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 「古代から中世にかけての日本の神と仏（神仏習合を中心に)」        

                                                                           松 崎   曻 

神身離脱（神々による仏教帰依の願い） 

 伊勢国桑名郡に、養老山塊の南端にあたる多度山がある。多度山の神、多度大神は古来、豊饒を約

束する神として、伊勢そして美濃・尾張などの人びとの信仰の対象となってきた神であったが、奈良

時代も後半に入った７６３年（天平宝字７年）、多度大神は人にのりうつり、次のような託宣を下し

た*1。 

 

「我れは多度の神なり 。吾れ
きゅうごう

久 劫 を経て、重き罪業をなし、神道  の報いを受く。 

いま
ねがわく

冀 ば永く神の身を離れんがために、三宝に帰依せんと欲す。」 

 

 じつは、この数年まえには、常陸国鹿島神宮で鹿島大神が同じような願いをおこしており、やや下

って、八世紀の末ごろ、山城国賀茂社の賀茂大神も神杜の経営を支える氏子に仏道帰依を訴えている。

さらに九世紀初めには、若狭国若狭彦大神が、彼をまつる豪族に、"神の身を受けているゆえに苦悩は

深い。よって仏法に帰依して神道から免れたい"旨の告白を行なっている。 

 つまり、八世紀後半から九世紀前半にかけて、全国いたるところでその地域の大神として人々の信

仰を集めていた神々が、次々に神であることの苦しさを訴え、その苦境から脱出するために、神の身

を離れ(神身離脱)、仏教に帰依することを求めるようになってきたのである。この現象が、我が国の

神仏習合と呼ばれる現象の最初の段階である。 

  これはどういったことであろうか。託宣をそのまま読めば、仏に対する神の全面降伏宣言としかと

れないが、なぜ、こういうことになったのか。 

 仏教側は、このような動きに対してどういった行動を取ったかというと、民間を遊行する僧たちが、

これらの神々の願いに応えるかたちで、積極的に活動したのである。こうして遊行僧による神々の仏

教帰依の運動がはじまる。いくつかの例を挙げれば、 

 伊勢国多度大神のばあい、たまたまその近くの道場で阿弥陀仏を造って仏教布教につとめていた満

願禅師は大神の託宣を聞くや、神が鎮座する多度山の南辺を伐りはらい、そこに小堂を建て、その中

に仏になろうと修行する姿^菩薩形の神像を彫り上げて安置した。これが多度神宮寺*2 のはじまりで

ある。この満願禅師はこれより数年まえ、常陸国鹿島大神の前述の願いを聞き入れてその神宮寺を建 
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てており、箱根三所権現も満願(万巻)の建立になるという*1。 

 賀茂杜のばあい、誰であるかは不明だが、やはり僧の手で神宮寺が建てられた。また、若狭国若狭

彦大神のばあいでは、神をまつる豪族みずからが僧となって修行を重ね、大神の菩薩像をつくり、神

願寺と名づけた神宮寺に安置した。 

 このようにして、８世紀から９世紀半ばまでの間に、全国的な範囲で、仏になろうとする神のため

の寺である神宮寺が本来の神社の一隅または近辺に生まれるという現象が広がるのであるが、はたし

て、このようなこと（神社の一隅や近辺に仏教の堂宇を建立すること）が遊行僧だけの手で可能であ

ったのであろうか。 

「神身離脱」現象はなぜ起きたか 

 それではなぜ、この時期に日本の神々は、一斉に”神の身を離脱して仏道に帰依したい”と望んだ

のか。それを考える前に、まず、次のことを検討する必要がある。 

① そもそも、この時代の「神」とは、いかなる存在か。 

② 神（神祇信仰*2）と仏（仏教）は、いかなるかたちで遭遇したのか。 

③ 神々が望んだということは、どういうことか。 
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①  

仏教伝来以前の神信仰 

 古代から中世にかけての日本の神は、いわゆる「神道」という名称のもとで語られるものとは異な

るという点に留意が必要である。古代にも「神道」という言葉は現れるが（日本書紀等）、意味は異

なっている。 

 まず、神という語の最大公約数的な意味（つまり、すべての時代の神に共通する意義）については、

本居宣長（１７３０～１８０１）は次のようにまとめている。*1。 

 

 「
すべ

凡て
か み

迦微（かみ）とは、
いにしえのふみども

古御典等に見えたる
あめつち

天地の
もろもろ

諸 の神たちを始めて、其の
まつ

祀れる
やしろ

杜 に
いま

坐す
み た ま

御霊をも申し、又人はさらにも
いわ

云ず、鳥獣木草のたぐひ海山など、其余何にまれ、
よのつね

尋常ならずすぐれ

たる徳のありて、
か し こ

可畏き物を迦微とは云なり。」（古事記伝） 

  

 この定義から、比較的後代に現れる記紀に見える人格化した神々と、神として祀られた人（いわゆ

る人神）を除いたものが、神の原初的形態であるとともに、上代以降種々の神々が出現した後もその

すべてに共通する要素であるといってよいであろう。『岩波古語辞典』「かみ」項の定義では、「上

代以前では、人間に対して威力をふるい、威力をもって臨むものは、すべてカミで、カミは人間の怖

れと畏みの対象であった」と解説される。 *2 

  つまり、日本における神は、律令制度が布かれる前までは、アニミズム的なものを含めて種々雑多

なもので成り立っていたのである。つまり、ここの山（神体山）、
ひもろぎ

神籬（ひもろぎ・臨時に神の座と

される榊などの常緑樹）*3、
いわくら

磐座（臨時に神の座とされる自然石）*4 等で祀られる神は、それぞれ異

なっていて、共通のものはないのが、原則だった。 

 そこで祀られる神の基本的な性格（特徴）としては、次のものようなが挙げられる。 

① 複数であること（常に多くの神々の内の一柱である。） 

②  不可視であること（存在自体は、象徴物で表される。） 

③ 一定の場所に鎮座すること 

④ 直接に意思を表示することはないこと（祟り、巫女を通じての託宣、夢告などによってその意 志 
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を伝えるのが常。） 

⑤ 意思表示の手段が限られていること（もっとも普遍的な意思表示の手段は、祟りである。） 

⑥ 増殖可能であること（これを勧請〈かんじょう〉という。）*1 

⑦ 個人的な問題には関心がないこと。（個人的な願いを聞き入れてくれない。） 

大和王朝による王朝正当性の樹立に伴う神体系の編成 

 大和王朝は、６世紀から７世紀にかけて、中国に対抗して、その政治体制を模倣しながら、大和王

朝の君主たる天皇の正当性については日本独自の理論化を図った。すなわち、中国では、天子は天帝

から受命して「天子」として施政に当たるが、徳を失えば「天子」の資格を失う（革命）が、日本は、

天皇は神の子孫（「天孫」）であることが権力の根拠であるとした。（したがって、それは永続的な

ものと考えられる。）この構想を文字化したのが、いわゆる記紀である。これにともなって、 大化の

改新までは倭国の王は
おおきみ

大君（おおきみ）と呼ばれていたけれども、これを、天皇と改め、国名の漢字

表記を倭から日本と変えた。なお、訓の場合にはいずれもヤマトと呼んだ。 

  律令官社制 

 王朝は、日本書紀に記す皇統の神々をこれまでの神祇信仰のうちに当てはめ、これを管理すること

によって、統治をしようと図った。大化の改新のころから、中央集権化の一環として始まった神祇祭

祀の制度化である。八世紀初頭の律令制度の導入にともなって、「日本」の宗教システムとして律令

神祇祭祀制度が構築された。その主なねらいは、宮廷祭祀により天皇位の神聖さを確立することと、

全国の神祇祭祀の権限はすべて天皇に帰属することを示すことであった。全国の主要な神社を国家機

構の神祇官（職名ではなく、官庁名）に所属する官社に指定し、そこで、天皇の名による祭祀を一律

に執行することによって、天皇を宗教的権威の中心に据えることをはかったのである。 

 官社には地方神祇官人として「
はふりべ

祝部（はふりべ）」が置かれた。彼らの戸籍は一般の良民とは異な

って、神祇官が管理する。 

   つまり、それまでは、全国にある神社あるいは山、
ひもろぎ

神籬、
いわくら

磐座等で祀られていた神々は、必ずし

も、記紀に記す皇統につながる神々とは限らなかったが*2、少なくとも各地の主立った神社は、これ

ら皇統につながる神々を祀るものとして統合されることとなったのである。 

 律令官社制は、唐の祠令に倣ったものであるが、祠令にはない仕組みとして、全国の主要神社を神

祇官が統括する官社とし、神祇官から定期的に幣帛を頒布することでこれを管理しようとした。 

     祝部たちは、毎年春の祈年祭の時、神祇令(九条)の定め「諸国の社の神主・祝部は神祇官に集ま 
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れ。
なかとみ

中臣は祝詞を読み聞かせ、
い ん べ

忌部は
はんぺい

班幣を行え」に従って神祇官に出頭する。そこで、「神祇官の

祈年祭にならって、忌部の配る班幣を神々に奉れ」と命じる祝詞と、祭祀料(幣帛）を受ける。祝部は

これをそれぞれの神社に持ちかえり、在地の祈年祭において、人々に祝詞を読み聞かせ、頒布された

幣帛を奉った。 

 しかし、このような律令神祇制度は、上に述べたような神々の仏道への傾斜が始まった８世紀中頃

には崩れてきていて、制度どおりには実施されなくなっていたのが実情であった。 

 

②  

 仏教の受け入れ 

 仏教の伝来は、５３８年説と５５２年説があり、前者が信憑性が高いとされているが、いずれにせ

よ、６世紀の中頃、私的にも公的にもに日本に渡来し始めた。公的に仏教が渡来したときの我が国の

受け止め方を見ると、 

”（欽明天皇一三年）冬十月、百済の聖明王、…釈迦仏の金銅像一
はしら

躯 、
はたきぬがさ

幡 蓋若干、経論若干巻

を献る。… 

(天皇)乃ち群臣に歴問して
のたまわ

日 く、「西蕃の献れる仏の
か お

相貌
きらぎら

端厳し、
もは

全ら未だ曽て有らず。
いやま

礼 ふ

べきや
いな

不や」と。
そがのおおおみ

蘇我大臣稲目宿禰
もう

奏して
もうさ

曰 く、「西蕃の諸国、
もはら

一 に皆
いやま

礼 ふ。
とよあき

豊秋
や ま と

日本、あに

独り背かむや」と。物部大連尾輿・中臣連鎌子、同じく
もう

奏して
もう

曰さく、「我が
み か ど

国家の、天下に
きみ

王と

ましますは、恒に
あまつやしろくにつやしろ

天 地 社 稷の
ももあまりやそがみ

百八十神を
も

以て春夏秋冬、
ま つ

祭拝りたまふことを事とす。
まさ

方に今

改めて
あだしくにのかみ

蕃 神を拝みたまはば、恐るらくは国神の怒を致したまはむ」と。天皇曰く、「
ね が

情願ふ

人稲目宿彌に
さず

付けて、
こころみ

試 に
いやま

礼 ひ拝ましむべし」と。(目本書紀)  ” 

 

 天皇は、仏像を稲目に託し、私宅を寺として礼拝させたわけであるが、これに続く書紀の記事によ

ると、その直後、疫病がはやり人民の多くが死んだ。尾輿・鎌子は自分たちのいった通りだったと、

天皇の許可を得て、仏像を難波の堀に流し、寺を焼いた。すると、風雲なくして天皇の宮殿にも火が

かかり炎上した、というのである。 

 記事で気づくこととして、まず、仏を「蕃神(あだしくにのかみ)」とよんでいることでつまり、「仏」

とは新来の神のひとつであって、従来からの在地神と質的に相違するものとは考えられていないので

ある。*1 

 また、天皇が仏法に心動かされたのは、文中に記されているように、仏像の「
か お

相貌
きらぎら

端厳」とし輝き 
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のためであり、教えの内容にではない。蘇我と物部・中臣の対立点も、新来の神を天皇が敬うかどう

かにあるのであって、いわゆる異なった宗教間の対立というものではない。 

 仏像や寺を廃棄・焼却したところ、宮殿が焼けたとの記載は、仏も一種の神なのであるから、崇る

という行為は当然であるという認識があったことを示している*1。 

 

 この新来の神に対し、当初、王家（大和王朝）自体は消極的な態度しかとっていない。一方、仏教の

受容に積極的だったのは蘇我氏である。*2 

 大和王家が仏教に本格的に関わるのは、日本最初の官立寺院である百済大寺が建立された舒明天皇

の頃からであり、それを完全に掌握するのは、蘇我氏が減亡する乙巳の変(西暦６４５年)*3 以降のこ

とである。そして、以後の律令体制の構築へ向かうなか、国家の重要な柱として仏教が位置づけられ

る。そのなかで、次第に神と仏の質的な相違が認識されていく。と同時に、今回の主題である神仏習

合の現象が発現してくるのである。 

 

  ③ 

 神々の望みは誰の望みか 

 神の望みは、人に託して伝えられるのが常である。この場合、託されるのは、宮司であったり、巫

女であったり、氏子であったり（場合によっては、僧侶であったり）、するのであるが、当然のこと

ながら、それ（神の託宣）が真実のものであると認められるためには、当該神の関係者（神社を運営

・管理する者）がそのように認めることが必須である。ということは、神の託宣（神の託宣と認めら

れたもの）というものは、必然的に、神の関係者の観念・意思を表しているということが出来る。つ

まり、”神が望んだ”ということは、”当該の神の関係者が望んだ”ということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大化の改新が始まる。 

３名の十代の少女を ３名の十代の少女を ３名の十代の少女を 
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    『多度神宮寺資財帳』は、多度神の託宣につづけて次のような出来事を記す。 

 

 ”満願が多度大神を菩薩形に彫り上げて多度大菩薩の号を授け小堂に安置してまもなく、伊勢国桑

名郡の下級役人で、この地方の豪族のひとりである水取月足は、多度大菩薩の誕生に感謝し、神宮寺

建設に寄与すべく、銅の鐘を鋳造するとともにその楼台を建立した。これにつづいて、美濃国で多度

山近くの一帯を支配してきた豪族、近士県主新麿もまた、三重塔の建立に着手した。” 

 

 僧侶による小堂の建立や神像の安置に引き続き、地方豪族によって神宮寺の整備がなされたという

ことは、これらの動きが決して仏教側の働きだけによって推進されたものではないということを示し

ている。 

   つまり、これらの豪族は氏子として本来の神社を経営してきた人たち、すなわち神祇信仰を担っ

てきた人たちであるから、神々の神身離脱のと仏教帰依の願いは、この人たちの願いであったのであ

る。神々が神身を離脱して仏道に帰依したいと望み、神宮寺の建立に至ったのは、神祇信仰の人たち

が口火を切って、仏教側がこれに機敏に応じたというのが真相であろう。 

 では、なぜ、彼ら（神祇信仰を担ってきた人たち）は自分たちが重い罪業を犯し、報いを受けてい

ると思い、かつ、仏道に帰依することを望んだのか。 

 

 

 一つの説が提示されている（「習合」）ので、紹介する、 

  律令国家の組織力で田畑の開発が推進され、生産力が飛躍的に上昇してくると、村野内部に富の

余剰が生じて、自然と富を蓄積した富裕層が現れてくる。これらの層（郡司、村長など）が、私財を

蓄積したやり方は、神を祀る立場を最大限利用し、収穫の一部を神に対する初穂として取得するとい

う方法であった。 

 『そして・急速にその蓄積は進行した。その結果、神と村人のために仕える.という彼本来の任

務が形骸化し、祭りは彼の私腹をこやす手段に転落してきた。 当時の地方支配者たちは、共同体

的司祭者から、私的領主に生まれかわろうとしていた。 
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 その途上で、彼らの行動を支える価値観に大きな変動と迷いが生じてくるのは必然であろう。 

その勢いがあまりに急激だったため、ついにこのギャップを無意識の奥底に眠らせておくことは

できず、その現実を見つめざるをえなくなる。白分の行為が神の道に背く罪であり、神と村人の

報復を受けて当然という自覚はこれゆえであった。 仏教の根本は、何よりも、物や人間に対する

欲望に人間の罪の源泉があり、罪を償うためには苦行によって欲望の根を断ち、その世界から解

放されて悟りの境地に達することこそ究極の目的である、という教説にある。 

しかも、大乗系仏教は、ブッダの教えの、贖罪のための苦行と悟りという究極の課題を出家した

僧侶の課題に限定し、一般在俗者は、この僧侶を供養し布施を施せば、それによって贖罪と救済

が保証されるという論理を持つにいたっている。つまり、心に罪の意識を堅持して、仏や僧への

供養と布施を行ないつづけさえすれば、実際には、いかなる所有と支配の罪を犯しても帳消しに

なるという構造を内包していたのである。 

 私的領主化しはじめた地方豪族や村長らにとって、まったく好都合な論理と価値観だった。』

（「習合」） 

 これまで彼らが
あが

崇めてきた神々は、このような個人的な悩みとは無縁の神々であった。人間の欲望に

もとづく罪業について思索し、これからの解放を最大の目標とする仏教は、彼らに救いの道を開くも

のであった。その心情を神々に仮託する方法により、彼らは救いを得ようとしたというのが、神身離

脱という現象を引き起こした原因であるというのである。 

 この説は、論理としては大変整然としていて魅力的である。ただ、はたして、現実がそのとおりで

あったのか。学会によってどの程度認められているのか不明であるが、すくなくとも、た時代の社会

・経済・政治・日常生活などとどの有機的な関連のもとに、この現象を説明した説がほかにないよう

ようなので、この説に賛成したい。 
ごりょう

御霊（ごりょう）信仰 

 神身離脱に続いて、神仏習合の第２段階ともいうべき御霊信仰が発生する。 

菅原道真の怨霊 

 優れた能力で宇多天皇に抜擢された菅原道真(８４５-９０３)は、醍醐天皇の下で右大臣にまで登る。

しかし後、左大臣藤原時平以下の讒言にあって大宰府に流され、その二年後に、死没する。 

 そして、没後いくばくも経ないある夏の夜、道真の霊魂が比叡山に住む尊意(道真が仏教を学んだ師)

の一室に現われ、こう告げた。 

（以下、古文の現代語訳は「習合」による。） 

 

"わたしは梵天・帝釈天の許しを得たので、神祇がいさめることもありますまい。洛中に入り、

王城に近づき、配流の辛さを述べ、怨みを復讐で晴らそうと思っております。ところが、あ

なたは法験に長じた方なので、わたしを調伏すべしとの勅宣が下るでしょう。しかしあなた
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とわたしは生前、深い師弟の契で結ばれているのですから、どうかその勅宣を返上して下さ

い。" 

 

これに対し、尊意は、これに次のように答える。 

"師弟の契りは一世限りのものではありませんから、眼を抜かれても断りましょう。 し か

し、この地上はみな王土ですから、勅宣が三度に及んだときは、断わるわけにはいかないで

しよう。〃 

 

 これを聞いた道真は顔色を変え、柘榴の種を妻戸に吐きかけてこれを焼きこがし、姿を消す。（『北

野天神縁起』など） 

 じつは、朝廷は、道真没去の直後の９０３年４月、道真にわびて本職に復すとともに一階を加え、

配流の宣命を焼却させて、彼に火雷天神の号を授けている(『扶桑略記』同日条)。 

 このような話は、、９０５年ごろまでには、道真が、怨みをもった死霊＝怨霊として意識されるよ

うになっていたことを推測させる。 

 

 つまり、１０世紀冒頭の頃には、、政争に敗れて非業の死を遂げた人問の霊魂は、怨みをもって復

讐をねらう怨霊として、畏怖と調伏の対象として認識されていたことが確認できる。注目したいのは、

道真の怨霊が梵天・帝釈天という密教の神と、在来の日本の神祇の双方から許されて行動していると、

語っていることである。つまり、怨霊信仰なるものも、密教で媒介された神仏習合のひとつの現れと

見ることができるのである。 

 

 では、道真の霊に典型的に現われる怨霊信仰という神仏習合の一形態は、どのようなかたち 

で史上に姿を現わし、どのような役割をになって、道真の怨霊登場までに至ったのであろうか。 

御霊の登場と御霊会 

 人間の霊魂を祀ることは、古来の神祇信仰のもとでも行なわれていた。しかし、死者の霊魂は過去

に死者となった共同体祖霊の集まりと一体となってしまい、特定の個人の霊として認識されたり出現

したりすることはなかった。 

 しかし、奈良時代の半ばになると、僧玄昉が死去した際、宮廷貴族の間では、反乱を起こして誅せ

られた藤原広嗣の怨霊の仕業とする噂が、密かに流れていたという。（「日本霊異記」） 

 

 ところが・奈良末.平安初頭以降になると、これら王権反逆者の怨霊（御霊）が、社会底辺を含む広

範な人々によって祀られるようになつた。死者の怨恨をを慰め鎮めることを標榜しながら、反面、そ

の怨恨をかき立て盛り上げるかのような
ほ う え

法会がさかんに行なわれるようになる。 
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 「日本三代実録」*1 は、この
ごりょうえ

御霊会が生成されてくる様子を端的に伝えてくれる。 

 

 "御霊とは、崇道天皇(桓武天皇の同母弟、
さ わ ら

早良親王*2)・伊予親王・藤原
ぶ に ん

夫人(伊予親王の

母・
き っ し

吉子）*3・.観察使（藤原仲成のこと）*4・橘逸勢*5・
ふ ん や の み や た ま ろ

文室宮田麻呂*6 などの霊をいう。

いずれも政変を企てて誅せられた人びとで、その怨みの霊魂は、次第に勢いを増してきてい

る。しばらく前から、世問では疫病がしきりにおこり、死没する者がはなはだ多くなったが、

天下の人々は、この災いは御霊の怨恨より生じたものだと思っている。 

 この信仰は、そもそも京・畿内からはじまり、いまやその他の諸国にまで拡がっている。

毎年夏から秋にかけて、御霊を祀る法会＝御霊会が催され、しばしばぶっ通しで行なわれる。

御霊を仏と見立てて経を説き、歌や舞を加え、さらには童子を美しく着飾らせて馬上から弓

を射させ、たくましい体格の者たちに相撲をさせ、競馬を催し、芸人たちの芸競べでその場

の気分を盛り上げるという具合になり、これを観んと集まる者で、その場はむせかえるよう

なありさま。 

 このような御霊会の様相は、京・畿内からはじまって全国各地に拡がってゆくなかで次第

にととのえられ、いまや定まった民間行事というべきものにまで成長した。〃  

  

王権の対応     

 王権は、最初の御霊、崇道天皇が跳梁しはじめたときから、ひたすら陳謝して、その鎮静をはかろ

うとした。*1 政争の結果、王権側としてサバイブした人たちは、大抵の場合、これら御霊となった人

たちを陥れた者たちであったから、当然、良心の呵責も強かっただろうし、自然科学的概念のまだ無

かった時代にあっては、祟りも恐ろしかったであろう。これを慰めようとした心情はよく理解できる。 

 しかしながら、「日本三代実録」の伝える御霊信仰は、政争関係者や遺族等の当事者の思いを越え

て、庶民を含む広範な階層の人間による社会的現象にまで発展したことを示している。 
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  少し大胆な想像を働かせると、御霊会の背後には、政争に敗れて非業の死を遂げた者の怨霊を全国

各地に喧伝し、それに共鳴する者が御霊としてかつぎ上げ、王権への反撥の拠りどころにする動きが

あったのではないかとも思われる。（ 「王権膝下で政争敗死者の遺族や、王権の路線から排除・抑圧

された貴族たちが、王権を相対化する密教僧たちと連係して、その怨念を社会に潜在する王権支配へ

の不満と結びつけ、反王権社会運動を画策していたことを予想させる。」『習合』） 

  仏教とりわけ密教がそれを可能にする思想的媒体となり、それゆえに、陳謝する王権の側も仏教で

対応せざるをえなかったともとれる。 

  清和天皇が即位、翌８５９年、九州宇佐八幡宮を洛南西の石清水に勧請して、王家と王城守護の武

神としたが、そのなかで、御霊会はさかんになってゆき、何らかの対策を取る必要に迫られた朝廷は、

御霊会を自ら主催するという挙に出る。疫病（流感と思われる。）が猛威をふるった８６３年、神泉

苑で崇道天皇ほか六前の御霊を祀り、金光明経・般若心経の講義、雅楽、稚児の舞、雑伎、散楽など

を大々的に行わせた。苑の四方の門を開放して民衆が自由に出入りし、観覧できたという。（天皇以

外の皇族、貴族は総出で参画した。） 

  ここには、民間の御霊会の民間エネルギーを吸収し、密教で正当化された御霊の反逆心をなんとか、

王権に無害なものに変えようとする王権の意図が読み取れる。鎮護国家の経である金光明経と密教の

基本経典のひとっである般若心経がともに説かれていることは、反逆心を護国心に転化させようとい

う狙いととれる。（但し、朝廷主催の御霊会は、数年続いた後、次第に行われなくなった。） 
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将門の乱 

  このように拡大していった御霊会は、１０世紀前半にいたって朝廷が危惧した事態を引き起こすに

至る。 

 武蔵、常陸等の地方で不穏な動きを示していた平将門が、９３８年にいたって関東諸国の国府を武

力で制圧し、公然と王権に対し反旗を翻したのである。翌年、上野の国府に進駐した将門は、そこで

新皇としての即位式を行うに至った。 

 

『〔将門は〕府を領して庁に入り、四門の陣を固め、かつ諸国の
じ も く

除目を放つ。時に、一
かんなぎ

昌伎あ 

りて云えらく、八幡大菩薩の使と
くちばし

攅 る。朕が位を
お ん し

蔭子平将門に授け奉る。その位記は、左 

大臣正二位菅原朝臣の霊魂表すらく、右八幡大菩薩、八万の軍を起して、朕が位を授け奉らん。

今すべからく三十二相の音楽をもて、早くこれを迎え奉るべしといえり。 

ここに将門、頂に捧げて再拝す。いわんや四の陣を挙りて立ちて歓び、数千併しながら伏し拝 

す。ここに自ら製して
い み な

誼号を奏す。将門を名けて新皇と曰う。”（将門記）』 

 

 "将門は上野国府を占領して役所に入り、東西南北の門の警固を整えて・国府の役人を任命した。そのと

き、神がかりした一人の巫女が八幡大菩薩の使者と名乗って・託宣をくちばしった。「朕はみずからの位

を蔭子である将門に与える。その位記（辞令）は菅原道真の霊魂が書いた。八幡大菩薩が八万の軍勢を催

して、将門に位を授けようとしているのだから三十二相の音楽を奏して迎えるように」と。将門はうやう

やしくこれを受け・国庁の四方を固めた数千の人々は歓声をあげて拝伏した。・・・・将門はみずからの

称号を定めて、新皇とした” 

 

  皇位継承権のない者が天皇の位につこうとする例は、未遂に終わった七世紀の道鏡が唯一のもので

ある。 

 ここで注目すべきは、八幡大菩薩が新皇の位を授けていること、これを受けて御霊の内でも最大の

大物である菅原道真が位記を書いたとしていることである。八幡神は、もともとは宇佐地方の土着信

仰神であったのが、奈良、平安の時代を経て外的防護神となり、さらには応神天皇が祭神となって王

権と深いつながりを持つに至っている神である。早い時期から神仏習合神として知られ、八幡大菩薩

の称号を持つ。また三十二相の音楽とは典型的な仏事の音楽である。（仏の有するという三十二相の

相好に由来する。） 

 

 道真は、この出来事の３６年前に死没しているが、御霊として祀られて以来、観自在天という神に

転生したと思われてきた。（観自在天神は、密教のもっとも崇拝する仏、大日如来の化身である帝釈
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天の弟子とされている。） 

 このように、将門の即位式には、神仏習合の徴が豊富に見られる。 

 ここでは、将門の変が、御霊信仰がいわば頂点に達したとき、かつ、最大の御霊である道真の死後

まもなく起こったという点にも注目しないわけにはいかない。 

   将門の乱は、大野心にもかかわらず、魅力的な改革案を示せなかったため、同じ地方武士によって、

数ヶ月で鎮定されてしまう。これで勢いをそがれた天神は、以後、かっての怒りを見せなくなる。そ

れでも、９６７年から９８２年の７年間に３度も内裏が焼亡したのは、北の天神社を修理しないこと

等に対する天神の恨みとされている。これに対し、朝廷は、太宰府安楽寺（道真の墓所）に勅使を派

遣し官位を高める等の処遇*1 を与え、遂に天神は、王家の守護神になることを了承したとされる。そ

の後、道真の霊は、怨霊から、最終的には、学問の神という平和的な性格の神になるに至った。 

六道から本地垂迹まで 

 以上に、御霊という神仏習合の１形態について述べたが、御霊は、社会的には大きな影響を与えた

形態ではあるが、その神としての態様は死亡した現実の人間に神格を与えてもので（人神）であって、

いわば比較的新しい特殊なものである。 

 一般的な神仏習合は、御霊信仰とは別個に、神身離脱の後、さらに発展していく。 

 神身離脱は、神が神の身を脱して仏法の解脱の境地に達したいというものであった。そこでは、神

は、仏教でいう六道のうちの「天」の眷属（つまり、迷いの境地にいる衆生の一員）であるという前

提が成り立っている。*2 

仏の守護神となる神 

  ８世紀に早くも菩薩号を受ける神が見られるようになる。典型は、後述する八幡神）。 

 菩薩号を受けることはすでに、衆生の身分ではなく、仏と衆生の間の存在ということである。菩薩

号を受けない神も、単なる衆生ではなく、仏の守護神という地位を獲得するようになる。これは、仏

教において、天部には守護神たる帝釈天や梵天など護法善神というカテゴリーがあることが影響して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 

14 
 

八幡神  

 これらの神とは別に、独自の習合を果たした神がいる。８世紀に入って突如出現した八幡神である。

（記紀には記載がない。）八幡神は、最も早く仏教と結びついた神とされる。発祥の地は九州国東半

島の根元、宇佐市である。南に隼人の国、北に海を隔てて朝鮮半島があり、大和王朝にとっては、外

敵に対する最前線の位置にある。早くから神宮寺が建立され、八幡大菩薩の称号を持つに至っている。

*1 三韓征伐の説話の主人公である神宮皇后の子である応神天皇を祭神としていることでも分かると

おり、皇祖神であるとともに外敵防護神として信仰されている。 

  この八幡神を一躍神仏習合神のトップに押し上げた出来事が、東大寺大仏建立に当たっての入京*2

である。（７４９年） ８６０年に、行教によって、宇佐から石清水八幡宮*3 に勧請された。石清水

八幡宮からさらに鎌倉に勧請されたのが、鶴岡八幡宮である。これに見られるように、八幡神は、武

士階級から武家の守護神として信奉され、鎌倉時代以降も、その尊崇を受けてきた。 

 現在、全国の神社の数でトップを占めるのは、八幡神社である。（全体の約１割） 

 八幡神は、称徳天皇の時代に、僧道鏡の即位問題で、大変重要な役割を演ずる。このときは、八幡

神自体は完全に仏教側について行動している。 

本地垂迹説 

 １０世紀になると、神仏習合 はさらに進展して、本地垂迹説が成立する。本地垂迹*4 説とは、仏

菩薩（本地）が衆生済度のために、仮に神の姿になって現れた（垂迹）ものとする説である。 

  実際に仏菩薩の垂迹とはっきり観念されるのは１１世紀に入ってからで、熱田神が権現の呼称を受

け、さらに修験的要素の濃い神格（熊野、白山など）に権現号*5 が使用され、本地仏が特定されるよ

うになる。本地垂迹説は、鎌倉期末期までに全国の神々をさまざまな験力を持った密教の仏・菩薩・

諸天。諸王たちの化身としてしまったのである。 
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中世日本紀 

 本地垂迹説が完全に仏・菩薩の化身としてしまった仏法（密教）は、さらに大和王権の神々に関す

る説話＝神話をも本地垂迹説に基づいて書き直すというところまで行きつく。 

   典型的な中世日本紀として、天照大神と伊勢神宮での神仏隔離（後述）の関係について次のよう『な

神話が作られた。（「沙石集」*1） 

  作者に伊勢神宮の神官が語っていうに、「 太古の昔、天照大神が大海の底に自分の印である大

日如来の印文があるの発見し、矛をおろして採り上げられた。そこから滴る露によって国土が出

来ようとするのを第六天の魔王がはるかに見て、そこで仏法が広く流布することを心配し、天か

ら降りてきた。天照大神は、魔王の意図を悟って、「私は、三宝を近づけず、その名もいわない

ようにするから、安心してお帰り下さい。」と約束された。それで、伊勢神宮では、外に仏法を

忌み嫌うように見せかけているが、本当は天照大神すなわち大日如来が深く三宝を守っておられ

るのだ。」と』。*2 

  平家物語において、安徳帝を抱いて入水しようとする二位の尼の言葉にも、この時代の考えが表れ

ている。 

「まず東に向かわせ給いて、伊勢大神宮においとま申させ給い、その後西方浄土の来迎にあずか

らんとおぼしめし、西に向かわせ給いて、御念仏さぶろべし。この国は心うきさかいにてさぶら

えば、極楽浄土とてめでたき処へ具しまいらせさぶろうぞ」 

 

このようにして、神仏習合は、、院政期以降第四段階をむかえ、神仏共存を前提としながらではある

が、ある意味、仏教が神々の世界のすべてを包含し、誘導し、統合するという段階まで至る。 

つまり、神仏習合はいわば最終段階を迎え、これ以上進展を見せなくなるのである。 
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神仏隔離 

 上に見たような神仏習合の潮流の中で、神仏を隔離しようとする傾向が、限られた範囲ではあるが、

存在した。これについ触れておく必要がある。 

 特に伊勢神宮、斎宮では忌み言葉と称して、仏を中子、経を染め紙、僧尼を髪長などと呼び代える

規定が延喜式（９６７年施行）に存している。 また、宮中の神事の際、仏事や僧侶の参内を制限した。

大祀（大嘗祭）では、祭祀の前後１ヶ月の間、各官庁において仏事を避ける、中祀以下でも前後の日、

父母の喪に服している者や僧尼の参内を禁止する、等々。、８世紀後半に、度会郡にあった伊勢神宮

の神宮寺が飯高郡に移され、さらに遠方に移された。さらに後年の記録（１４世紀初め）では、数珠

や経を持つ者は二の鳥居より内に入ることは許されなかったとしている。この風習は明治期まで続い

ている。 

 これは８世紀中頃の道鏡事件の反省から生じたものと考えられている。 

 神仏隔離は、伊勢神官の排仏姿勢を示しているわけではないことに留意しなければならない。神官

は、僧と同じ意味での宗教者ではない。彼らは神事に携わる祭祀者であって、それを離れれば現世の

一般人であったのである。（その証拠に、神宮の近くには、世襲神官である荒木田氏（
ないくう

内宮）、
わたらい

渡会氏

（
げ く う

外宮）の菩提寺がいくつも建てられていたし、彼らのうちの多くの者が退職後または死に直面した

ときに、出家している。）*1    神仏隔離は、あくまでも皇統を守ろうとする思想に基づいていて、

宗教としての思想的な対抗意識を持ったものではないのである。（ また、近世以降の排仏思想とも全

く性格を異にしている。） 
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