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日本における宗教の歴史は、複数の宗教
的伝統が相互に影響を及ぼし合ってき

た長いプロセスだということができます。キ
リスト教が地域的伝統の多神教を圧倒し去っ
たヨーロッパとは異なり、日本の土着の宗教
である神道は、国の最初期から現在に至るま
で、日本人の生活の一部であり続けています。

6世紀の日本に仏教が伝来したとき、神道
と仏教は互いに影響を及ぼし合いました。こ
のことは、日本の宗教の決定的な特質です。
この相互作用の最大の例が本地垂迹説で、神
道の神は仏の具現化したものととらえられて
います。
ほかにも「輸入」された宗教としては儒教

と道教があり、この二つは千年以上にわたっ
て日本社会で重要な役割を果たしてきまし
た。儒教の教えは、国家建設期（6～ 9世紀）
と江戸時代（1600～ 1868年）の日本人の倫
理観や政治哲学に、重大な影響を与えました。
儒教に比べて道教の日本における影響は見え
にくいのですが、それは中国暦の使用や、易
断・方角の良し悪しといった民間信仰の中に
生きています。

神道

神道という語は、しばしば「神々の道」と
も訳され、二つの漢字からなっています。最
初の漢字は単独では「カミ」と発音され、「神」
や「聖なる力」を意味し、二番目の漢字は「道」
を意味します。弥生時代（紀元前 300年頃～
紀元 300年頃）に稲作が始まると、後に神道
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の一部となる農耕の儀式や祭りが発達し始め
ました。
神という言葉は一つの神を指す場合もあり

ますが、無数の神をまとめて表わす場合もあ
り、これが日本においてはまさに、弥生時代
にまで遡る中心的な崇拝の対象なのです。こ
うした神は生活のあらゆる面の一部をなし、
様々な形態を採ります。自然の神は聖なる石
や木、山やその他の自然現象に宿っています。
親族の神は氏神と呼ばれ、もとは特定の親族
の守り神でしたが、神になった先祖を指すこ
ともしばしばあります。田の神は、田植えや

お宮参り
子供は生まれてから大体３
か月以内に礼装して神社に
詣でる。両親が付き添い、
伝統的には父方の祖母が抱
いて行く
©Bon Color Photo Agency

宗教
固有の起源と外国の影響

日本政府の政策やその他の事項について
さらに詳しくお知りになりたい方は、
以下のサイトをご覧ください。
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/



2宗教

稲刈りに際して拝まれます。生き神とは、生
きている人間の神のことです。西洋的な意味
での神に最も類似している神は、高天原に住
む神々です。彼らを率いているのは、神道の
中心的な神社である伊勢神宮に祀られてい
る、天照大神と呼ばれる女神です。
高度に体系化された仏教の教えが 6世紀の

日本に入ってくると、それに反応する形で、
それまで広く普及はしていても体系づけられ
たことのなかった土着信仰や儀式の数々が、
次第に神道としてまとまっていきました。天
皇の系統の正統性を、神話的・宗教的な基礎
の上に固めたいという願望から、712年に『古
事記』が、720年に『日本書紀』が編纂され
ました。これらの書物は、天皇家の血筋を神々
のいた神話的時代にまで遡らせ、イザナギと
イザナミの二神がどのように日本列島を創
り、天照大神（太陽の女神）、月読命（月の神）、
素盞鳴尊（嵐の神）といった主立った神々を
どのように生み出したかを説明しています。
天照大神のひ孫の息子が、日本の最初の統治
者として伝説に残る神武天皇だといわれてい
ます。
公式の聖典のない神道には、道徳的な戒律

はありません。そのかわりに、神道は神の扱
いにおいて、儀礼的に汚れがなく清潔である
ことを重視します。

仏教

紀元前 5世紀頃のインドに発祥した仏教
は、紀元 2世紀から 3世紀の中国に広まり、
最終的に日本へは、6世紀の半ばに、朝鮮の
百済の国王が仏像と数冊の経典を天皇に贈っ
たことで伝わりました。仏教は、これを支持
する有力豪族の蘇我氏が反仏教派の勢力を破
ると、上流階級の間で急速に広まりました。
聖徳太子（574～ 622年）は法隆寺（現在の
奈良県）など大寺院の建立を大いに支援し、
日本仏教の真の創始者と考えられています。
聖武天皇（701～ 756年）は仏教を日本の

国教と定め、奈良の東大寺と大仏を建立しま
した。しかし、仏教と神道の並存状況は続き

ました。奈良には国家安泰のための儀式を執
り行う六つの学派があり、当時の仏教を支配
していましたが、これらは基本的に学僧の集
団であり、一般の人々にはほとんど影響を与
えませんでした。平安時代（794～ 1185年）
初期には、天台宗が最澄（767～ 822年）によっ
て、また真言宗が空海（774～ 835年、別名
弘法大師）によって伝えられました。この二
つの密教は、当時の宮廷において最も重要な
宗派となりました。
鎌倉時代（1185～ 1333年）に入ると、

日本仏教には二つの大きな出来事が起こり
ます。一つは、臨済宗の開祖栄西（1141～
1215年）が初めて日本に伝え、後に曹洞宗
の開祖道元（1200～ 53年）が修正した禅で
す。禅はその率直さに加え、自己鍛錬と瞑想
を強調する点が好まれて、当時の支配階級の
武士たちの間で広く普及しました。禅の実践
では、座禅という、座って行う瞑想と、公案
という非合理的な謎が、悟りに達する方法と
して用いられます。臨済宗と曹洞宗の主な違
いは、前者が後者よりも公案により重きを置
いている点にあります。
もう一つの重要な出来事は、庶民の間に

大衆的な仏教諸派の教えが急速に広がった
ことです。その一つは浄土宗で、阿弥陀仏の

神道の結婚式
神前での巫女による清め。
神前結婚は今でも非常に
よく見られるが、キリス
ト教式も次第に人気が高
まっている
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日本の宗教法人
注記：下記の統計は複数の宗教団
体による概算をもとにしている。年
毎に大きな変動がある場合もある
出典：文化庁
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Religious Institutions 
in Japan

88,877

80,000

107,559,000

87,365

313,000

93,986,000

9,439

31,000

2,157,000

40,379

234,000

10,124,000

神道 キリスト教仏教 その他

（2003年12月31日）

神社、寺院、教会、
その他宗教団体

聖職者（神主、僧、
牧師など）

信者



このうち 3,000人が処刑され、多数が迫害を
受けて棄教しました。その他多くの人々は信
仰を隠して、人目を忍んでキリスト教を信じ
続けました。

再導入
日本が開国すると、1859年から外国人宣

教師が再び来日するようになりました。しか
し布教を公然と行うことは、1873年までで
きませんでした。この間、3万人以上の「隠
れキリシタン」が名乗りをあげました。彼ら
は 200年以上の迫害の時代に、密かに集まっ
て信仰を守っていたのでした。
この時期より、カトリックとプロテスタ

ント両宗派の宣教師は活発に布教を行いま
した。改宗者の数は比較的少なかったもの
の、キリスト教は、教育や労働運動において
影響力を発揮しました。しかし、ナショナリ
ズムが高揚し、愛国的義務として神社参拝が
強制されるようになる 1930年代は、多くの
キリスト教徒にとって困難な時代となりま
した。

戦後
終戦直後のキリスト教の活動は占領軍に

よる支援を受けていましたが、そこから得ら
れたものはわずかでした。2003年現在、キ
リスト教徒は 215万 7,000人で、総人口の 1.7
パーセント未満です。
表面的なキリスト教式の結婚式はますま

す人気を高めていますが、宗教としてのキリ
スト教は多くの日本人にとってはなお外国
のものです。キリスト教の知識やそれへの興
味は年々拡大し、人々は決してキリスト教に
親しんでいないわけではありません。しかし
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名を唱えれば阿弥陀仏の極楽浄土に行けると
教えました。また日蓮宗は法華経を唱えよと
教えました。
江戸時代（1600～ 1868年）には、徳川幕

府が、人民統制とキリスト教排斥を狙って、
全ての民に寺の檀家となることを強制しまし
た。これにより、仏教徒の数は大幅に拡大
しましたが、生きた宗教としての仏教の活力
は衰退していきました。明治時代（1868～
1912年）の初めに、反仏教感情の広まる中
でこの制度は崩壊しましたが、その背後には、
神道の神社から仏教の影響を取り除き、神道
を国家宗教にしたいと考える政府の政策があ
りました。このことと、現代の社会的環境の
変化に対応して、仏教は日本における自らの
役割を再定義する努力をし続けています。

キリスト教

日本のキリスト教の歴史は三つの時期に
はっきりと分けることができます。それは、
16世紀半ばに始まった伝道期、19世紀半ば
に 200年以上続いた鎖国が終わり、キリスト
教が再度導入された時、そして、第二次世界
大戦後の時代です。

最初の伝道と迫害
イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビ

エルが鹿児島に到着したのは、1549年 8月
でした。彼の活動は、九州を中心とし、1579
年までに 6名の大名が改宗、10万人のキリ
スト教徒（キリシタン）が生まれたと考えら
れています。ザビエルの布教活動は織田信長
の温情を得、天下統一を果たした豊臣秀吉も
当初はこれを認めていました。しかし秀吉は
後に、九州におけるキリスト教の影響力の拡
大を恐れてキリスト教弾圧に転じ、1597年
に長崎で 26名を磔刑に処しました。1600年
に日本の事実上の統治者となった徳川家康
は、最初は宣教師の活動を認めていましたが、
1614年に徳川幕府はキリスト教を禁じ、宣
教師を国外に追放しました。この時点で日本
には 30万人以上のキリスト教徒がいました。

葬儀
三人の僧侶が葬式を執り
行っている。遺影が祭壇
の中央に置かれている
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こうした親しみの感情も、信者数の大きな
伸びにはつながっていません。一つの理由
としては、キリスト教の神を排他的に信じ
れば、神道や日本仏教にある緩やかな多神
論をきっぱりと否定しなければならなくな
り、それが妨げになっている、と考えるこ
とができます。

現在の日本の宗教

主流派としての神道と仏教
都市化の進行で、多くの日本人は、特定

の寺や神社に対して持っていた家族的な絆
を失っています。しかし多くの人々は、自
分は神道を信じる仏教徒であると考えてい
ます。文化庁の 2003年の統計では、この二
つの宗教を信じている人の合計数は 2億 154
万 5,000人、これは総人口よりも約 58パー
セント多い数です。ほとんどの日本人の宗
教感情においては、神道と仏教は平和的に
共存しており、対立してはいません。とは
いえ平均的な日本人は、宗教心を持ってい
ても、定期的に礼拝に出かけたりはしませ
ん。大部分の人々は、年中行事や人生の節
目の特別な機会に、神社や寺を訪れます。
そのような年中行事には、社寺の祭り、

初詣で、お盆の墓参りが含まれます。人生
の節目を祝う儀式としては、生まれた子供
の初めての神社詣で（お宮参り）、3歳と
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5歳の男児と 3歳と 7歳の女児が参詣する
七五三、神前結婚式、仏教の葬儀があります。

新しい宗教
現代の日本において、宗教の発展に関し

て最も目立つのは、多数の新しい宗教が広
まったことです。この新興宗教の教えは、神
道、仏教、儒教、道教、民間信仰、シャーマ
ニズムといった、すでにある広範な伝統をも
とにしています。教祖たちはしばしば生き神
として崇められています。
これら新興宗教の一つの魅力は、歴史的

には大家族制や地域社会、伝統的な宗教を通
して得られていた精神的な支えを失った人々
に、共同体意識を与えている点にあるといわ
れます。
しかし、信者を強力に統制する一部の新

興宗教の危険な側面について、1995年 3月
に東京の地下鉄で起きたサリン事件以来、詳
しい調査が行われています。12人が死亡し、
1,000人以上の人々が負傷したこの事件は、
カルト的宗教集団のオウム真理教（現在は
アーレフ）によって実行されました。

座禅を組む
日本では、座禅の実践は
無神論者の間で広がって
おり、外国人の関心も高
まっている
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