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「からっぽな宗教」

増田まもる

神社が好き で、旅行先などで神社を みかけると必ず立ち寄るよ うにしている。由緒正
しい大きな神社はもち ろん、名も知れぬ小さな神 社でも、お参りをするとな んとなくす

がすがし い気持ちになる。
だれもが知っている ように 、
神社 には寺院の仏像のような具 象的な礼拝の対象はない 。

鳥居や 狛犬やご神木、そして社殿 と拝殿があるだけだ。それ なのに、お賽銭をあげて 拝
礼して、ぱんぱん と音高く柏手を打って家内 安全などを祈ると、なぜか しらすっきりと

した 気分になる。
かつてはその理 由を神社の成り立ちに求め て、神社の由緒や神々の系 譜などを調べた

り 、背後の山や奥之院まで登 って古代の人々がその地を 聖地とした理由をつきとめ よう
い わ くら
としたりしてき た。古い神社の背後の山に はしばしば古墳や磐座が あって、日本人の信
仰の原点を見る思いがした ものだった。

しかし、最近 ではそれらの個別の情報に はあまり興味がなくなっ た。むしろ、鳥居と
し め な わ
樹木と注連縄に囲まれた、 このなにもない文字通り からっぽな空間が、なぜこ れほどま
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でにわれわれの心をひきつ けるのだろうかと考えるよ うになった。

そもそも神 道とよばれている日本古来 の宗教はかなり独特なもの である。なにしろ教
義がなく、それゆえ倫理 的な規範もない。神とよば れるものを拝んではいる が、それが

なんだかよ くわからない。善きもの なのか悪しきものなのかも よくわからない。どんな
姿をしているかもはっ きりしない。ただ人間には どうしようもないものとし て畏れられ

たり拝ま れたりするだけである。そ のため神道は、シャマニズ ムやアニミズム、あるい
は多神教といったレ ッテルを貼られ、原始的な 宗教とみなされているが、 じつは世界の

すべて の宗教の根っこにそういっ た要素はかならずふくまれ ているから、それを神道 の
特徴といってもな にもいっていないのに等し い。

それ では神道の本質はなんだろ うとずっと考えてきたのだ が、最近になってひとつ の
答えがみつかった 。それは「中身がないこと 」そのものだった。それ を具現化したもの

が 神社である。神という人間 の理解をこえたものが立ち 現われるために、神社はか らっ
ぽでなければな らず 、
それを 維持するためにたえず掃き 清められていなければな らない 。
神道という宗教もまた、人 間の理解をこえたものを受 け入れるために、教義にあ たる部

分がからっぽ で、ことばによる説明や意 味づけを人間のさかしらと してつねに排除しつ
づけなければならない。そ の一方で、そのからっぽ さを守るために、表層をさ まざまな
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儀式で飾ることはむしろ積 極的に歓迎される。仏教が 伝わってきたときも、思 想には目

もくれずに宗 教儀礼だけとりこんだの で、外見的には仏教が広ま ったように見えても、
日本人の魂は神道のまま だった。神仏習合というこ とばがあるが、そんなも のはなかっ

人間は生きていくためにつ ねにまわり

た。無常観 ということばがあるが、 実態はからっぽだった。の ちにキリスト教が伝わっ
たときも、おなじこと が繰り返されただけだった 。要するに、日本人は有史 以来ずっと
神道だけ を信じてきたのである。
これはかなり特異な 宗教ではないだろうか？

の環境 を理解しようとしてきた。 ことばであらわしたり意味 をつけたりして、体系化 し
ようとしてきた 。
そ のもっともめざましい精 華が科学であったといえる だろう 。しかし 、

神道 はそのような意味づけを拒 絶する。教義にあたる部分 をからっぽのままにしてお く
ことに全力を注い できたといってもいいだろ う。

富 士山噴火
別府鶴見岳・ 阿蘇姫神噴火

ど うしてこんな変わった宗教 が生まれてしまったのか。 これはあくまでも試論だが 、
ひとつの仮説を 提示してみたい。
まず、この年表を見ていた だきたい。
八六四年
八六七年
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八七八年
八八〇年

八六九年
八七一年

八六八年

関東大地震
出雲地震・ 京都群発地震

陸奥沖海溝地震（貞観の大 地震 ）
・肥後 国津波地震
出羽鳥海山噴 火

京都群発地震・ 播磨国地震

八八七年 東海南海大津波地震
これは 九世紀 後半の わず か二十 三年に この国 を襲っ た地震 ・津波 ・噴火の 記録で あ

る。こ れに飢饉や疫病まで加える と、文字通り天変地異と自 然災害の連続である。も ち
ろん、これはもっ ともひどい時代の記録であ るが、有史以来、この列島 に住みついた人

々は 、ほとんどつねにこのよう な過酷な自然災害に直面し なければならなかった。人 災
ならば腹立たしく ても理解はできるし、打つ 手もないわけではない。 しかし、これらの

自 然災害はなんの予告もなく 襲ってきて人々の命を奪い 、生活の基盤を破壊してい く。
なまじこの列島 の自然環境が温和で恵み豊 かであるだけに、ふいに 襲ってくる災害は理
不尽きわまりないものとし て感じられたにちがいない 。

このような環 境におかれた日本人は、そ れを体系的に意味づけす ることをあきらめた
のではないかと私は思う。 上記の年表をあらためて 見直してほしい。ここにな んらかの
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意味があるだろうか？

大 いなる意志のようなものが はたらいていると感じら れるだろ

うか？ どう 考えても、そんなものは 見いだせない。もっと積極 的に、意味などないの
だと達観してしまうこと しかできないのではないだ ろうか？ できることと いえば、こ

の世の無意 味を前提として、災害で 死んでいったものたちを悼 み、すべてを失った悲し
みを癒すために、さま ざまな儀式をつくりあげる ことだけだったのではない だろうか？

教義も意 味も真理もなにもないか らっぽな「宗教」を。太古 から伝わるさまざまな儀
式や仏教などの外来 の宗教からとりいれた儀礼 で飾り立てたもの。これこ そが神道であ

り、さ らに踏み込めば、日本の文 化そのものではないかと考 えている。

