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比較宗教学概論Ⅱ
比較宗教学、残された課題群へ

『聖と俗』

20180731

九州大学

飯嶋秀治

shuujiiijima@gmail.com

本日の講義内容

• 本日の講義内容

• 試験

• 宗教と社会

• 『聖と俗』

• 宗教の普遍性と特殊性

試験 宗教と社会

シラバス

• 出席：１/３以上の出席で試
験受験可能（15点）

• レポート：毎回
shuujiiijima@gmail.com へ
感想・質問を提出（15点）＊
当日提出

• 試験：（全て持ち込み可）講
義の概要をまとめ（20点）、
自ら設問した（20点）うえで
自らが体験した具体的な事例
を考察せよ（20点）

学問：関心の経緯・それを支える方法

生まれようとしている発達課題

• 人は現在に生きている（これ
から生きるためにもう生きた
体験を活かす／もう生きたこ
とからこれからも生きる）

• 未整理のことを整理すること
でより自らを成長させる

先行研究の探し方

mailto:shuujiiijima@gmail.com
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メディア表象とそれを支える世界

• 世界の中の日本 • 戦争・国債・貯蓄 • メディアの投資構造
①日本テレビ←読売新聞

②Tokyo Broadcasting System←毎日新聞

③フジテレビ←ニッポン放送（サンケイ・グループ）

④テレビ朝日←朝日新聞

⑤テレビ東京←日本経済新聞

言語メディア圏

日本語

↑

映像メディア圏

テレビ局（FBS福岡放送、RKB毎日放送、TNCテレビ西
日本、KBC九州朝日放送、TVQ九州放送）

↑

文字メディア圏

新聞（西日本新聞）

↑

大株主

世界のキリスト教、日本のキリスト教

世界の仏教、日本の仏教
学問（含比較宗教学）は解釈と責任を伴う

• 【意訳】私たちが大学で探求するものと
は諸個人である。その諸個人とは、世界
がその当初の見かけ以上に複雑であると
知るだけではなく、その複雑さゆえに、
解釈的な決断がなされねばならないと知
る諸個人の探求である。判断の決定とは
実際的な帰結を伴い、その帰結のために
は人がその責任を取らねばならならず、
専門家ではないからというごまかしで逃
れられないかもしれない責任である。

『セム族の宗教』
• Julius Wellhausen(1844-1918年)

1887年『異教徒アラブの残骸』

• William Robertson Smith (1846-1894年)

1941(1889）『セム族の宗教』

「供儀食の中に直接表現されている唯ひとつの
ことは、神とその礼拝者とが『共食者』であ
るということで、彼らの相互関係の他の全て
の点はこれが包含することのうちに含まれて
いるのである。共に食にあづかる者共は、あ
らゆる社会的効果のために結合せしめられて
いる。共に食にあづからぬ者は、宗教上の親
交もなく、互恵的な社会的意義も負わずして、
相互に敵対関係に立っている」 [スミス1943
（1894）:88]

「セム族の動物供儀の主要観念は、神に捧げら
れる貢ぎ物のそれではなくして、共食の行動
のそれであり、神と人とが神聖な生贄の肉と
血をともに摂取することによって結合すると
いうのである」 [スミス1943（1894）:22]

『金枝篇―比較宗教学研究』
James George Frazer(1854-1941)

「[W・]マンハルトが出版した著作の中でもっとも重要
なのは、まず第一に二つの小冊子、『ライ麦の狼とライ
麦の犬』と『穀物霊たち』である。…彼は着実に研究を
進め、一八七五年には主著『ゲルマン民族およびその近
隣の種族における樹木崇拝』を出版した。これに一八七
七年の『古代の森の祭祀と野の祭祀』が続く。『神話学
研究』は彼の死後、一八八四年に出版された」 [フレイ
ザー2003(1890)a：14]

「民衆の迷信と農民の風習は、その断片的な性格にも関
わらず、先史アーリア人の原始宗教に関して現在われわ
れが手にすることができる、最も充実した、もっとも信
頼のおける証言である。」 [フレイザー2003(1890)a ：
12]

http://www.jca.apc.org/~earth/australia4.JPG
http://www.fbs.co.jp/
http://www.rkb.ne.jp/
http://www.tnc.co.jp/
http://www.kbc.co.jp/index.shtml
http://www.tvq.co.jp/
http://www.nishinippon.co.jp/
http://info.edinet-fsa.go.jp/
http://www.gkbenterprises.org.uk/wrs.htm
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『宗教的経験の諸相ー人間性の研究』
William James(1858-1917)

• 知識や経験
「そこには、或るものがそこにいるという意識

ばかりではく、その意識の中心にある幸福感
と溶け合って、それがなにか名状しがたい善
であるという驚きの意識もあった。それは、
漠然とした感情ではなかった、詩や風景や花
や音楽などの呼び起こす感情的な感銘のよう
なものではなく、一種の強大な人物がまぢか
な目の前にいる、という確実な知識であっ
た」 [ジェイムズ1982a(1901-1902)：95]

「神の霊が近くに現前しているということは、
…神の霊の実在として、経験されることがで
きる―実際、経験されうるだけである。…そ
の目印は、神の霊が近くに在すことと結びつ
いたまったく比類のない幸福の感じである」
[ジェイムズ1982a(1901-1902)：122]

『通過儀礼』
（Arnold van Genep1859-1917）

「われわれの興味をひくのは細かい個々の儀礼ではな
く、儀礼の総体…の本質的意味と、個々の儀礼が占め
る相対的位置である。それゆえ、予備的なものも決定
的なものも含めて、分離、過渡、統合の諸儀礼が、あ
る一定の目的のために、相互に関連を持ちつつ一定の
位置を占めていることを冷笑しようとして、かなり長
い記述をいくつか行ったのである。…指摘すべき第二
の点は、時には修練期、婚約期間、妊娠、喪のごとく
独立した形にもなる『過渡期』の存在であるが、この
存在が普遍的なものであるということはまだ誰も指摘
していないようである。…第三に、種々の社会的な身
分の変化が、村や家に入ること、部屋から部屋へ移る
こと、道や広場を横切ることなどの実質的通過に擬さ
れるということは重要な点であると思われる。…生ま
れてから死ぬまでの間の通過儀礼の図式がいかに複雑
であろうとも、一番よくみられるのは直線的な図式で
ある。ところが、…それが円をなして、すべての人が
生から死、死から生へと同じ状態を同じように通過す
ることを果てしなく繰り返すようなところもある。こ
うした図式の一つの極端なかたちである循環的形態は
仏教においては倫理、哲学的意義を持ち、ニーチェの
『永遠の回帰』の思想の中では中心的な意義を持って
いる。」［ヘネップ2012（1909）:244-288 ］

『宗教生活の原初形態』
（Emile Durkheim 1858-1917 ）

• 「宗教とは、神聖すなわち分離され禁
止された事物と関連する信念と行事と
の連帯的な体系、教会と呼ばれる同じ
道徳的共同体に、これに帰依するすべ
ての者を結合させる信念と行事であ
る」[デュルケム1991a(1912):86-87]

• 「あらゆる形態のもとで、宗教生活
は、人を自己をこえて高め、人が自ら
の個人的自発性にのみ服していたら営
んでいたであろう生活よりも、高級な
生活を営ませることを目的としてい
る」 [デュルケム1991b(1912):317-
1318]

• 「ユダヤ教の会合と…国民生活の何ら
かの重大事変を記念する市民たちの集
会との間に、どんな本質的な差異があ
ろうか。…しかし…古い神々は…死
に、しかも、他の神々は生まれていな
いのである」 [デュルケム
1991b(1912):341-342]

『聖なるもの』
(Rudolf Otto 1869-1937)

「私たちはここで、『聖なるもの』(das 
Heilige)という特異な範疇について、以上の
ことを研究しよう。ある事柄を『聖なるも
の』と認め承認することは、まずそのよう
には、ただ宗教の領域だけに現われてくる
特異な価値判断である」[オット―1992
（1917）：14]。

「この目的のために私は、まずヌミノーゼ
(das Numinöse)なる語を作って見た。…そ
して私は、特異なヌウメン的な解明と価値
判断との範疇について語り、さらにこの範
疇が適用されるところ、すなわちある対象
がヌウメン的と考えられるところで常に引
き起こされるヌウメン的な、心情の調子に
ついて語るであろう」 [オット―1992
（1917）：16]

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
（Max Weber1886-1920）

「さまざまな種類の信仰が混在している
地方の職業統計に目をとおすと、通常つ
ぎのような現象が見出される。…近代的
企業における資本所有や企業家について
みても、あるいはまた上層の熟練労働者
層、とくに技術的あるいは商人的訓練の
もとに教育された従業者たちについてみ
ても、彼らがいちじるしくプロテスタン
ト的色彩を帯びているという現象だ」
[ヴェーバー1991(1920)：16]

「この語[Beruf／calling天職]を歴史的に
かつさまざまな文化国民の言語にわたっ
て追及してみると、まず知りうるのは、
…プロテスタントの優勢な諸民族の場合
にはかならずそれが存在する、というこ
とだ。…この語とそれがもつ現在の意味
合いは聖書の翻訳に由来しており、それ
も原文の精神ではなく、翻訳者[ルッ
ター]の精神に由来しているということ
だ」 [ヴェーバー1991(1920)：95]

聖なるもの

• ヘネップの「聖」

「ここで私は“聖”という概念の両
義性について簡単に触れておこう
と思う。この表現（およびこれに
対する儀礼）の特徴は可変的であ
るということである。聖なるもの
がすなわち絶対的なものではなく、
その価値は個々の状況を通じてあ
らわれてくるのである。…人生の
行程の中でこの二つの世界、聖と
俗を経験するものは、物の見方や
分類の仕方によって、今まで俗で
あったものが、あるときは聖に
なったり、またその逆にもなる、
というふうに価値が転換するのを
目のあたりにするのである」［ヘ
ネップ2012（1909）: 24-25］

• デュルケムの「聖」

「消極的礼拝の重要さがどうであ
れ…それは宗教生活へは誘うが、
この生活を構成すると言うよりは、
むしろ、これを前提にしている。
消極的礼拝が俗界に逃れることを
信徒に命ずるのは、信徒を聖界に
接近させるためで。人は、宗教力
への自己の義務があらゆる交通の
禁戒にのみ帰される、とは、けっ
して、考えなかった。自らは宗教
力と双務的な積極的関係―儀礼行
事の総体はこれを規定し組織する
のが機能である―を維持している、
と常にみなしていた。この特別な
儀礼の体系に、われわれは積極的
礼拝の名を与えよう」 [デュルケ
ム1991b(1912):165]

• オットーの「聖」

「私たちはここで、『聖なるも
の』(das Heilige)という特異な
範疇について、以上のことを研
究しよう。ある事柄を『聖なる
もの』と認め承認することは、
まずそのようには、ただ宗教の
領域だけに現われてくる特異な
価値判断である」[オット―1992
（1917）：14]。

「この目的のために私は、まずヌ
ミノーゼ(das Numinöse)なる語
を作って見た。…そして私は、
特異なヌウメン的な解明と価値
判断との範疇について語り、さ
らにこの範疇が適用されるとこ
ろ、すなわちある対象がヌウメ
ン的と考えられるところで常に
引き起こされるヌウメン的な、
心情の調子について語るであろ
う」 [オット―1992（1917）：
16]
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『聖と俗』

時代背景
[竹沢2006]

• チャールズ・ダーウィン(1809-1882年)

1859『自然選択の方途における種の起
源』

• ウィリアム・ジェイムス(1858-1917年)

1901-1902『宗教的経験の諸相』

• アーノルト・ファン・ヘネップ(1873-
1957年)

1909『通過儀礼』

• エミール・デュルケム(1858-1917年)

1912『宗教生活の源初形態』

• 第１次世界大戦(1914-1918年)

• Rudolf Otto(1869-1937年)

1917『聖なるもの』

• 第２次世界大戦(1939-1945年)

• ミルチャ・エリアーデ(1907-1986年)

『聖と俗 宗教的なるものの本質について』(1957)
Das Heilige und das Profane,Vom Wesen des Reliosen

• 序言

• 第１章 聖なる空間と世界の浄化

• 第２章 聖なる時間と神話

• 第３章 自然の神聖と宇宙的宗教

• 第４章 人間の生存と生命の浄化

• 附録 宗教学の歴史

問題と方法
• 問題
「われわれはルードルフ・オットー著『聖なるもの』

(一九一七)が呼び起した世界的反響を、今日もなお記
憶している。この成功は著者の全く新しい見方に負
うものであって、彼はこの書で神とか宗教という概
念を扱わずに、宗教的経験のさまざまな形態を分析
しようとしたのである」[エリアーデ1988(1957)：
１]

「われわれは聖なるものの現象を、その多様な全貌に
おいて解明しようとするものであり、単にその非合
理的な側面にのみ注目するのではない。われわれの
関心は単に宗教のもつ非合理的要素と合理的要素と
の関係ではなくて、聖なるもの全体である。聖なる
ものの定義はまずそれが俗なるものの対照を成すと
いうことに始まる」 [エリアーデ1988(1957)：３]

「人間が聖なるものを知るのは、それがみずから顕れ
るからであり、しかも俗なるものとは全く違った何
かであると判るからである。この聖なるものの顕現
をここでは聖体示現（Hierophanieギリシャ語
hieros=神聖な、およびphainomai=現われる、から
来る）という語で呼ぶことにしよう」 [エリアーデ
1988(1957)：３] 「古代社会の人間は、聖なるもの
のなかで、あるいは浄められた事物のすぐそばで生
活しようと努める」 [エリアーデ1988(1957)：５]

• 方法
「聖なるものに向かう世界のなかにおける生存の特

徴を示すために、われわれはさまざまな時代と文
化の多数の宗教のなかから実例を選んで引用しよ
う」 [エリアーデ1988(1957)：８]

「かの流浪の狩猟民の振舞いと定住する農耕民の振
舞いとの間には、われわれにとってそれらの相違
よりも限りなく重要に思われる一つの類似が存立
している。すなわち、両者はいずれも聖化された
宇宙のなかに生活し、両者はいずれも、動物界や
植物界にも同様に顕現する一つの世界的神聖性に
あやかっているのである。彼らの生存状況を、聖
なるものを失った宇宙に生きている近代社会の人
間のそれと比較してみさえすれば、ただちに後者
を前二者から区別する所以が認識されるであろ
う。同時にそのさい、さまざまな文化からとった
宗教的事実を比較することの妥当性もまた明瞭に
なるであろう。つまりこれらすべての事実は同一
の振舞い―宗教的人間(homo religious)の振舞いに
基づいているのである」 [エリアーデ
1988(1957)：10] 

考察：空間
• 事例
「未知の領域の宇宙化(Kosmisierung)は常に或

る浄化である。…およそ空間に秩序を与える
者は、神々の模範的仕事を再現する 」 [エリ
アーデ1988(1957)：25]

「クワキトルの新入者の〈吾は世界の中心にあ
り〉という叫びは、聖なる空間の最も重要な
意味の一つを明かす。聖体示現が地平の突破
をもたらした所では、同時に上(神界)あるい
は下(下界、死者の世界)へ向かう〈入口〉が
成立している。三つの宇宙平面―地、天、お
よび下界―は互いに交流する。既述の通りこ
の交流はしばしば天地を支え、結びつけ、か
つ下方の世界(下界)に基礎を置くところの世
界の柱(axis mundi)という形象によって表現
される 」 [エリアーデ1988(1957)：29]

「コスモス(宇宙)がいかほど大きかろうと、あ
るいは小さかろうとも、重要なことは常にそ
れが完全なコスモスであるということである。
すなわち国全体(たとえばパレスチナ)、都市
（エルサレム）、聖殿(エルサレムの寺院)、
これらは皆ひとしく世界の模型(imago 
mundi)である」 [エリアーデ1988(1957)：
35]

• 空間
「宗教的人間にとって、空間は均質ではない。空間は断絶

と亀裂を示し、爾余の部分と質的に異なる部分を含む。
《ここにちか寄るな。履き物を脱げ。お前が立っている
こと場所は、聖なる地である》と主はモーゼに言った
（出エジプト記、3,5）。かくて或る聖なる、すなわち
〈力を帯びた〉、意味深遠な空間が存在し、一方には聖
ならざる、したがって一定の構造と一貫性をもたない、
要するに〈形を成さぬ〉空間の領域がある」 [エリアーデ
1988(1957)：12]「この空間の中に生じた断絶あって初
めて、世界の形成が可能になる。なぜならこの断絶こそ、
将来のあらゆる方向づけの基礎となる〈固定点〉、中心
軸を生み出すものだからである…何の目標もなく、見当
のつけようもない無限に均質の空間のなかに、一つの絶
対的な〈固定点〉、一つの〈中心〉が聖体示現によって
現われてくる」 [エリアーデ1988(1957)：13] 「およそ
方向づけというものは、一つの固定点を前提とする…そ
れゆえ宗教的人間はまた、常に〈世界の中心に〉居を定
めようと努めた。世界のなかで生きることができるため
には、世界を創建せねばならぬ」 [エリアーデ
1988(1957)：13] 「彼らの領域は〈世界〉(精確に言えば
〈われらの世界〉)であり、コスモス(宇宙)である。それ
以外はもはやコスモスではなく、一種の〈別の世界〉で
あり、幽霊や魔神や〈よそ者〉(それは魔神や死者の霊と
同じものと考えられる)の棲む、見知らぬ混沌[カオス]で
ある」 [エリアーデ1988(1957)：21]

考察：時間と結論
• 時間
「空間と同様に、宗教的人間にとっては時間も均質恒

常ではない。一方には聖なる時の期間、祭りの時
(大部分は周期的な祭りである)があり、他方には俗
なる時、つまり宗教的な意味のない出来事が行われ
る通常の時間持続がある…これら二種類の時間の間
にはただちに目を惹く一つの本質的相違がある。聖
なる時間は本質的に逆転可能である。それは本来、
神話の原時間である。…換言すれば、人は祭りにお
いて、はじめに(ab origine)、そのかみ(in illp
tempore)実現した聖なる時の最初の出現へと立ち返
る」 [エリアーデ1988(1957)：59-60]「こうして宗
教的人間は二種類の時間のなかに生きるが、なかで
も重要な聖なる時間は、回転的、可逆的、回復可能
な時間という逆説的相貌を呈し、かつ人が祭儀に
よって周期的に回帰する一種の神話的な永遠の現在
を表す」[エリアーデ1988(1957)：60] 「言い換え
れば、人は時間を新しく創造することにより、それ
を再生させるのである/…古代文化の宗教的人間に
とって世界は年ごとに更新される。世界は新しい年
が来るたびにその原初の神聖性を取り戻す。/…宇
宙創造の再現としての新年は、時間を初めから繰り
返すこと、したがって太初の時間、純粋な時間を創
造の刹那そのままに回復することを意味する。新年
に〈清祓〉を行い、罪や悪魔を祓い、あるいは贖罪
の山羊を放つのはこのような理由に基づく」[エリ
アーデ1988(1957)：65-68]

• 人間
「古代社会の宗教的人間にとって、世界はそれ

が神々によって創られたが故に現存する/…こ
のような根拠に基づいて、人間は或る文化段階
以降みずからを小宇宙とみなしている。人間は
神の創造の一部を成す」[エリアーデ
1988(1957)：154-155]「宗教的人間は〈開か
れた〉宇宙の中に住み、かつみずから世界に向
かって〈開いて〉いる…彼の住居は小宇宙であ
り、彼の身体も小宇宙である。家―身体―宇宙
の同一視はすでに早く現れる」 [エリアーデ
1988(1957)：162]「小児は生まれただけでは
単なる生理的生存をもつにすぎない。すなわち
それは家族によっても共同体によっても認めら
れていない。分娩直後に行われる祭儀が、新生
児を始めて本当の意味の〈生者〉の地位に移
す、この祭儀によって始めて、それは生者の社
会に編入される」 [エリアーデ1988(1957)：
174]「〈宗教を喪失した人びと〉の大多数
は、実際には宗教的振舞い方や、神学、神話か
ら解放されていない」 [エリアーデ
1988(1957)：196]
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比較宗教学の現在
• エリアーデ宗教学の整理

鍵 実在 空間 時間 その他

聖 秩序 中心 永遠 ・・・

俗 混沌 周辺 遷移 ・・・

カオス

(混沌)

コスモ

ス(宇宙)

ノモス

(世界)

ハレ

ケ

ケガレ

宗教の普遍性と特殊性について

宗教学概史
Short History of the Scientific Study of 

Religion

• Friedrich Max Müller(1823-1900)1873Introduction to the Science of 
Religion. Longmans,Greek, and Co.(1874 Einleitung in die 
vergleichende Religionswissenschaft)

• William James(1842-1910)1902The Varieties of Religious 
Experience: A Study in Human Nature. Longmans,Green, and Co.

• Émile Durkheim (1858-1917)1912Les formes élémentaires de la vie 
religieuse: le système totémique en Australie.Librairie Felix Alcan.

• Rudolf Otto(1869-1937)1917Das Heilige:über das Irrationale in der 
Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Trewendt
& Granier.（→das Numinose）

• Friedrich Heiler(1892-1967)1919Das Gebet. Eine 
religionsgeschichtliche und religionspsychologische
Untersuchung.Reinhardt.

• Mircea Eliade(1907-1986)1957Das Heilige und Das Profane :Vom
Wesen des Religiösen. Anaconda Verlag.(→Homo Religiosus)

宗教相対論
The Human/Social Sciences of Religion

• James George Frazer(1854-1941)1890The Golden 
Bough :A Study in Comparative Religion. MacMillan and 
Co.

• Bronislaw Malinowski(1884-1942)1922Argonouts of the 
Western Pacific :An Account of Native Experience and 
Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New 
Guinea. Routledge and Kegan.

• Clifford Geetz(1926-2006)1973The Interpretation of 
Cultures: Selected Essays. Basic Books

• Talal Asad(1932-)1993Genealogies of Religion: Discipline 
and Reasons of Power in Christianity and Islam. JHU 
Press

• Jonathan Z. Smith(1938-2017)1983Imagining Religion: 
From Babylon to Jonestown. Chicago U.P.
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