剣が鎮座されている。 

・鹿島神宮(茨城)・香取神宮(千葉)…古代から国家鎮護の神として皇室との繋がりの深い神社。 

＊「出雲の国譲り」の神話で有名な鹿島神宮の祭神・武甕槌命(たけみかづちのみこと)、香取神宮の祭神・経津主命(ふ

つぬしのみこと)は、国家統一を願う天照大神の命を受け出雲の大国主命(おおくにぬしのみこと)に武威を示して服従

させるなど、日本国を平定した神様として皇室の崇敬と信頼が篤い神社である。 

歴代の天皇陛下は正月元旦(早朝)に、東方を向いて両神宮に礼拝されるなど格式の高い神社でもある。 

天皇を祭神とする神社で明治時代以降に創建された神社！ 

・平安神宮…都が東京に遷都された後、京都の復興を願って都を奈良から京都に遷都した桓武天皇を祭

神としている…明治 28年に創建された。 

・明治神宮…近代国家の礎となった明治天皇と皇后を祭神としている…大正９年に創建された。 

       ＊後の頁で詳しく説明しました。 

また戦後になって特に御聴許を願い出た上で改称した神社！ 

・北海道神宮…蝦夷地と呼ばれていたが明治２年北海道と命名され、北海道の開墾開拓・発展の守護神

として明治４年札幌神社として創建された。また昭和 3９年に明治天皇を新たに祭神として合祀し

て北海道神宮と改名された。 

・英彦山神宮…福岡県田川郡にある神話と伝説で有名な山中にある古い神社 

 

 

○○宮… 

神仏習合時代に成立した呼称で、皇族(親王)や歴史に名を残した人物を祭神としている例が多い。 

・八幡宮…大分県宇佐市に鎮座する宇佐八幡宮(一般的には応神天皇を祀る)は、源氏の源義家(八幡太郎義家)が
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京都の石清水八幡宮で元服したことが縁で源氏の氏神となった。その後源頼朝が鎌倉に鶴岡八

幡宮を創建したため、八幡宮は武家の守護神となり全国に勧誘され約 14,800社ある。 

・天満宮…学問の神様といわれる菅原道真を祀った神社の宮号で、大宰府天満宮、北野天満宮がある。 

また天神社とも呼ばれて全国に約 10,300社ある。 

＊菅原道真は文章博士に任ぜられ右大臣まで努めたが、讒言により都を追われて九州大宰府に左遷され、903 年

59歳で亡くなられた。その墓所に建てられたのが大宰府天満宮である。 

また道真公が亡くなられた後、都ではいろいろな異変が起り、これらの災いを治めるために道真公を手厚く祀った

のが京都にある北野天満宮である。 

 

・東照宮…東照大権現・徳川家康を祭神としているもので日光東照宮、久能山東照宮がある。 

     ＊家康は 75 歳で亡くなったが『遺体は久能山に、葬儀は上野の寛永寺で、位牌は故郷の大樹寺へ、一周忌が過ぎたら

日光に堂を建てよ…関八州の守り神とならん』と遺言した。久能山東照宮は家康の遺言により二代将軍・秀忠によ

り創建され、その後日光にも東照宮が建てられた。現在のような壮大で華麗な姿に大改築したのは三代将軍・家

光の時代で、その背景には三代の将軍に仕えた天海大僧正の助言があった。 

・鎌倉宮…後醍醐天皇の皇子・護良親王を祭神とし、明治２年、明治天皇によって創建された。  

＊護良親王は朝廷政治の再興を目指し、父や足利尊氏と共に鎌倉幕府打倒に尽力したが、 

後に足利尊氏と対立し殺害された。 

 

○○大社… 

かつての官国弊社制度(平安時代に制定された神社制度)では出雲大社だけが「大社」を認められていた。 

その後春日大社、諏訪大社、住吉大社、三嶋大社、富士山本宮浅間大社などがこの呼称を認容された。 

「大社」の基準としては、全国に多数ある同名の神社の中で宗社にあたる神社で、旧社格が官幣大社か国幣

大社であることが基準とされている。 

＊官国弊社制度…国から幣が奉られる神社を官幣大社、地方の国司から奉られる神社を国幣大社と分けられていた。 

・出雲大社(島根)…出雲の国は「神の国・神話の国」として知られているが、祭神は須佐之男命(すさのおのみこ

と)の御子といわれている大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀っている。また大国主命は「大黒さま」と

して親しまれ国土を開拓し国づくり、村づくりされ殖産、医薬、縁結びの神様ともいわれている。 

・春日大社(奈良)…春日大社は奈良時代(768 年)に四柱の神殿が創建された由緒のある神社で、朝廷政治の

重要な役割を担っていた名家である藤原氏の氏神様でもある。 

    四柱の神様は、第一神殿に鹿島神宮の武甕槌命(たけみかづちのみこと)、第二神殿には香取神宮 

の経津主命(ふつぬしのみこと)、第三殿に地元・藤原氏の氏神様で天児屋根命(あめのこやねのみ 

こと)、第四殿に大阪府の枚岡神社から比売神(ひめがみ)の神様をお迎えし、大和朝廷の安泰を 

祈って藤原氏の血を引く女帝・称徳天皇の勅命により創建された壮大な神社である。 

春日様を祀っている神社は約 3,000社ある。 

 

○○社…この称号は、大きな神社から御祭神を勧請した神社に用いられ、神明社(中世以降、伊勢神宮の神霊を祀

った神社)や天神社(学問の神様とされる菅原道真を祀った神社)などがある。 

 

こうした社格も現在では廃止され、神社本庁では特級社、１級～５級社に区別し指定公認している。 

 

＜神仏習合＞ 

西暦 522年頃(飛鳥時代)、伝来した仏教は大和朝廷の後ろ盾を取り付けて国家宗教への道を開いて、既存の神

社境内に神宮寺という形でお寺を創建して行った。そして神様の名称についても、八幡神を八幡大菩薩に、熊

野神社に熊野権現を付けるなど、神と仏の習合を進めていった。 

 

 

＜神仏分離＞ 

江戸中期頃、多すぎる寺院へのお布施負担に民衆が耐えられなくり、また膨大な寺社私有地の奪還を図るた

め、寺院廃毀令が出され寺院の見直しの風潮が各藩で実施された。 
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明治元年(1868年)、神道国家体制を進めるため、廃仏毀釈による『神仏判然の令』が出されて、神社では仏像

を神体にしない事、神社と寺院は行事を兼任しない事などが、布告され仏教は次第に排斥されていった。 

 

＜全国ネットの○○神社…＞ 

稲荷神社…稲荷の語源はイネナル(稲成)と言う意味で、稲の生成化育する様を表わし神様が稲を荷われたこ

とから稲荷と呼ばれた。お稲荷様を祀る神社は最も多く全国で約 20,000社近くある。 

住吉神社…海岸や川口に近い所に鎮座されており、古くから海上守護神として漁業や海運に携わる人達に篤

く信仰され約 2,000社ある。大阪にある宗社・住吉大社は海の神様ともいわれている。 

諏訪神社…お諏訪さまをお祀りする神社で、古事記によると天照大神の子孫が地上に降りて来られるときのお

使いの神であった。信濃国(長野県)の諏訪大社が宗社で全国に約 6,700社ある。 

金刀比羅宮(ことひらぐう)・琴平神社…香川県琴平町にあり「讃岐の金比羅さん」として親しまれている。 

    祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)と大国主神(おおくにぬしのかみ)が祀られ、金比羅さんを祭っている神

社は全国に約 2,000社ある。 

八坂神社…京都の祇園祭で有名な神社で祭神は須佐之男命で、全国に 3,000社ほどある。 

恵比寿神社…神話によるとえびす神は蛭子神(ひるこのかみ)とも言われ、日本列島を造った伊邪那岐(いざなぎ)と

伊邪那美(いざなみ)の二神の最初の御子とも言われている。また商売の神様として親しまれ全国に

約 1,500社ある。 

 

＜各地域にある氏神神社…＞ 

氏神様とは…一族が共同でお祀りする神様(血縁的な神様)のこと。 

今日では地域の人々の暮らしをお守りしてくれる神様の事をいう。また氏神様をお守りしている地域の人を氏

子(うじこ)と呼んでいる。 

地方では地域の神様のほかに、山の神や水の神、さらに有名神社の神様を多数合祀している神社が多い。 

 

＜神社の建築様式＞ 

神社の建築様式には、神明造り(伊勢神宮・三重)、大社造り(出雲大社・島根)、春日造り(春日大社)、 

流造り(加茂御祖神社・京都)、権現造り(大阪天満宮・大阪)などがある。 

 

＜御神体…穢れと清浄＞ 

＜神様の御神体とは…＞ 

お寺にはご本尊(仏様)があるが、神様ご自身は物質的な姿形をされていないのでその姿を見ることはできない

ため偶像といわれるものは存在しない。しかし人間は目に見えない神様を具体的な物を通して礼拝したいと考

えるようになった。古代は自然崇拝であり、大きな樹木や岩石などに神秘的な何かを感じて神様がお宿りにな

っていると考え御神体として礼拝してきた。 

その後、古代中国(約 2000年前)から鉄器や青銅器など金属製品や勾玉(まがたま)、宝石などが入ってきた。 

代表的な物に皇室の三種の神器とされている剣・勾玉・鏡などがあり御神体とされるようになった。 

これらは中国社会ではあくまでも生活を楽にする道具でしかなかったが、日本では今までの自然造形物に変わ

って文明の利器に対し神秘的な霊的存在を感じて神様が宿る御神体となった。 

・勾玉（まがたま）…美しく光輝く玉は魂と同じで霊魂の対象となった。 

・剣…剣は驚くべきその切断能力に穢れを切り裂く力が込められていると信じられた。 

・鏡…青銅製の鏡はその澄みきった様子が神霊そのもので神様の象徴とされた。 

多くの神社には青銅製の鏡が御神体として置かれている。神霊は白熱の太陽のように光輝く存在として捉えら

れ、光を受けて輝き磨き込まれた一点の曇りもない鏡に、神とはこのようなお方なのだと想像されたと考えられ

る。 

 

神道では穢れ(けがれ)をもっとも嫌い、 清らかな状態の清浄を尊いとする伝承がある。 

古代日本人の感性では「穢れているか…、清らかであるか…」が価値判断の大きな基準であった。 

特に死は最も重大な穢れとされていた。何故ならこの世で美しいとされているものの多くは生きているからこそ
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美しく輝いている。死が訪れるとその生命活動を維持していたすべての組織が撲滅され、容姿を変貌して崩れ

させてしまう。美から醜へと極端に変化するがこれは穢れであると信じられていた。 

こうした穢れを祓いに祓い、清めに清めて光輝く姿に立ち返らせるのが神道の作法とされている。 

「お祓い」…「穢れ」を祓うと言うことだが、神道では「みそぎ」と言う言葉もあるように「身を浄める（清める）」という 

儀式は、大変重要なポイントとなっている。 

 

＜大麻(おおまさ)…お祓いの道具＞ 

祓串(はらえぐし)と言われ、木の棒に幣(へい)と呼ばれている折り目をつけた和紙（美濃和紙）を重ねたものと常 

緑樹の榊の枝を切ったものと二種類ある。どちらも幣を麻紐で取り付けられるが、麻には穢れ祓う力があると 

信じられてきた。 

 

＜清めの塩＞ 

古事記によると「横泉の国」から来られて日本列島を造った伊邪郡岐命(いざなぎのみこと)は、心身に異常な穢れ

を感じた。「塩」には特別な力があると考えられ筑紫の日向で海水を使われ「みそぎ」をされた…と記されている。

以来、塩はこの故事に習って清めの塩となった。 

 ＊国技となっている大相撲は土俵で塩を撒いているが、土俵は神聖な戦い場所とされ地中の邪気を祓い土俵を清めるために

塩を撒いた。このように神道の禊祓（みそぎはらい）の形式(塩・水・紙)を取り入れたのは江戸勧進相撲が公式に認められ、

組織制度が整った元禄年間(1688～1703年)の頃と言われている。 

 

＜玉串奉奠＞ 

神道では榊(さかき)の枝で御祓いし玉串奉奠をしているが、この玉串とは人間の魂と神様の魂を一つに結ぶ串

だとされ、目に見えない心と心を結ぶことが玉串奉奠の意味とされている。 

 

＜音霊信仰＞ 

神道信仰の中には音霊(おとだま)信仰もあって、澄んだ鈴の音は人間の気持を安らかにし癒してくれる作用が

あると信じられ鈴の音色が尊重された。 

 

＜神社と狛犬…稲荷神社と狐の関係＞ 

狛犬（こまいぬ）… 

狛犬は「高麗犬」「胡麻犬」とも書かれているが、神社の入り口や拝殿の前に飾られている。狛犬の原形はイン 

ドにおけるライオン像で中国～朝鮮を経て日本へも渡来し、神様の守や魔よけのために設置された。狛犬は一 

般的に二匹で一対となっており一方は口を開け、一方は口を閉じているがこれは「阿吽（あうん）」を表現してい 

るようだ。 狛犬は由緒ある歴史を持っている伊勢神宮、熱田神宮、出雲大社などには設置されておらず、こう 

した事から狛犬は外来ものでかなり後世になってから普及されたと思われる。 

 

稲荷のキツネ… 

古来日本では、山や森、樹木や岩石に神様が宿るとされ御神体としてお祀りされていたが、動物にも神様との 

関わりを認め神意をお伝えする使者として動物信仰も展開された。 

その代表格がお稲荷さんの狐(キツネ)である。稲荷神社の御祭神は「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ) 」で別

名を「食稲魂神」とも言われている。「宇迦」とは「食(うけ)」の意味であり、食料をつかさどる稲の生育を守る神

様であった。狐が稲荷神社の使いとされる理由は、御祭神の別名である「御饌津神(みけつのかみ)」の文字を

三狐神(みけつのかみ)と記したことにあるようだ。 

狐(キツネ)は昔ケツネと呼ばれていたが、古代は集落近くに狐がたくさん住んでいて私たちの先祖がその生活

の中で接することが多かった身近な動物で稲荷神社の使者としての信仰が定まったと思われる。 

神の使いとし信仰された動物には、ウナギ（三島神社）、ハチ（二荒山神社）、ウシ（天満宮）、ヘビ（出雲神社）、

オオカミ（三峰神社）、イノシシ（愛宕神社）、ハト（八幡宮）、サル（日吉神社）、シカ（春日神社）他にもキジ、ライ

チョウ、カメ、タネキ、オオカミなど祀った神社がある。 
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＜鳥居＞ 

神社の入り口には必ず「鳥居」が建っているが“ここから先は、神様をお祀りしている神聖で清らかな場所であ

る”ことを意味している。 

 

 

＜天皇家と宗教・・・天皇と「神」「仏」＞ 

「日本神道」の源流は、弥生時代から古墳時代の共同体的な『呪術的宗教』であった。 

その後、大陸から流入してきた中国の「道教」の要素が、古来の神祇信仰に深く浸透していた。そして六世紀半

ばに新しく大陸から入ってきた「仏教」は、奈良時代の初めころまでは神道とは殆ど交流がなかった。 

仏教と神道との交流は、奈良時代に、苦しむ神を救うため、神社近くに『神宮寺』を建てることから始まったとさ

れている。 日本古来の土着の『神祇信仰』と中国から導入された『仏教信仰』を合体させ、一つの信仰体系と

して再構成された信仰が『神仏習合』であった。  

天照大神の子孫と言われている天皇自身も、深く仏教に帰依し法皇（ほうおう）と称して、壮大な寺や大仏を建立

した。また江戸時代末期までは天皇家の行事や葬儀はすべて『仏式』で行われていた。 

こうした「神」と「仏」が一体となっていた神仏習合時代は、江戸幕府が倒れて王政復古の号令が発せられると、

天皇の権威を『神武創業ノ始』にもとづくと称して、日本固有の「神」に対する崇敬を強調された政策、『神仏分

離』などが次々と打ち出された。 

そして「廃仏稀釈運動」も起こって、神道を国教化する政策つまり『国家神道』へと結びついていった。   

その後、天皇家でも仏式を廃し、宮中の行事はすべて『神式』で行われるように変更された。 

 
１）天皇家と神仏習合時代 

●日本独自の宗教…神仏習合！ 

仏教伝来の当初、仏は蕃神 (からかみ) として日本の神と同質の存在として認識された。 

日本で最初に仏を祀ったのは尼であるという記録があるが、これは巫女が日本の神祇を祀ってきたというのを

そのまま仏にあてはめたものだと考えられている。  

＊蕃神（からかみ）… 

外国から来た神とされるものは、主として朝鮮・中国から帰化した人たちがもたらした神で「蕃神（からかみ）」と呼ばれた。 

『日本書紀』に「方今改めて蕃神を拝す、恐らくは国神の怒を致さん…」とあるが、この蕃神は仏陀のことで、蕃神をトナリノクニ

ノカミと呼んでいる。 蕃神を祀った神社には、杜本神社・許麻神社・坂上神社・辛国神社などがあり、その数も少なくない。 

 

当時の日本人が、仏は日本の神とは違う性質を持つと理解するにつれて、次には仏のもとに、神と人間を同列

に位置づけ、日本の神々も人間と同じように苦しみから逃れる事を願い、仏の救済を求めるという認識がされ

るようになった。奈良時代後半、伊勢の豪族・氏神の多度大神が、神の身を捨てて仏道の修行をしたいと託宣

したという記録が残っている。他の諸国の神も 8 世紀後半から 9 世紀前半にかけて、仏道に帰依したいとの意

思を示すようになった。こうして苦悩する神を救済するため、神社の近くに寺が建てられ神宮寺となり、神前で

読経がなされるようになった。 

こうした神々の仏道帰依の託宣は、そのままそれらを祀る有力豪族たちの願望であったと考えられる。 

社会構造が変化し、豪族らが単なる共同体の首長から私的所有地を持つ領主的な性格を持つようになるに伴

い、共同体による祭祀に支えられた従来の神祇信仰は行き詰まりを見せ、私的所有を自覚するようになった豪

族個人の新たな精神的支柱が求められた。 

それに答えるように雑密を身につけた遊行僧が現われ、神宮寺の建立を進めたのだと思われる。 

まだ密教は体系化されていなかったが、その呪術的な修行や奇蹟を重視し世俗的な富の蓄積や繁栄を肯定す

る性格が神祇信仰とも折衷しやすく、人々に受け入れられた。  

 

こうして神社が寺院に接近する一方、寺院も神社側への接近を示している。 

8世紀後半には、その寺院に関係のある神を寺院の守護神、鎮守とするようになった。東大寺は大仏建立に協

力した宇佐八幡神を勧請して鎮守としたが、これは現在の手向山八幡宮である。ほかの古代の有力寺院を見

ても、興福寺は春日大社、延暦寺は日吉大社、金剛峰寺は丹生神社、東寺は伏見稲荷大社などといずれも守
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護神を持つことになった。 この段階では、神と仏は同一の信仰体系の中にはあるが、あくまで別の存在として

認識され、同一の存在としてみるまでには及んでいない。 

この段階をのちの神仏習合と特に区別して神仏混淆（しんぶつこんこう）ということもある。 

数多くの神社に神宮寺が建てられ、寺院には神社が建てられたが、それは従来の神祇信仰を圧迫することなく

神祇信仰と仏教信仰とが互いに補い合うかたちとなった。  

 

このように仏教と神道の交流の中から、伝統的な宗教意識の基礎が生み出されて行く過程で、最澄と空海が

果たした役割は非常に大きなものがあった。中国で生まれた密教は、インドの古来の神々を吸収しながら成立

したもので、日本に伝来した密教も古来の神々を吸収して、いわゆる神仏習合を生み出していった。 

こうして密教の呪術的な修法は、人々の恐れた怨霊を鎮めるのに大きな力を発揮し、朝廷や貴族社会にも広

まっていった。 

＊密教（みっきょう）… 

弘法大師・空海（774～835）は、それまでの諸宗派（奈良仏教）には説かれない画期的な教えを説くものであった。 

それまでの仏教を顕教（けんきょう）と呼び、空海が広めた仏教は密教（秘密仏教）と称された。 

宗派名は、諸仏の功徳を賛嘆する真言（原語である梵語で発音）を独自の言語哲学に基づいて神聖視する事から真言宗と称し、

インド、チベットの密教と比較する時には、真言密教と呼んで区別する。  

 

日本では長い間、神仏習合時代が続いて「仏」と「神」は一緒になって祀られ敬われていたが、天照大御神を皇

祖神とする天皇家でも同じように神仏習合の形で行事や祭事が行われていた。 

また多くの歴代天皇は出家された後、法皇となって君臨しておられたし、明治時代前までは天皇が崩御される

と仏式で葬儀が行われていた。 

天皇を「神」と呼ぶ思想、「現人神（あらひとがみ）」とする考え方は、遠い万葉の昔からあったと思われる。 

当時の人たちが考えていた「神」とは、人間を超越した存在のことで、高い山や大きな河、そして「雷」など自然

界の殆どが「神」と崇められていた。しかも「神」は崇め祀らなければ、人間界に災いをもたらすとも考えられ、

人間に救いを与えるものではなかったようだ。 

やがて仏教が導入され仏教信仰が始まったが、古巣の「神」が仏法の「守護神」として位置づけられるようにな

って、「仏菩薩」の加護によって、「神」もまた救いを与えてくれる…と考えられるようになった。 

さらに「本地垂迹（ほんちすいじゃく）」の説によって「神の本地が仏又は菩薩である」ということになって、神仏は習

合し共に祀られ、来世のみでなく、現世の利益をもたらしてくれると信じられ、後世に伝えられて来た。 

それでも「神」の多くは、仏菩薩の下位に置かれ、祭事も仏僧によって営まれるのが普通であった。 

＊本地垂迹説（ほんちすいじゃくせつ） 

仏（本来の姿）が衆生を救うために神（仮の姿）として現れていることをいい、その考え方を体系化して唱えたものが本地垂迹説で

ある。本来は仏教用語で菩薩が多くの分身（垂迹身）を作り臨機応変にいつ、どこにでも現れて衆生に功徳を施せることをいう。

仏教が日本に伝わると、在来の神々と仏教を融合（共存）するための強力な手段となった。 

日本の神は、神でもあり仏でもあるという特殊な状態は、本地垂迹の考え方からはじまったもので、権現の考えもここから生まれ、

神社へ行くとご神体に神道の神ではなくて、仏教の仏が祀られていることもあった。 

 

●天皇と「神」そして「仏」！  

日本の「神」は「八百万（やおよろず）の神」と呼ばれているが、地上でも天上でも、およそ人力を超越したあらゆ

る現象が「神」として仰がれていた。そして高い山にも、大きな河にも、そびえ立つ樹木にも「神」は宿ると考えら

れ、やがて時代が下るとそれぞれの氏の先祖も「神」とされ、先祖が自然の現象と結びつけられた例もあった。 

天皇の先祖が「神」と考えられことは言うまでもない。しかし「神」は崇めなければ祟りをもたらした。 

これは日本の「神」に限ったことではなく、中国でもインドでも、またギリシャでも「神」は恐ろしい存在であった。

従って人々は「神」の怒りに触れぬように、心を込めて祈りを捧げていた。 

こうした災厄から免れることを期待したが、そうかといって「神」が救いを与えてくれるとは考えられなかった。 

それだけに救いを与えてくれる「仏教」が伝えられると支配者も民衆もこぞって仏教に帰依することになった。 

 

仏教も伝来の当初は、深い奥義を理解できなかったので、「神」に対するのと同じように、ひたすら祈っていた。 

しかも仏教では、壮麗な常塔を建て、その中央には仏や菩薩が人間そのものの姿をとり、金色の光を放って、
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一段と高いところに立ち、あるいは座していた。そしてこれを拝し、その教えに従って修行を積めば、必ず救わ

れるということが次第に知られて行った。こうして仏教は特定の氏や個人が帰依して、やがて天皇まで信仰す

るようになり、国家の仏教として発展することになった。 

しかし多くの人が仏教を信仰することになると、日本古来の「神」はどのように位置付けたらよいのか…当然の

ことながら問題となった。 

 

お寺では如来や菩薩の像のまわりを、四天王とか十二天と呼ばれる恐ろしげな神像が取りまいている。 

これらは元来、インドで古くから崇められていた荒ぶる「神」であった。そうした「神」も仏教に帰依することによっ

て仏法を守護する「神」となった。 

日本における古来の「神」も、このような仏法の守護人と同格に位置付けられるようになった。 

仏教が導入（538 年）された後、六～七世紀ころには「八百万の神」も、おおむね「祖先神」として祀られていた。

「神」さまの系譜も形づけられていき、天照大神の子孫と考えられる天皇の系譜を中心にその傍系の子孫とし

て整理が進められた。古来の自然神も、伝承の上では人間らしい名称を付与せられ、いわゆる「人格神」となっ

ていった。人格神である以上は、現世の人間と同じように煩悩を抱くので、それも仏教に帰依すれば解脱でき

ると考えられた。 

 

●神仏と信長・秀吉・家康！ 

＜織田信長と「神」！＞ 

織田信長は、中世時代の闇を破って近代社会を切り開いた英雄とされているが、日本の「宗教史」の上からみ

ても、大きく時代思想を変えた人間であった。 

信長の家系は、足利将軍の重臣であった斯波氏の一支族で尾張の守護代に仕えた織田家のそのまた家老の

一つに過ぎなかった。つまりは下克上の典型ともいえるが、将軍としての『天下布武』を目指したが、志半ばで

明智光秀の謀反にあって果たせず横死した。 

 

生前には時の天皇・第 106代・正親町天皇（おおぎまち・即位・1557年）の巧みな抵抗にあったが、信長自身は生き

ながら「神」となって、天下の崇敬を集めようと巨大な安土城を建て、その本丸に天守閣を設けた。 

天守という言葉はキリスト教の「神」を意味するが、天守は信長そのものを指し、天守閣は「神」である信長の住

むところという意味もあった。 

そして安土城の麓に総見寺（そうけんじ）の伽藍を建立したが、その夢も結局は空しく斃れた。 

総見寺は禅僧の寺だが、名前の「見」は宗教を意味し、これからの宗教（真宗，禅宗等）を総括するために総見寺

が建立された。 つまり総見寺は世界の宗教を総見する施設であったとも言われている。 

このように自己を「神」として祀る思想は、後に豊臣秀吉に受け継がれて「豊国神社」となり、次いで徳川家康に

も受け継がれて「東照宮」になったと思われる。 

 

織田信長は、「神」も「仏」も信じなかった。 元亀２年(１５７１)９月、信長は「比叡山・延暦寺」が足利義昭・朝倉

義景・浅井長政に加担し、「信長包囲網」を結成して反抗した。 このとき信長は、日本の霊山で国家仏教の本

山とも言うべき「比叡山・延暦寺」を丸焼きにして増徒を皆殺しにした。 

『信長公記』によると、織田軍は比叡山に押し寄せ、根本中堂や山王２１社をはじめ、霊仏・霊社・僧坊・経典な

どを焼き払い、上人、学僧をはじめ逃げる老若男女の首をはね、数千の死体が転がっていたと記されている。 

比叡山は天台宗を開いた最澄が建立した伽藍で、大きく三塔（東塔、西塔、横川）の地域に分けられ、これらを称して比叡山延暦

寺と呼ばれている。 

 

また民衆仏教とも言うべき「浄土真宗」の門徒も、「伊勢長島の合戦」や「大阪石山本願寺」との合戦で大勢の

僧徒や門徒を殺害した。戦国時代は、北陸の加賀の国(石川県)で圧制を敷いていた武家支配に対し、実力で徹

底抗戦した「一向一揆」は、浄土真宗・第８世・本願寺蓮如（れんにょ）の北陸布教によって百姓や町民が決起し

た庶民によるクーデターが各地で起きた。  

こうした一向宗徒による一揆が全国的に展開されていたため、信長は本願寺討伐を実施して大勢の僧侶と門

徒を虐殺した。中でも伊勢長島（現在の三重県桑名市近郊）での一向宗との戦いは、実に凄惨で 20,000 人の本願

寺・門徒が焼き殺されたと伝えられている。 
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そして天正 4年(1576)4月、追放した元将軍・足利義昭と時の第 11世・本願寺顕如(けんにょ)が大阪の石山御坊

(石山本願寺…現在の大阪城本丸近辺) を拠点に教団の総力を挙げて天下統一を目指す織田信長に抵抗した。 

ゲリラ戦による一向宗の抵抗はしぶとく、信長に対抗していた毛利氏の支援もあって、この戦いは「石山本願寺

合戦」とも呼ばれ、10年に亘って数 10万の大軍が死力を尽くして戦った。 

しかし信長の比叡山焼き討ちや伊勢長島の一向宗殲滅作戦など信長の残虐さと執拗な攻めに、利あらずと悟

った本願寺顕如は正親町天皇の仲介でようやく和睦した。 

 

こうした信長の「神も仏」も恐れぬ暴挙によって、長い間、日本を支配していた仏教が宗教的呪力（じゅりょく）を失っていった。 

天下布武を目指した信長が、多くの宗教者を殺戮したことで「信長無神論者説」が唱えられたが、信長は決して

宗教を否定した訳ではなかった。 信仰を利用して財力を貯え、僧兵と呼ばれた武装集団を結成し、信者を扇

動して政治的支配をしょうとする考え方を否定した上で、徹底的に叩き潰したとも考えられる。 

信長が本能寺で斃れた後、比叡山・延暦寺と浄土真宗・本願寺は、豊臣秀吉・徳川家康の保護を受けて復興

され、以後は秀吉も家康も宗教を巧みに利用しながら日本を統治した。  

 

＜豊臣秀吉と大明神！＞ 

大阪から退去させられた第 11世・本願寺顕如（けんにょ）はその後、「本能寺の変」で織田信長が没した後、天下

をとった豊臣秀吉の擁護を受けて、京都七条に寺地をもらって 1591年に本願寺を再建した。 

顕如の死後、一時、長男・教如（きょうにょ）が跡を継いだが母・如春院尼は弟・准如(じゅんにょ)に法主の座を譲ら

せようとはかり、その意を汲んだ秀吉によって教如は隠退させられた。 

こうして顕如の次男・准如が第 12世・法主となり、その血統が代々住職の座を引き継いできたのが現在の西本

願寺(浄土真宗本願寺派)である。 現在は第 24世・即如(大谷光真氏)が門主となっている。 

 

百姓出身の豊臣秀吉は織田信長の家来から一躍・天下人となったが、その素性ゆえに武家の棟梁（将軍）とし

ての地位を得られず、関白から太閤という公家の道へと進んだ。しかし行き着いたところは、足利義満と同じく、

朝鮮の大明（だいみん）から『日本国王』としての地位を認められたことであった。 

天下人の秀吉は慶長３年(1598 年)、豊臣家の将来を案じつつ、62 歳で世を去り、遺体は密かに京都の東山に

ある秀吉が建立した方向寺(ほうこうじ)の東方に葬られた。翌年、その死去は公表され、これより霊廟の建築が

始まり、豊臣家としては秀吉を「神」として祀ろうと考えた。 

やがて仮殿も完工して方向寺の鎮守社と定められたが、その後、第 107 代・後陽成天皇(即位期間・1611～1629

年)から「豊国大明神（ほうこく）」の神号が下賜され、正一位の神位が贈られ、秀吉は「神」となった。 

方向寺は秀吉が奈良の東大寺に習って大仏殿を建立し天正 16年(1588年)に完成したが、慶長元年(1596年)

の大地震で崩壊した。その後、慶長 17 年（1613）に豊臣秀頼によって再建され、巨大な釣鐘を鋳造した際、そ

の鐘銘について徳川家康から抗議があって遂に「大阪の陣」の発端となった。 

家康は、元和元年(1615 年)、豊臣家を滅ぼすと秀吉を祀っていた豊国廟にも弾圧を加えて、神号を除き神体も

方向寺の境内に移してしまった。豊国廟は明治時代になってから豊国神社として復活された。 

＊豊国神社…大阪市中央区大阪城 2-1 

豊國神社は「豊臣秀吉」「豊臣秀頼」「豊臣秀長」を奉祀する神社である。明治元年、明治天皇が大阪に行幸になった際、国家の

ため大勲労のあった豊太閤を、この大阪の清浄な地に奉祀するようにと仰せられ建立された。 

明治六年、京都の阿弥院峯墓前を本社として社殿を造営、大阪には別格官幣社・豊國神社の別社として中之島字山崎の鼻（現

在の中央公会堂の地点）に、明治 12年 11月に創立された。大正 12年中央公会堂建設の為、府立図書館の西方の公園内に移

転し、大正 10年に別社から独立して府社に列せられた。昭和 20年終戦と共に社格が廃止されたので、現在宗教法人となって神

社本庁所属の神社となった。昭和 31 年大阪市より神社移転の要望が出され、祭神に縁のある大阪城内を移転地と決定し、昭和

36年 1月中之島より奉遷したのが現在の神域となっている。ここ大阪城跡は、有名な石山合戦で石山本願寺の門信徒が織田信

長と 11年の長きにわたり戦った要害堅固な城で、朝廷の斡旋により和睦した。 

 

＜徳川家康と大権現！＞ 

豊臣秀吉によって再興された本願寺は本願寺顕如の次男・准如が法主となったため、長男・教如はその後、政

権の座についた徳川家康に請願して、1602 年(慶長７年)、本願寺の東側に当たる七条烏丸に寺を建ててもらい
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以後、教如の血統が代々法主の座を引き継いできたのが現在の東本願寺(真宗大谷派)である。 

現在は第 25五世・暢顕(大谷暢顕・ちょうけん)が門首となっている。 

末寺数も門徒の数もほぼ拮抗する教団に二分された裏には、本願寺の強大な勢力を恐れた徳川家康の宗教

政策があった。こうして長い歴史を誇った本願寺も第 11 世・顕如以後は東西本願寺に分裂し、その後は、こと

ごとにライバル関係が続いて今日に至っている。 

 

徳川家康は織田信長のように仏教には弾圧を加えず、南光坊・天海や金地院・崇伝を用いて仏教をうまく統制

したが、家康自信は仏教ではなく、「儒教」を国教にしょうと考えていたとも言われている。 

武家政権になってから、政治権力にもっとも抵抗しなかったのは『禅宗仏教（臨済宗・曹洞宗）』であった。 

中でも臨済宗は、その内部に「五山丈学」と言う儒学、すなわち宋学をも研究する素地を作っていた。 

また家康が儒教を国教とするための思想的な指導者として選んだのは、臨済宗の僧でもあった儒学者の藤原

惺窩（せいか）や林羅山（らざん）であった。 

 

徳川家康は元和２年(1616年) 75歳で死去し、遺言によって久能山（くのうざん）に神式で埋葬された。 

家康も前から死後は「神」として祀られることを考えていた。問題となったのは「神号」で、「明神」とするか「権

現」とするか、いろいろと議論された結果、第 108代・後水尾天皇から「東照大権現」の神号が下賜された。 

権現とは、如来が権（かり）に神となって現れた…という意味であり、「東照大権現」の本地は薬師如来とされて

いるが、以来、徳川家康は、「東照神君」とも呼ばれるようになった。 

翌年(1617年)、下野（しもつけ）の日光山に霊廟の造営が始められ、朝廷から正一位の神位を贈られた。 

こうして日光の東照社が完成し、遺骸も移された。またこの地にそびえる男体山（なんたいさん）は古くから観音

の霊場として開かれており、インドや中国における補陀落山（ふだらくさん）の名称に習い、訛って二荒山（ふたらさ

ん）と呼ばれたものが、音読して二荒山（にこうさん）～日光山（にっこうざん）になったと言われている。 

東照社は、三代将軍・徳川家光の時代になって大改築が行われ、神社でありながら仏寺建築の様式を取り込

んで「権現造り」と呼ばれるようになった。 

そして正保２年(1645年)、第 110代・後光明天皇から宮号を下賜され、以後は「東照宮」と称するようになった。 

一方では、日光山には 1654年、朝廷から法親王が入山して、上野の寛永寺・門主を兼務し、輪王寺（りんのうじ 

の寺号も賜った。こうして神仏習合の形をとりながら、明治の世に及んだ。 

＊東照宮…東照大権現・徳川家康を祭神としているもので日光東照宮、久能山東照宮がある。 

家康は 75歳で亡くなったが『遺体は久能山に、葬儀は上野の寛永寺で、位牌は故郷の大樹寺へ、一周忌が過ぎたら日光に堂を 

建てよ…関八州の守り神とならん』と遺言した。久能山東照宮は家康の遺言により二代将軍・秀忠により創建され、その後日光に 

も東照宮が建てられた。現在のような壮大で華麗な姿に大改築したのは三代将軍・家光の時代で、その背景には三代の将軍に 

仕えた天海大僧正の助言があった。 

 

２）「仏」と天皇！ 

●仏弟子となった天皇！  

奈良時代（八世紀）になると、仏教は盛んになって天皇の権威も高まってきた。仏教に深く帰依した聖武天皇は、

壮大な東大寺を建立して大仏を祀り、その前にぬかずいて自ら「三宝の奴（やっこ…仏・法・僧）」と称した。 

聖武天皇はこのときはすでに譲位して太上天皇（上皇）となっており、出家して仏弟子となられていた。 

聖武天皇から譲位を受けた女帝・孝謙天皇も上皇となってから出家されている。 

平安時代になると第 59代・宇多天皇(即位期間・887～897年)は 31歳で譲位し、その二年後に仁和寺（にんな

じ）において出家され、太上天皇の号を辞して太上法皇と称し、上皇が出家した後は法皇と称した最初の天皇

であった。宇多天皇は法皇となってからも、政務を離れず「治天の君」として院政を続けた。 

さらに宇多法皇は 910年、延暦寺において灌頂（かんじょう）を受けられ 65歳で崩御するまで、ひたすら仏道に励

まれた天皇であった。 

このように天皇は、退位した後には仏門に帰依し、仏弟子となることを誰も不思議に思わなかった。 

 

●仏教に帰依した天皇！ 

江戸時代までの神社は、建築様式も祭祀も、寺院のような姿をしており、いかに仏教の力が強かったかを示し
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ている。しかも江戸時代には幕府の政策により、一般の人は必ず檀那寺（だんなでら）に所属（檀家）していなけ

ればならなかった。従って仏教の習俗は生活のすみずみまで行き渡っていた。つまり日本人は、生まれると檀

那寺（菩提寺）の帳簿に登録され、そして死去すれば僧侶によって葬礼が行われ、その生涯は仏教のもとで過ご

していたことになり、こうしたことは天皇の一族も同じであった。 

天皇が退位した後、出家して法皇となった例はたくさんあったし、即位するときも鎌倉時代以後には「灌頂（かん

じょう）の儀式」が行われ仏僧が取り仕切っていたし、従って葬儀もすべて仏式で行われていた。 

陵墓にしても、古くは高塚が築かれ、仏教に帰依した平安時代から後（第 53代・淳和天皇・即位・823年）には、火葬

に付したところに塚を築き、御墓所と称して仏塔を建てる様式が採用された。 

鎌倉時代になって、第 87代・四条天皇(即位・1232年)は、泉涌寺（せんにゅうじ）を開いた僧侶と親しかったことか

ら泉涌寺の後方に当たる月輪山の麓に葬られた。 

室町時代から戦国時代にかけて十二代の天皇は、伏見の深草に葬られ、その内、九代は泉涌寺で火葬されて

いる。江戸時代になると第 108 代・後水尾天皇(即位・1611 年)から以後、幕末に至るまでも歴代天皇は、いず

れも月輪の地に葬られた。葬儀の形式もはじめは土葬で、やがて火葬となり、明治天皇の父親である第 121

代・孝明天皇(即位・1846年)のときは土葬が復活され、泉涌寺の境内が埋葬の場所となった。 

いまも泉涌寺に行くと歴代天皇の陸墓が立ち並んでいる光景を目にすることができる。 

＊泉涌寺（せんにゅうじ）…京都市東山区 

東山三十六峰の一嶺、月輪山の麓に静かにたたずむ泉涌寺。ひろく「御寺（みてら）」として親しまれている当寺は、天長年間に弘

法大師がこの地に庵を結んだ事に由来する。法輪寺と名付けられた後、一時仙遊寺と改称されたが、順徳天皇の御代（健保 6

年・1218）に当寺の開山と仰ぐ月輪大師が時の宋の法式を取り入れてこの地に大伽藍を営み、寺地の一角より清水が涌き出た

事により寺号を泉涌寺と改めた。この泉は今も枯れる事なく、涌き続けている。 

月輪大師は若くして仏門に入り、大きな志をもって中国の宋に渡り深く仏法の奥義を究められた。帰国後は泉涌寺に於いて戒律

の復興を計り当寺を律の基本に天台・真言・禅・浄土の四宗兼学の寺として、大いに隆盛させた。 

時の皇室からも深く帰依せられ、仁治 3 年（1242）に四条天皇が当寺に葬られてからは、歴代天皇の山稜がこの地に営まれるよ

うになり、以来、皇室の御香華院（菩提所）として篤い信仰を集め、当寺が「みてら」と呼称されるようになった。 

境内には仏殿・舎利殿をはじめ、天智天皇以降の歴代皇族の御尊牌を祀る霊明殿などの伽藍を配し、春の新緑、秋の紅葉には

一段とその美しい姿を映えさせている。  

当寺が信仰の中心となったのは、戒律の実践を厳重にし寺院の内外を清浄にし正法仏教を興隆したこと

が基本であり、仏牙舎利・楊貴妃観音などの霊宝を安置したことがそれに続くが、仁冶三年（１２４２）

正月九日・四条天皇が崩御されると、天皇は月輪大師の生まれ変わりと伝説されたこともあって、大喪

が当寺で行われたことが機縁となり、南北朝時代末期、後円融天皇の大喪が明徳四年（１３９３）四月

二十七日に当寺で行われてから幕末の孝明天皇まで、歴代の天皇・皇后・女院の御葬儀は、おおむね当

寺で行われ陵墓も当寺境内に設置されたことが当寺興隆の力となった。 

山内の雲龍院がたびたび禁裏の黒戸御所を拝領して建立したのを始めとして、当寺も同様に御所の建築

を数多く拝領している。明治十五年の火災によって多くの殿舎を失ったが、いち早く再興し得たのも、

全く皇室外護のおかげであった。 

泉涌寺は、歴代天皇のほかには位牌をたてないしきたりを保っており、明治維新の神仏分離以後、皇室

の御内儀で礼拝された仏像その他をお預かりして供養しているのも、このような機縁に基付いている。 

御寺として当寺が仏教寺院のなかで特殊な地位を占めているのは、そのためである。 

 

＊第 87代・四条天皇(即位・1232年) 

第８６代・後堀河天皇の皇子、わずか２歳で即位したが、１２歳で崩御された。この時代は、北条泰時により武家法が制定された

ころである。四条天皇が若干１２歳で亡くなったことにより、承久の乱後、幕府により治天の君に立てられた後高倉院の系統は断

絶した。四条天皇の死については病気とも幼椎な遊びから体を害したとも曖昧に表現されているが、「五代帝王物語」という書物

では、四条天皇は人を滑らせて笑ってやろうと蝋（ロウ）を石に塗っていたところ、自分が滑って転倒し、打ちどころが悪くて数日寝

込んだあと亡くなった…と伝えられている。 

 

このように歴代の天皇は、仏教に帰依し仏力にすがって救いを求めていたが、平安時代の末期に編纂された

『扶桑略記』には、地獄に落ちた天皇の絵が描かれている。 

これらは菅原道真を大宰府には配流した第 60 代・醍醐天皇(即位・897 年)は、死して天神となった道真の怨念
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によって地獄の鉄窟（てつくつ）において責苦を受ける身となったと言われている…もちろん作り話であるが、

「仏」のもとでは、天皇とても許されないという思想が、ここにも表れている。 

＊第 60代・醍醐天皇（だいごてんの・即位 897年） 

宇多天皇の第一皇子。十三歳の時、父帝の譲りをうけて践祚した。 践祚後間もなく、父帝の寵愛する菅原道真と対立し、道真を

太宰府に左遷。道真は太宰府で不遇のまま没し、道真左遷を画策した藤原時平、源光らが実権を握った。  

ところが、時平、光が相次いで早世し、皇太子に立てた保明親王までもが没する事態に、道真の怨霊の

仕業と恐れおののいた天皇は、太宰府左遷の勅書を破棄し、右大臣の地位に任じて道真の名誉回復を行

った。 しかし、その後も保明親王の後をうけて立太子した慶頼王が没し、各地で天変地異が頻発。つ

いには内裏に落雷して臣下らが多数死傷し、天皇自らも病臥に伏せる事態となり、皇太子・寛明親王（朱

雀天皇）に譲位すると間もなく四十六歳で崩じた。 

 

＊菅原道真（すがわらみちざね） 

菅原氏は、古代豪族の土師氏の出身で、道真公の曾祖父古人公が、土師を菅原と改姓するとともに、文道をもって朝廷に仕える

家柄となった。嵯峨天皇の時代を頂点として「文書経国」すなわち学問を盛んにして国をつくるという方針のもと、唐風の文化の最

盛期を迎えていた。 道真公は清公（きよきみ）公、是善（これよし）公と続く文章博士（もんじょうはかせ）の家系に生まれた。 

母は、少納言伴（大伴）氏の出身で、わずか 5歳で和歌を詠み、10歳を過ぎて漢詩を創作し、神童と称されていた。 

18 歳で文章生、23 歳で文章得業生、26 歳でついに方略式に合格し、30 歳の頃、島田宣来子を妻に迎え、33 歳で式部少輔、文

章博士となり、学者としては最高の栄進を続けた。一時、讃岐守という地方官へまわされたが、そこで、むしろ慈父のごとき善政を

行い住民に慕われた。京へ戻ると宇多天皇の厚い信任を受け、蔵人頭などの政治の中心で活躍した。50 歳の時には、唐の国情

不安と文化の衰退を理由に遣唐使停止を建議し、中国に渡ることはなかった。そして、55 歳で右大臣、そして、ついに、延喜元年

藤原時平とともに従二位に叙せられたが、その直後、急転して大宰府左遷となった。 

大宰府では、左遷というより配流に近い窮迫の日々を送りながらも、天を怨まず国家の安泰と天皇さまの御平安をお祈りし、ひた

すら謹慎され、配所から一歩も出ることはなかった。劣悪の環境のなかで健康を損ない、道真公を京で待っているはずの夫人が

死去した知らせが届くと、ますます病は重くなり、延喜 3年（903）2月 25日、白梅の花びらが散るように亡くなった。 

御遺骸は、門弟の味酒安行によって大宰府の東北の地に埋葬され、太宰府天満宮が創建されました。その後、朝廷でも罪なきこ

とが判明し、人から神の御位に昇り、天満天神、学問の神・文化の神として現代に至るまで永く人々の信仰を集めている。 

 

＊北野天満宮と菅原道真 

菅原道真公をお祀りした神社の宗祀であり、国を鎮め守る神として平安時代中期・多治比文子らによって北野の右近馬場に菅原

道真公の御霊をお祀りしたのが始まりとされている。菅公は「和魂漢才」の精神を以って学問に勤しまれ、幼少の頃より文才を表

し、朝廷の官吏として活躍された。永延元年（987）、一条天皇の令により初めて勅祭が執り行われ「北野天満宮天神」の神号を得

た。寛弘元年（1004）の一条天皇の行幸を初めてとし、代々皇室の御崇敬を受け、江戸時代には寺子屋の精神的中心として菅公

の御分霊がお祀りされるなど「天神様」として親しまれ、以来学問の神様としての信仰は現在に至るまで受け継がれている。 

 

３）「神」と天皇！ 

●「神」に位階を与えた天皇家！ 

一方では、天皇は「神」に対して、『位階』を授ける例も開かれていた。 

第 49代・光仁天皇(即位・770年)は、側近の藤原良継が病床に伏したときその回復を祈って藤原氏の氏神であ

る鹿島神に正三位、香取神に正四位上の位階を贈った。正三位は大納言に当たる位階である。 

この後、平安時代になって、鹿島・香取の「神」は遠く東国に鎮座していたが、藤原氏の勢力が大きくなると藤原

氏の氏神であったため、奈良時代になって奈良の春日の地に祀られ春日神社となって神位も上げられ、836 年

には共に正二位、839年に従一位、850年には正一位が贈られた。 

藤原氏の一族がそれぞれ大納言から右大臣・左大臣さらに太政大尽と上がりつめていくのに応じて、鹿島・香

取の「神」さまも、同じように位階を贈られていった。 

このように日本の「神」は、天皇から位階を贈られ、しかも人間と同じように『出世』していったのである。 

 

京都の賀茂神社に鎮座する加茂の「神」は本来、加茂氏の氏神だったが、平安遷都により王城鎮護の「神」とし

て尊崇を集めるようになって神位も正二位に叙せられ、大同年間（九世紀）には正一位となった。 
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また同じ年に大和地域で崇敬を受けていた三輪山の神と石上神も、共に正三位に叙せられ、とくに三輪の神

は「大神」と書いて“オホミワ”と読まれるように、ただ「神」といえば、この神をさしたほど広く崇められていた。 

三輪神も石上神も、これらを氏神として祀っていたのは古代の由緒ある豪族であった三輪氏や物部氏であった

が、平安時代には勢力を失っていたため神位の昇叙も遅れたが、859年になって共に正一位に叙せられた。 

遠い東国の「神」としては、富士山の浅間神（せんげんがみ）や男体山の二荒山（ふたらさん）があり、正三位に叙

せられ、その後、平将門の乱で勲功があったとされ 940年に正一位に昇格された。 

また稲荷神社は、渡来人であった秦氏の氏神として、その名称が示すように稲作を象徴する神としても厚く崇

敬され、京都の伏見に鎮座されていた。香取神や鹿島神が正一位となった年（850 年）、稲荷神はまだ従四位

であったが、その後天慶年間（942 年）に至ってようやく正一位となった。平安京の周辺にあった神としては最も

遅れて昇格した「神」さまであった。  

 

このように日本古来の「神」は、天皇から位階を贈られ、その位階の上下によって、人間の官僚たちと同じよう

に神格の高さを内外に示していた。すなわち天皇は、その一族を挙げて仏法に帰依する一方において、古来

の「神」に対して位階を贈っていたのだから、いわば天皇は「神」の上に立っていたと思われる。 

こうしたことは、「神」は仏教における八部衆や十二天のような天部の神と同格に見なされていたところから、位

階が贈られるという形式がとられていたと考えられている。 

 

平安時代半ばを過ぎると本地垂迹（ほんちすいじゃく）の思想が盛んになり、日本の「神」も本地は「仏（如来）」や

「菩薩」であると広く唱えられるようになった。そこで「神」の側においても、天皇から贈られた位階に関しては、

稲荷明神ほかはあまり強調されていなかった。また本地垂迹の思想は、「神」と「仏」との習合という形で、早くも

奈良時代には芽生えていたが、平安時代になって本格化していった。 

戦国時代になると、織田信長は生きながら「神」たらんとして総見寺を建てたが、その期待も空しく明智光秀の

謀反によって倒れたが、信長は「神」も「仏」も、そして「キリスト」さえも、すべての宗教を一つにまとめた壮大な

構想を持っていたと伝えられている。  

豊臣秀吉と徳川家康は、死後に天皇から神号を下賜され、まさしく「神」として祀られたが、ここで問題となるの

は天皇と神との関係である。秀吉（大明神）も家康（大権現）も共に天皇から神号を与えられ神となり、「正一

位」を賜っている。正一位は太政大臣に相当する官位で、官僚としては最高の地位である。 

このように天皇から「神」に対して位階を贈るという例は、秀吉や家康だけではなく、稲荷大明神に対しても、社

頭には「正一位」であるとことを表示している。  

伊勢神宮の「神」は、天皇の祖先神と見なされているので別格であるが、ほかの「神」はすべてが天皇から位階

を贈られている。つまり官位で見るならば神社も天皇に仕える官僚と同格に扱われてきたのである。 

 

●神社の社格！ 

明治４年５月、神社は国家の宗祀とされ、その社格が定められた。古来より社格の高かった神社は官幣社及び

国弊社と名付けられ、それぞれ大社・中社・小社に分けられた。 

また官幣社には皇室費から、国弊社には国費から、幣帛料（へいはくりょう）が捧げられた。 

さらにその下には、地方官の所轄にかかる府社・県社・郷社が位置付けられた。それまで全国各地に、さまざ

まな信仰にもとづく小さな祠（ほこら）が設置されていたが、記紀などの神話にも登場しない「神」を祀った祠は、

正式な神社としては認められず退けられた。 

楠木正成を祀った湊川神社は、旧来の「神」ではなく又、天皇の一族でもないのに別格で官幣社の社格が贈ら

れ、他にも南朝の武将祀った神社や、織田信長を祀った建勲神社、徳川家康の日光・東照宮、豊臣秀吉の豊

国神社などが次々と別格・官幣社に列せられた。 

そして又、幕末から維新の動乱にかけて国事に殉じた人たちの霊も「神」として祀られることになった。 

明治２年６月、東京の九段に東京招魂社が創建され、明治 12年６月、「靖国神社」と改称され、別格・官幣社に

認定され、これらの慰霊はすべてが神式で行われるようになった。 

その後、靖国神社には日清・日露戦争や太平洋戦争などで戦死した英霊がすべて合祀されている。 

この後も、初代・神武天皇を祀った橿原神社（かしはら・明治 23 年・奈良県橿原市）、都を奈良から京都に遷都

した桓武天皇の功績を讃えて祀った平安神宮（明治 27 年・京都市）、明治天皇を祀った明治神宮（大正 9 年・

東京）など、神宮や宮、神社などの多くが創建された。 
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また従来は「神宮」といえば「伊勢神宮」に限られていたが、天皇を祀った神社は官幣大社に列して新たに「神

宮」とし位置付け、皇子の場合は「宮」に祀られ官幣中社に列し、天皇とその一族は高い社格に祀られた。 

従って明治以後に「神」として祀られる資格は、天皇や皇子のほか、主として天皇のために身命を捧げた者た

ちで、天皇のために戦場で亡くなった者はすべて「神」として祀られた。 

こうして明治以降、新しい「神」が生まれ、もはや天皇は「仏」の前に礼拝せず、「神」の前にだけ礼拝する世の

中になって、一般国民もこうした「神」に礼拝することを奨励され、さらには強制されるようになった。 

 

●宇佐八幡神と八幡大菩薩！ 

古来の「神」のなかでも、特別に遇されていた「神」が九州の宇佐に鎮座していた宇佐の八幡神であった。 

宇佐地方には大陸からの渡来人が多く住みつき、そのもたらした外来の信仰が、土地の神祇信仰と融合して、

次第に神社としての体裁を整えていった。 

そしていつのころか、天皇の祖先の一人であると伝えられている誉田別命（ほむだわけのみこと）、すなわち応神

天皇を主神として祀るようになった。誉田別命は九州で生まれたと伝えられ、やがて畿内に進出し、いわゆる応

神王朝（第 15代・応神天皇・270年頃即位）を開いたとされている。 

この八幡神に対する崇敬は飛鳥時代から高まっており、奈良時代には国家鎮護の神と仰がれ、特に東大寺の

大仏を鋳造する際には、宇佐から八幡神のご神体が奈良に移座され、その託宣（たくせん）によって大仏に鍍金

するための黄金が陸奥で産出されたと伝えられている。つまり八幡神は大仏の完成に大きく貢献された。 

また第 48代・称徳天皇のころ、弓削道鏡(ゆげのどうきょう)が天皇の位につけることの可否をについて、その神意

を確かめたところ、これを拒否して天皇家の血統を守ったことでもその名声を高めている「神」さまであった。 

 

第 50 代・桓武天皇は、八幡神に『大菩薩』の尊号を捧げることになって、ここに八幡神は「神」から「菩薩」に昇

格することになって『八幡大菩薩』となった。さらに平安時代の第 56代・清和天皇（即位 858年）の時代に、奈良の

大安寺の高僧・行教（ぎょうきょう）は宇佐におもむいて八幡神の託宣を受けて平安京の南方にある男山に宇佐

の八幡神を勧請して石清水八幡宮を 860 年に造営した。この男山には元来、石清水寺が建てられていたが、

やがて行教は護国寺と改称し八幡神の神宮寺とした。この神宮寺とは神社に付属して営まれた寺院でのこと

で、古くから宇佐にも弥勒寺（みろくじ）が建てられ、僧侶が巫女を兼ねて祭祀を司どっていた。男山も形式は神

社であったが、神官もおらず護国寺と一体をなして寺を取り仕切る別当が奉祀していた。 

別当は妻帯し、いわば半俗半僧の形で神社を管轄し、まさしく宮寺として神仏習合の形態であり、こうした宮寺

制は全国に普及していった。 

＊宇佐八幡宮…大分県宇佐市大字南宇佐 2859 

宇佐神宮は全国４万社余りの八幡宮の総本宮である。 八幡さまは第 15 代・応神天皇(即位・210 年)のご神霊で、第 29 代・5 欽

明天皇(即位・539年)のときに初めて宇佐の地に御示顕になったといわれている。 応神天皇は大陸の文化と産業を輸入、新しい

国づくりをされた方で､その神徳は強く顕現し、神亀２年（725 年）、第 45 代・聖武天皇の勅願により現社地に御殿を造立、八幡神

を奉祀され、これが宇佐神宮の創立と言われている。 

この宇佐の地は畿内や出雲と同様に早くから開けたところで、神代に比売大神（ひめのおおかみ）が御許山に天降られたと『日本

書紀』に記されており、宇佐八幡神が祀られた６年後に神託により､二之御殿が奉祀された。 比売大神は後に海北の道中の主と

して筑前の宗像大社や宮地嶽神社、安芸の厳島神社にも祀られ、福徳愛敬、交通安全等の守護をされ､神功皇后は母神として

神人交歓、安産、教育等、その御威徳が高く顕れている。三之御殿は神託により、弘仁１４年（８２３）応神天皇の御母「神功皇后」

を奉祀されている。この三殿一徳の御神威は、奈良・東大寺大仏建立の協力や、称徳天皇が道鏡を後継者にしょうとした際、勅

使・和気清麿に国体を正してゆく神教を賜ったことで特に有名である。 

皇室も伊勢の神宮につぐ第二の宗廟として御崇敬になり、勅祭社１７社に列し、一般の人々にも鎮守の神として広く親しまれてき

また。その御分霊は､平安京鎮護のための石清水八幡宮や、鎌倉の鶴岡八幡宮など、各地で祀られている。 

また聖武天皇は神宮の造営と共に神宮弥勒寺を建て､弥勒菩薩、薬師如来を本尊とされたが、これにより国東半島に六郷満山

寺院がたくさん造られた。そもそも八幡信仰は、応神天皇の御聖徳を八幡神として称え奉るとともに、仏教文化と、我が国固有の

神道を融合したものとも考えられ､宇佐神宮の神事、祭会や建造物､宝物などにそのうるわしい姿を遺している。 

本殿は国宝に指定され､総本宮にふさわしい威容を誇っており､古来から斧を入れない深緑の杜に映えて美しく、荘厳である。 

 

＊石清水八幡宮…京都府八幡市八幡高坊３０  

日本全国に八幡とつく神社は 3万ないし 4万社を数えるといわれているが、なかでも石清水八幡宮は九州の宇佐神宮、関東の鶴
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岡八幡宮とともにわが国の歴史上、極めて重要な地位を占めてきた。 

その歴史は古く、今も昔も全国津々浦々より多くの人が参拝に訪れ、神社のある男山は、京都の南西・裏鬼門にあたり、木津・宇

治・桂の三川の合流点を挟んで天王山と対峙する交通の要地、政治上の重要な拠点に位置している。 

石清水八幡宮の御祭神は御本殿中央に八幡大神（誉田別尊・ほんだわけのみこと…第 15代・応神天皇）を、西に比咩大神（ひめ

おおかみ…宗像三女神、一説に仲津姫命、あるいは本朝国母玉依姫命・ほんちょうこくぼたまよりひめのみこと）、東に神功皇后

（じんぐうこうごう・息長帯比賣命・おきながたらしひめのみこと）をお祀りしている。 

この御本殿に鎮まる三座の神々を総称して八幡三所大神と呼ばれている。創建は平安時代初めの貞観元(859)年、大安寺の「行

教」という僧が豊前国(大分県)の宇佐宮におこもりになった際、八幡大神の御託宣(お告げ)を蒙り、同年男山の峯に八幡三所の

神霊を奉安したことにはじまるとされている。この年、清和天皇の御命令を承けた木工寮権允橘良基は、すぐさまこの地に本殿三

宇・礼殿三宇から成る六宇(ろくう)の宝殿を造営(860年)し、そこに八幡三所大神が正式に御鎮座になった。 

石清水八幡宮の社号は、今なお男山の中腹に涌き出ている霊泉“石清水”に因んだもので、そのほとりには八幡三所大神が男

山にお鎮まりになる以前、すでに「石清水寺」という山寺が存在したといわれている。社号は明治初年に“男山八幡宮”と改称され

ましたが“石清水”の社号が創建以来の由緒深いものであるため、大正７年に再び“石清水八幡宮”と改称された。 

源頼朝の先祖、豪勇で知られた源義家は、この石清水八幡宮で元服したことから“八幡太郎・源義家”と言われるようになって、

以後は「武家の神さま」となって崇められた。  

 

●源頼朝と鶴岡八幡宮！ 

石清水八幡宮は、平安京に近いこともあって、朝廷の信仰も厚く、伊勢神宮についで第二の宗廟として崇敬さ

れた。しかも男山に勧請されたのは清和天皇のときであったことから清和源氏の崇高も高まり、やがて源氏の

氏神となり源頼義・義家の父子は厚く崇敬した。そしてその分霊を鎌倉の由比に勧請し、後には子孫の源頼朝

は鎌倉幕府を開いてこの地に荘厳な社殿を造営したのが鶴岡八幡宮である。 

ここで祭祀を司どったのは真言宗系の僧侶で別当が統率していたが、鎌倉幕府の三代将軍・源実朝を刺殺し

た公暁（くぎょう）は二代将軍・源頼家の子であった。公暁は 13歳のとき出家し 18歳で鶴岡八幡宮の別当になっ

たが父・頼家が実朝に殺されたことを恨んで八幡宮で仇討ちしたと伝えられている。 

＊別当（べっとう） 

鎌倉時代も長官の呼称として用いられ、本官のあるものが別にその事を専当することより起こった役職。 

奈良時代に東大寺をはじめ諸大寺に別当がおかれ、平安時代になると中央の諸官庁や摂関公卿の政所に

も長官の上、又は長官として別当が置かれていた。蔵人の別当は左大臣を補し、普通別当と言えば検非

違使別当であった。 

 

この八幡宮は神社といっても、実質は仏教の霊場としての色彩が強かった。江戸時代までの八幡宮は、参詣

する人は、鳥居をくぐったあと、仁王門や桜門、護摩堂、多宝塔、経蔵、鐘楼など仏教寺院と見まちがうほどの

堂搭が立ち並んでいた。また奥の本殿に鎮座していたのは阿弥陀如来であった。これは八幡神はじめ大菩薩

と称していたが本地垂迹（ほんちすいじゃく）説の成り行きに伴って、阿弥陀如来を本地とするようになった。 

本尊の東には観音菩薩、西には弥勒菩薩が侍位し、そしてご神体は僧形の八幡像であった。 

八幡宮では読経の声が絶えることなく続けられ、神事を司るのも供僧（ぐそう）で、真言宗に属していたが、その

下に神主がいたが、神主は供僧の支配を受けており、まさしく神仏の混淆（こんこう）という形態であった。 

しかしこうしたことは八幡宮だけではなく、全国にある多くの主要な神社がこのような堂搭を建てて仏像を祀り、

僧侶が支配権を握っていた。 

＊鶴岡八幡宮来…神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-1-31  

鶴岡八幡宮は、京都の石清水八幡宮を厚く信仰していた源頼義が奥州の安部氏を平定した後、康平６年(1063)８月、京の石清水

八幡宮を鎌倉由比ガ浜郷に勧請し社殿を創建した。その後、治承４年(1180),源頼朝が鎌倉入りするや由比ガ浜の八幡宮を,この

地小林郷に移した。建久２年(1191)には武士の守護神の宗社に相応しく上下両宮の現在の姿に整えた。源頼朝が,この高台に社

殿を作った時は、既に平家は滅亡し奥州・藤原氏も討伐し,全国６０余州を平定した時であった。 

翌年には征夷大将軍になり、まさに頼朝の絶頂期であった。鎌倉はこの頃すでに、京都と並んで政治文化の中心となっており頼

朝は関東の総鎮守となって崇敬されていた。以来、鶴岡八幡宮は常に鎌倉のシンボルであり、幕府の儀式や行事はすべてここを

中心に行われた。また武門のシンボルとしても豊臣家、徳川家から手厚い信仰を受けていた 
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●維新後に「神」となった天皇と武将たち！ 

明治になってから、新しく「神」として祀られた人も多く、それに従って新しい神社が次々と創建された。 

その中には南北朝時代の争乱に際し、後醍醐天皇が樹立した南朝政権のために献身して倒れた皇子や武将

が特に多く取上げられた。南朝・擁護の背景には、幕末に水戸藩が刊行した『大日本史』や、儒学者・頼山陽の

『日本外史』が、南朝政権を正統と主張し、幕末における尊王論の支柱とされたことが、大きく影響したと考えら

れている。また南朝のためにつくした人々の多くが、非命に倒れたことから、その怨霊（おんりょう）を慰めるという

考えもあったとされている。 

第 75 代・崇徳天皇(即位・1123年)は、「雨月物語」にも怨霊として登場する悲運の天皇で、保元の乱で敗れて

讃岐に流されてこの地で崩御され、遺体は白峰山稜に奉葬された。 

江戸末期の慶応２年、崇徳天皇の怨霊を最も恐れられていた孝明天皇（明治天皇の父）が、当神宮の創建を幕

府に命じたが実現しないまま崩御された。その後、孝明天皇の子である明治天皇が、父帝の意志を継いで社

地を公卿・飛鳥井家邸地に定め、飛鳥井家・邸内社を地主社とし、讃岐（香川県坂出市）から崇徳天皇の神霊を

迎えて明治元年、白峰神宮（しらみねじんぐう）を創建された。 

また奈良時代に孝謙天皇の後を継がれた大炊王（おおいおう・のちの淳仁天皇）は、弓削道鏡を孝謙天皇の側か

ら退けようとして失敗した。その後、孝謙上皇の怒りに触れて、淡路島に流されて淡路廃帝と呼ばれ、諡号（しご

う・おくりな）さえ贈られていなかった悲運の天皇であった。 

明治３年、明治天皇は淡路廃帝（大炊王）に対し淳仁天皇（じゅんにん）の諡号を贈られ、第 47 代天皇として歴代

天皇に追認され、明治６年、白峰神宮に合祀された。 

＊保元の乱と崇徳天皇…保元・元年（1156年）、京都に起こった内乱。  

皇室では皇位継承に関して不満を持つ崇徳上皇と後白河天皇とが、摂関家では藤原頼長と藤原忠通との家督争いが結びつい

て対立し、崇徳・頼長側は源為義・平忠正の軍を招き、後白河・忠通側は源義朝・平清盛の軍を招いて交戦したが、崇徳側が敗

れ上皇は讚岐(さぬき)に流された後、この地において 46 歳で崩御され、藤原頼長は戦傷死した。 この内乱は貴族の無力化と武

士の実力を示した事件で、この後は源氏・平氏など武士団が台頭する内乱となって武家政権・成立への端緒をなした。た。 

 

＊白峯神宮（しらみねじんぐう）…京都府京都市上京区今出川通堀川東入ル飛鳥井町２６１白峯神宮 

球技の神様として有名になっている白峯神宮の祭神は崇徳天皇（すとく）と淳仁天皇（じゅんにん）である。 

保元の乱で讃岐に配流された崇徳天皇の霊を慰める神社を創祀されようとした孝明天皇の遺志を受け継がれた明治天皇は四

国の坂出の御陵から御神霊をお迎えして明治元年に飛鳥井家（あすかい）の屋敷址に創建された。 

その後、同６年には道鏡により淡路に流された淡路廃帝を淳仁天皇として合祀された。当初，官幣中社・白峯宮と称していたが，

昭和１５年、天皇奉祀の社であるところから官幣大社・白峯神宮となった。 

また飛鳥井家は蹴鞠（けまり）道の家であったところから、境内の末社に蹴鞠の神である精大明神（せい）が祀られており、ゴルフ

やサッカーブームにのって球技の神様としての信仰が起きた。 

境内では時折，蹴鞠保存会（しゅうきく）の人たちによる蹴鞠の練習風景を見ることができる。 

 

＊白峰宮（しらみねぐう）…香川県坂出市西庄町 

保元の乱（1156）に敗れた崇徳上皇が讃岐国に流され、長寛２年（1164）府中の木の丸殿で崩御され、都の指示があるまで２１日

間八十場の泉に安置し、白峰山で荼毘にふされ白峰宮を創建した。その時摩尼珠院を白峰宮に移し、当寺を天皇寺と改めた。 

その後、興亡を繰り返し、明治に廃寺となったが末寺の高照院と合併し再興された。 

この神社は崇徳上皇が祭神で、別名「明の宮」（あかりのみや）とも呼ばれている。由来は崇徳上皇崩御後、八十八の水に御遺

体を浸しておいた間、毎夜この辺りから神光がしたため、二条天皇の宣旨で社殿が建てられたと伝えられている。 

 

また南北朝時代に後醍醐天皇を支えた南朝方の武将のなかで、「神」として祀られたのが楠木正成であった。 

明治元年、京都で神霊として祀られた。その後、戦死した湊川の地に明治五年、社殿が造営され「湊川神社」と

命名された。また後醍醐天皇の皇子で足利氏に鎌倉で幽閉され謀殺された護良親王（もりよししんのう）も京都で

慰霊祭が行われ、明治天皇の指示で死亡した地に、明治２年、「鎌倉宮」が創建された。 

後醍醐天皇の第四皇子・宗良親王の井伊谷宮（静岡県引佐町）、後醍醐天皇の第１１皇子で、南朝の征西討軍・

指揮官として九州で活躍した懐良親王（かねよししんのう）の「八代宮」（熊本県八代市）がある。 

さらに南朝を支援した九州の名族だった熊本の菊池一族を祀る「菊池神社（熊本県菊池市）」、新田義貞の「藤島

神社（福井県福井市毛矢町）」など、南朝ゆかりの皇族や武将たちを祀る神社がつぎつぎと造営された。 
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明治以降の人物として、「神」として祀られるべき条件を備えた人物は「西郷隆盛」であると思うが、「明治神宮」

や「東郷神社」に匹敵すべき「西郷神社」はついに建立されなかった。 

明治維新での最大の功労者であるが、やはり西南戦争で新政府に抵抗したことがその理由と思われるが、 

わずかに上野公園にある「西郷隆盛の銅像」が、その代用を果たしているのだろう！ 

 

４）神仏分離の嵐！ 

●仏教排斥と国家神道！ 

江戸幕府が倒れ、王政復古の号令が発せられると、天皇の権威を『神武創業ノ始』にもとづくと称し、日本固有

の「神」に対する崇敬を強調された政策が、つぎつぎと打ち出されていった。 

そして天皇は『天照大神』という「神」の子孫であるとされた。 

明治新政府は、1868 年（明治元年）3 月、太政官に神祇官が設置され、全国の神社や神職は神祇官に付属す

ることを布告し、神祇官より出された通達で “明治以前の従来の神仏習合の慣習をやめ、神道と仏教の境を

はっきりさせた…” こうして『神仏分離』の政策が、つぎつぎと進められることになった。 

 

まず諸国の神社に別当や社僧と称して、神事を司っていた僧職身分の者は復飾（還俗）が命じられた。 

続いて権現とか天王とか、仏号を称している神社には由緒の委細を報告するよう命じ、仏像をご神体としてい

る神社は改めるよう指示された。こうした神仏分離の布告が発せられると、全国の神社や寺院では仏像や仏具

を破壊する『廃仏毀釈（はいぶつ きしゃく）』運動が起きた。 

そして明治３年ころまでには、社僧の殆どは僧職から神職に転じ、由緒ある堂塔は破壊され社殿に祀ってあっ

た仏像や仏具もすべて取り払われた。これは決して仏教排斥を意図したものではなかったが、結果として廃仏

毀釈運動とも呼ばれる一般民衆の運動を結起することになった。 また国学の普及による神仏習合への不純

視や江戸時代の寺社奉行による寺請け制度での仏教寺院を通じた民衆管理への反発が背景にあり、政府主

導による神道有位の風潮が影響したと思われる。 

平田篤胤派の国学や水戸学が盛んであった地域ではとくに仏教排斥の動きが激しく、神道を国教化する運動

へと結びついて、やがて国家神道の発端となった。  

＜人物の顕彰のための神社建立＞ 

平安神宮、明治神宮などの天皇や皇族を祀る神社や湊川神社、四条畷神社など、功績のある人物を祀る神社が数多く建立され

た。 戦死者に対する慰霊を目的として、戊申戦争時より招魂祭が行われ、各地に招魂社が建てられて護国神社となった。  

＜神社合祀政策＞ 

明治になると、神祇官は神社の調査が済むまで神社の整理を行なわない方針をとった。 1876年以降、教部省はこの方針を変更

して、無格社や仏堂の整理を開始した。1906年(明治 39年)12月、一町村一社を原則に統廃合を行なうとする「神社合祀令」が出

された。同年以来、内務省は数年間かけて神社の整理事業を行なった。神社整理というと一般にはこの頃の事業を指す。 

合祀が著しかったのが三重県と和歌山県で、三重県の 6500社の神社が 7分の一以下に、和歌山県の 3700社の神社が 6分の

１以下に合祀された。最初の 3年間で全国の 4万社が取り壊された。 

1913年頃に事業はほぼ完了し、社数は 19万社から 12万社に激減した。 事業の目的は、荒廃した小祠や淫祠を廃止・統合して、

国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。  

 

慶応四年(1868年)、3月 14日、「五箇条のご誓文」が発せられ、天皇も自ら「天神地祇（てんじんちぎ）」の前に

誓うという形式をとられた。そして同年６月、政府は公卿たちの反対を押し切って、首都を江戸に遷都し東京と

改め、９月に明治と改元して天皇は『一世一元』の制度に定められた。 

このとき明治天皇は 17 歳になっており、京都を出発して東京へ向かい、途中で熱田神宮に参拝されたあと 10

月 13日、江戸城に入って、ここを皇居と定められた。 

当時、東京は武蔵国に属していたが、大宮（埼玉県）に鎮座する氷川神社（ひかわ）を武蔵国の鎮守とし、10 月

27 日、氷川神社に参拝された。これ以前（3 月）に大阪へ行幸の途中、石清水八幡宮へも参拝されており、今

や天王も親しく「神」の前に拝礼するようになっていた。 

同年 12月に、天皇は京都に向かい御所に還幸したが、12月 25日は父・孝明天皇の三回忌であった。 

孝明天皇の葬儀は二年前には仏式で行われたが、この三回忌は従来のような仏式ではなく神式で挙行された。
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従来は、宮中の祭儀を取り仕切ったのは仏僧であり、葬儀や忌日の義は天皇家の菩提寺であった京都の泉涌

寺（せんにゅうじ）の僧侶が中心となって行われていた。それをこの三回忌から、すべて神式に改め仏教色を排除

して実施された。こうしたことは…そもそも天皇は現津神（あきつかみ）であり、亡くなった天皇の霊は「神」そのも

のである…という思想によって、仏式の祭儀から切り離された。 

 

翌年(明治２年)３月、天皇は再び東京へ行幸し、その途中、伊勢へまわり伊勢神宮へ参拝された。 

伊勢神宮の内宮（皇大神宮）は、天皇の祖先神を祀っているが天皇が親しく参拝されたのは始めてであった。 

伊勢神宮は一般民衆からも厚い崇敬を寄せられており、江戸時代には御師の活動によって「伊勢参り」も盛ん

に行われて“一生に一度はお伊勢参りをしたい…”ということが庶民の夢でもあった。  

しかし庶民の伊勢神宮に対する信仰は、内宮（ないぐう）よりも、農業の「神」である外宮（げぐう）の方に重点が置

かれていた。しかし時代は変わって、内宮すなわち皇祖神を祀った皇大神宮（内宮）が国家の宗廟であり、 

豊受大神宮（外宮）より上位に位置しなければならなかった。やがて伊勢神宮では内宮の皇大神宮を至高のも

のとする改革が行われ、現在では国民の多くが内宮を中心に参拝するようになった。 

 

●皇室の改革…仏教から神道へ！ 

明治２年３月末、東京に戻った天皇は諸般の改革を実践された。 

かつては宮中にはお黒戸（くろど）と呼ばれた仏壇があり、歴代天皇や皇族の位牌が祀られていたが、これらの

位牌は宮中から京都の水薬師寺に移されたあと、皇室との関係が深い泉涌寺（せんにゅうじ）に移された。 

宮中では古来の伝統を引き継いで、真言宗による御修法（みしゅほう）や、天台宗による御修法及び大元師法（だ

いげんのほう）などが営まれていた。こうした仏教の行事も、明治４年９月までにすべて廃止された。 

こうして宮中における神仏分離は完了し、変わって整備されたのが『宮中三殿』であった。 

昔から平安京の内裏の中に建てられていた賢所（かしこどころ・内侍所・ないしどころ）は、新皇居内に移された。 

ここは天照大神の御霊代（みたましろ）である神鏡を祀るところであった。 

そして賢所を中央にして、東側に神殿、西側に皇霊殿（こうれいでん）が並び、神殿には古来の「神」を、皇霊殿に

は歴代天皇（皇后、皇妃、皇親を含む）の霊が祀られた。 

この宮中三殿は明治五年までに完成し、宮中における祭祀の中心となった。 

現在では、天皇家の宗教は古来より神道であると殆どの人が思っているが、宮中での祭祀が仏式から神式に

変わったのは、明治維新後の明治初期における改革の結果によるものであった。 

＊宮中三殿(きゅうちゅうさんでん) 

皇居にある賢所(かしこどころ)、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)という三つの神社の総称で、吹上御苑の東南に位置する。 

賢所…皇祖神・天照大神を祀るところで、その御霊代である神鏡（八咫鏡の複製）が奉斎されている。 

古代より宮中で祭祀されてきたところで、内侍所ともいう。 

皇霊殿…歴代天皇および皇族の霊を祀るところで、明治に再興された神祇官は付属の神殿を創建し、併せて歴代天皇の霊を

も祀った。またこれに伴って、平安時代より宮中にある歴代天皇を仏式で祀る「黒戸」は廃止された。 

神祇官が神祇省に降格するに伴い、1871年 9月に宮中に遷座し、賢所と供に「皇廟」と呼ばれた。 

1878年には皇妃や皇族の霊が合祀された。天皇・皇族の霊は死後一年を持って皇霊殿に合祀される。 

毎年、春分、秋分には皇霊祭が行われている。 

神殿…旧神祇官八神殿の祭神と天神地祇を祀る。明治に再興された神祇官（のち神祇省）は付属の神殿を創建し、天神地祇

および古代の律令制での神祇官の八神殿で祀られた八神を祀った。八神殿の八神とは延喜式によると「神産日神・高御産

日神・玉積産日神・生産日神・足産日神・大宮売神・御食津神・事代主神」とされる。 

神祇省の廃止に伴い、宮中に遷座して、神殿と改称した。 

 

天神地祇とは…天津神（あまつかみ）・国津神（くにつかみ）は、日本神話に登場する神の分類で、天津神は高天原にいる、

または高天原から天降った神の総称。それに対して国津神は地に現れた神々の総称とされている。ただし、高天原から天降

ったスサノオの子孫である大国主などは国津神とされている。 

日本神話においては、国津神のほとんどが天津神に支配される対象として扱われている。大和王権によって平定された地

域の人々が信仰していた神が国津神に、皇族や有力な氏族が信仰していた神が天津神になったものと考えられる。 

特に国津神については、日本神話に取り入れられる際に形が歪められ、元々の伝承があまり残っていないものも多い。 
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●「神の国」となった日本！ 

こうした神仏習合の形態が明治維新の新政府によって否定され、神社から仏教色が排除されて「神」は至高の

地位にまで引き上げられた。さらに歴史上に活躍した天皇や皇子、さらに忠臣までが新たに「神」として祀られ、

神宮や神社は天皇を中核として新しい格付けが行われた。 

一方では明治維新以降の近代になると、西洋文化の導入にともなって、「キリスト教」の思想が普及し、キリスト

京の『ゴット』も『神』と翻訳され、いつしか日本古来の『神』も日本人の意識の中で『ゴット』と同じように見る傾向

が生じてきた。キリスト教は一神教であり、日本の「神」は多神教であり、本質的には「神とゴット」は異なった存

在である。しかし「神」いう語は共通であり、そこに錯覚が生じることになった。いまや「神」は、唯一にして至高、

神聖な存在となり、当然『現人神（あらひとがみ）』の意味も古代とは違ったものであった。 

 

キリスト教圏内においては、皇帝も王家も『神・ゴット』に対して恐れをいだき、自らの罪を『神』の前に懺悔して、

その怒りに触れぬようつとめていた。この世で最も崇高なものは『神』の恩寵であった。そのため『神』の代理者

であるローマ法王の怒りにふれたときは、皇帝でさえもひれ伏して許しを乞うこともあった。  

また中国においては一般の民衆は、古来の「道教」に帰依し現世の利益を求めようとしたが、支配階級の人々

が重んじたのは孔子が開いた「儒教」であった。 

儒教では、「天」を崇高のものとして尊び、「天」の意志によって自然界も人間界も動かされていると考えられて

いる。従って中国の皇帝は人間界にあってまさしく絶対の君主であり、人民によるいささかの制約も受けない。 

しかし儒教に従って「天」の制約は受けることになる。 

飢饉をはじめ不幸な事態が続けば、皇帝の不徳の致すところで「天」の怒りに触れたと考えられていた。 

さらに王朝の権力が弱体化すれば、実力を貯えた野心家は「天」の命が下ったとして革命を起こし、皇帝の位

を奪い取ることも容認されていた。中国では皇帝といっても日本の天皇のように決して絶対ではなかった。  

 

日本の天皇は仏教にも深く帰依し、仏によって救われることを願うと共に、誤りをおかして仏罰を受ける事を恐

れていた。しかし明治維新後の天皇は、仏教に帰依せず儒教の「天」も意識せず、それ自身が至高の権威とさ

れていた。しかも政治は閣僚の輔弼を受け、軍事も統帥部が処理する建前で何の責任も負うことがなかった。 

しかも神聖にして何ものにも侵されず、「現人神（あらひとがみ）」として仰がれ、恐れを知らない存在となった。 

人によっては現人神の意志に背きながらも、形の上では天皇のために尽くすと称し、勝手な行動をとっていた。 

大昔に造りあげられた“神代”を史実として信じこまされていた。 

天皇をはじめ国民の大部分が「神」の子孫であり、自らの国を「神の国」と称して、世界に冠たる「国体」を保っ

てきたと…と知らず知らずのうちに思いこまされていた。 

 

しかし今や時代は変わって、国民の中には「神」や「仏」さえも恐れを知らぬ階層が生まれてきた。 

親殺しや子殺し、無差別な殺傷事件の数々、定職に就かない若者…など、近代日本の歩みと混迷が良く示し

ている今日この頃である。 

本当の意味での『宗教』が遠ざかってしまった現在では、国家と国民とが、今後どのような行動をとり、どのよう

な運命を辿ることになるのか…神仏のみが知るところとなった。 

 

＜明治維新後の天皇家＞ 

●明治神宮の創建 

東京の代々木にある明治神宮は 1920年(大正 9年)11月 1日に創建された。 

明治天皇は明治 45年 7月 30日、昭憲皇太后は大正 3年 4月 11日に御崩御されたが、お二人をお祀りして

いるのが明治神宮である。 

近代国家の礎として大きな功績を残された明治天皇と皇后陛下を称えるための記念行事(銅像・記念館・後援

など)をどうするか国民の意見を問うたところ…もっとも多かったのは、お二人のご神霊をお祀りして永遠に追慕

し景仰するための神社創建であった。 

明治神宮の工事は大正５年に始まり、大正９年 11月 1日に完成しご祭神としてご鎮座された。 

昭和 20年 4月 14日・大東亜戦争による空襲により焼失。昭和 33年 11月・神社建築の粋を集めて再建復興さ
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れ平成 5年 10月には平成の御大典記念事業として神楽殿が竣工し、現在の明治神宮の姿が完成された。 

＊明治神宮がある代々木地域は、幕末の大老だった井伊直弼の下屋敷があった場所で代々木の地名はこの場所に代々から伝

わる大きな樅(もみ)の大木があったので「代々木」の地名がつけられた。この樅の大木は高さが 54 メートル、幹の周囲は 10 メ

ートルほどあり日本一大きい大木で、上京してきた旅人の目標にもなっていた。 

この木に登れば江戸城や町内を見渡すことができるため江戸幕府は登ることを禁じ、 幕末にはこの木の上から黒船を見張っ

ていたとも言われている。 

 この樅の木は残念なことに明治半ばころ枯れたため、現在ある樅の木は昭和 27年頃植えられた。 

 

●明治天皇の御尊影(写真)秘話！ 

明治天皇は大変な写真嫌いであったため、陛下の写真は殆ど残されていない。 

当時は諸外国の君主と肖像を交換することが慣習となっていたが、明治天皇の御尊影は明治５年に撮られた

束帯姿(平安時代の服で朝廷の公事に着用する正服)と明治６年に撮った洋装の軍服姿だけであり、しかも若い頃(20

歳頃)の姿しかなかった。 

宮内庁の役人が陛下に何度も写真撮影をお願いしたが、写真嫌いの陛下は承知しなかった。 

困った宮内庁は、当時政府の印刷局に雇われていたコンテ画家でイタリヤ人のエドアルド・キヨッソーネに依頼

し、密かに陛下をスケッチさせて肖像画を完成させた。 

キヨッソーネは陛下に見つからないよう部屋に隠れて様々の姿をスケッチし苦労の末、完成したのが明治 21年、

陛下が３７歳(数え年)のときであった。 

完成後、陛下にお見せしたところ陛下は黙ったままで何も言わなかった。その後、外国から陛下の肖像画贈呈

を依頼されたとき陛下に許可を願い出たら、ようやく黙って親書(署名)された。 

以来このキヨッソーネが描いた肖像画が全国に下賜されて明治天皇唯一の御尊影となっている。 

この貴重な肖像画原本は明治神宮宝物殿に掲げられている。 

 

●天皇家の家紋…「菊」と「桐」！ 

菊…菊と桜は日本を代表する花となっており中でも「菊」は皇室の紋とされている。 

昔から日本では菊の花は最も高貴な花とされて「百花の王」「群芳の貴種」と言われていたが、意外にも菊の花

は日本原産ではなく古代バビロン(チグリス・ユーフラテス川地域の都市)の時代より建築装飾に用いられ、インド・中

国・朝鮮を通じて奈良時代に輸入された。 

＊因みに中国での最高の花は「牡丹」とされている。 

菊は当初、観賞用ではなく不老長寿の薬として伝来した。また花の形が太陽の形（日輪）に似ている事から天

照大神の信仰とも結びついて日の御子・天皇の象徴とされ、永遠の弥栄と祈る思想が受け入れられ平安時代

には広く菊の紋様が使われるようになった。 

皇室で初めて菊の紋様が使用されたのは後鳥羽上皇(鎌倉時代)で、上皇は個人的にも菊を好まれて刀や御

車などに菊紋をつけておられた。これが代々の天皇家に受け継がれて皇室の御紋章となった。 

 

桐…桐は中国の古代思想では、聖天子の出現を待って現れる瑞鳥・鳳凰が住むめでたい樹とされていた。 

日本では嵯峨天皇(平安初期)がお召しになられた衣装に竹と鳳凰と麒麟そして桐が描かれており、時代が下

がるにつれて朝廷や政府機関に用いられる文様に使われ、菊紋の代用として用いられ国家政府機関のシンボ

ルのような役割を果すようになった。菊と桐は紋章の成立事情から、菊紋は私的な紋章となり桐は公的な紋章

となった。従って明治神宮の建物には至るところに菊紋が使われているが、桐紋は南神門両脇門の扉だけに

描かれている。 

 

また皇室の正式な菊紋の花弁は十六弁だが、授与品についている菊紋は十二弁となっており、桐紋の正式な

紋は五七の桐で授与品は五三の桐となっている。 

これは皇室に敬意を表わすため授与品には花弁数を少なくしてデザイン(昭和４０年頃)されたようだ。 

＊五七の桐…３本の花ビラの数が中央は七枚、左右は五枚…公式 

     五三の桐…  々     が中央は五枚、左右が三枚…授与品のマーク 
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●国旗(日の丸)と国歌(君が代)について 

「日の丸」の旗は、明治 3年(1870年)に日本の商船や軍艦につける海上旗として定められ、以後日本の国旗と

して定着していた。また「君が代」は明治 26 年(1893 年)に文部省によって小学校などで儀式用唱歌として告示

され、以後事実上の国歌として歌われてきた。 

多くの日本人に親しまれ、愛唱されてきた「日の丸」と「君が代」は、明治政府が太政官告示として省令したもの

であり、法律で定められた正式な国旗・国歌ではなかった。そのため長い論争の末、ようやく国会で承認され法

制化されたのは平成 11年(1999年)8月 9日の事である。 

日本は不思議な国で、国家を象徴する正式な国旗と国歌を長い間持っていなかった事になり大変驚いた。こう

した事は法律が認めていなかっただけで「日の丸」も「君が代」も日本人の心の中には深く浸透し定着していた。

しかし法制化されても今尚多くの反対者いることも事実である。 

＊「日の丸」は軍国主義のイメージが残っており、「君が代」は詩の内容が国ではなく天皇の歌になっている…と言うことが反対し

ていた人達の理由のようだ。 先のワールドカップでは大勢の若者が一生懸命、日の丸の日本国旗を振って応援していたが、

日の丸の国旗は多くの若者にも指示され世界で一番シンプルな素晴らしいデザインだと思った。 

反対者もそんなにへ理屈をつけて、いつまでも反対しなくても良いと思うが…！ 

 

国旗(日の丸)…国旗の歴史はイギリス艦隊がユニオンジヤックの旗を掲げて、この船はイギリスの領土である

と宣言したことが国旗の始まりだと言われている。当時西欧では殆どの国が国旗を掲げて国名を明らかに

して航海していた。 

日本では幕末の頃、薩摩の殿様で名君と言われた島津斉彬が薩摩藩の商船や軍艦に「日の丸」を掲げて

おり、幕府に対して日本も国旗を制定するよう提案した。 

いろいろの案が検討されたが最終的に薩摩が領していた「日の丸」が採用され現在に至っている。 

＊「日の丸」の旗は「日章旗」とも呼ばれるように、中央の赤は日章(太陽)を象徴し「日出ずる国・日本」を現したもので日本

のシンボルとなった。「日の丸」が初めて歴史に登場するのは天武天皇時代の「続日本記」に記されている。また「平家物

語」の中では、屋島の合戦で那須与一が弓矢で射た扇の的が「紅の扇の日」であった。 

 また戦国時代には、日の丸は豊臣秀吉など多くの武将達が旗印として用いていた。  

  ＊明治政府が制定した国旗の寸法基準は、縦７対横 10の割合で、日の丸の直径は縦の５分の３で中心から百分の一旗竿側

に寄せたものが正式な国旗とされている。 

 

国歌(君が代)…明治の始め、薩摩出身の大山巌元帥がイギリスの軍楽隊長から欧米各国はそれぞれ国歌を

持っている事を聞かされ議会に国歌の必要性を提案した。 

  歌詞は当時、鹿児島で年頭の書初めに用いる「君が代」を当てることにし明治２年、イギリス公使館の軍楽

隊長だったフェントンが作曲した。しかしこの曲は西洋の教会音楽風で歌詞と合わなかったため明治 10年

頃、宮内省の雅楽部学長であった林広守らによって新たに雅楽風に作曲され、更にフェントンの後任でド

イツ人のエッケルトによって吹奏楽用に編曲され現在の楽譜が出来上がった。そして明治 26年(1893年)、

政府が「君が代」を「祝日・大祭日唱歌」の一つとして官報で交付し、文部省も小学校などで儀式用唱歌と

して活用していた。 

 ＊元歌は大山巌から支持を受けた薩摩藩・野図鎮雄らが、当時薩摩で愛唱されていた薩摩琵琶歌「蓬菜山」の中から「君が

代」を選んだ。この「君が代」の歌詞は「古今和歌集」「和漢朗詠集」の中で詠まれている和歌の一つで、作者不明(詠み人

知らず…)である。 

 ＊「君が代」の歌詞は昔の文体で、やや難しく分かりにくいが要約すると 

天皇が治める世は、細かい石が大きな岩となって苔が生えるまでいつまでも続いてほしいものだ… 

と言う意味になる。 

＊我々の時代は学校の記念行事には唱歌としていつも歌い親しんできた国家であった。 その後、共産党や日教組、左翼

主義者達が天皇のイメージが強い歌、法律で裁定されていない国歌だと言って反対運動が起きて学校では歌われなく

なっていた。 しかし平成 11 年、国会で法制化され『日の丸と君が代』は晴れて国旗・国歌として認知されたが大変良い

ことである。 
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●「バンザイ！」の起源！ 

「天皇陛下バンザイ」「日本バンザイ」という言葉はいつ頃から呼称されたのだろう…？ 

この起源は意外に新しく明治 22年 2月 11日、大日本帝国憲法発布式の慶祝の際に「バンザイ」と称されたの

が、その始まりだとされている。 

近代日本の門出とも言えるこの良き日に宮城外にて陛下を奉迎するにあたり、どのような言葉で陛下に対し慶

祝の発生をしたら良いか議論となった。 

何故なら当時日本では、一同で慶賀を発生する統一した言葉がなかったからだ。 

＊西欧では、君主や大統領が国民の前に姿を現してパレードする際は、帽子やハンカチを振りながら「Hurray！… 

フレー」と呼び、式場では「Long・live・the・King…ロング・ リブ・ザ・キング（国王バンザイ）」と唱え、 

またフランスでは「Hourra・le・France！…ウィララ・フランス（フランスバンザイ）」と唱えられている。 

いろいろな意見や提案があったが一同で発生するとどれもパッせずピンと来ない…！ 

そこで後に文部大臣・東京帝国大学総長となった外山正一博士の意見で、古代から「萬(万)歳」は「よろづよ・

ばんぜい・まんざい」と呼ばれていたが、漢音と呉音を交えて「バンザイ」としたらどうかという意見が出た。 

協議の結果、全員賛成となり「バンザイ(万歳)」が決まった。 

憲法発布の当日は、二重橋で陛下奉迎の際、発案者の外山博士が音頭をとって声高らかに「バンザイ」三唱を

したのが最初となった。以来「バンザイ」は、世界に通用する祝福の言葉となった。 

＊日本で最初に「萬(万)歳」の記録が出てくるのは「日本書紀」からで「よろずよ」と読まれ、中世から近世の頃は 

「ばんぜい、まんざい」と発音されていた。 

意味としては「長い年月、めでたいこと、祝うべきこと」であったようだ。 

＊太平洋戦争では多くの若者が「天皇陛下万歳・日本バンザイ」と叫びながら命を落としたので“軍国イメージ”があるとして一部

反対者もいるが、日本人の団結と祝福を表わす言葉として「バンザイ」は大変響きの良いすばらしい言葉だと思う。 

 

＜まとめ＞ 

明治以降、日本は富国強兵政策の下に伝統ある日本仏教を排斥し、儒教を変形した忠君愛国思想と天皇崇

拝を中心とし誤った日本神道思想が教育された。更に西欧から導入した 19 世紀頃の国家帝国主義思想が主

流となって他国を侵略し、第二次世界大戦を勃発させて不幸な敗戦を味わう事になった。 

 

日本人は恵まれた国土に生きてきたので、外敵とか猛獣とかの災害を避ける思いが基本的に希薄な国民であ

る。反面自然災害による生命・食糧の喪失が最大の惧れであった。 

従って、天地・自然の恵みに感謝をすることが「神を祀ること」であったと思われる。 霊を信じ神を畏れる気持

は太古の昔は、余り持たなくても生きていけたのかも知れない。 

時代が進んで、権力闘争や階級闘争などが出てくると、人間社会の愛憎による怨霊や祟りが、古来からの感

謝対象（それが信仰か？）である天地自然の急変に繋がることを畏れる気持になって鎮魂の祭りが必要となっ

てきたと思われる。 

日本人が魂の問題を突き詰めて考えるようになったには、やはり仏教伝来以降かも知れない。 

 

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、そして仏教(インド)もすべては苛酷な自然環境(砂漠や高原)の中から生ま

れでた宗教であり、日本神道は豊かな自然環境から生まれた唯一の宗教と言える。 

従ってその恵みを神々に感謝する心が原点になっていると思われる。 

 

 宗教は、何かを期待して信仰をするのではなく、本来はその恵みと生かされていることに感謝することが基本

であるように感じた。 
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