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III. 国家神道の発展過程―皇室神道との係わり合い 
1.総論 
・一般的な宗教の分類 
  ○a 創生の起源面に着目 

自然宗教―体系的な教義や創始者を持たない、自然発生的な儀礼中心の宗教 
創唱宗教―創始者が存在し、教義・儀礼の面で整った体系を持つ宗教 

○b 伝播の広がり方に着目  
部族宗教―血縁・地縁で結ばれた小共同体内の宗教で、原始・未開的性格を維持 
民族宗教―人種・言葉・風俗習慣・文化的伝統等についての共通基盤の上に成立 
世界宗教―部族･民族的宗教に由来しつつも、その後全世界に拡散・伝播した宗教 

（例:キリスト教･イスラム教） 
 

・上記に従えば、日本の神道*は自然宗教かつ民族宗教に分類することができる。そこでは、
東南アジアの原始共同体内で重視されてきた農耕儀礼の占める役割が大きいことが 
確認されている。古代天皇の権威がそうした儀礼の主宰者としての機能に由来する 
ことについては大方のコンセンサスがある。 

*「神道」という言葉は日本書紀に初出する―用明紀「天皇仏法を信じ，神道を尊ぶ」、孝徳紀 

「天皇、仏法を尊び、神道を軽んず」。 

 

・ただ、神道が上記のような性格を持つのであれば、それを一つの「宗教」として、憲法上 
の政教分離の原則に従わせることは妥当かという疑問がある。神道は、宗教というより 
は、日本が長年にわたって引き継いできた伝統、立派な文化遺産ではないか、もしそう 
であるならば、国家がその維持･保存に努力することは当然で、それは憲法に違反する 
ことにはならないのではないか、というのである。この観点からは、天皇制はこうした 
文化遺産を維持保存するための「装置」としても重要である、ということになる。この 
ことは後々まで尾を引く問題である。 

 
･そのことはさておき、創始者をもたず、かつ、整合的な教義体系を欠く（“amorphous”な） 

神道は、容易に他の宗教ないしは世俗的慣習の影響を受け、その性格を変化させると 
いう特性を持つ（「習合」）。そのことは、以下に示すとおり仏教との関係において特に   
顕著である。 
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2.古代国家における神祇（天神地祇）制度の体系化 
・701 年「大宝令」*に始まり、905 年の「延喜式（神祇式）」で拡充。 

―伊勢神宮を最高神とする神々の序列化 

―中央権力による地方諸氏族の神々の掌握** 
   *「神祇官」を中央政治機構の最高位におき（「太政官」はその下に位置する） 

     **中央に「官幣社」（大中小）、地方に「国幣社」（大中小）、合わせて「官社」と称する。中央では

伊勢・岩清水・賀茂・松尾・日吉・吉田・祇園・北野・稲荷・石上等 22 社を特別扱いにする。

地方では「総社」の他、「一の宮」「二ノ宮」「三ノ宮」を定める。 

 

3.仏教との遭遇 
・当初は、日本の本来の神に対して外国から来た神、という捉え方（「蛮神」）。やがて 
  仏教が隆盛を誇るようになり、奈良時代後半以降、神は仏に従属する存在であるという

考え方が定着。神社内に寺（神宮寺）を建立することが一般化*。伊勢神宮でさえも 
その域内に神宮寺を建立し、神官の葬儀も仏式で挙行。 

  *多度大神が「仏道に帰依して輪廻を脱したい」旨を僧侶に訴えたという言い伝えが有名 

（多度神宮寺を建立）。同様の例として、護国寺 vs 岩清水八幡宮、弥勒寺 vs 宇佐八幡宮、 

日枝社 vs 延暦寺、春日社 vs 興福寺等々多数の事例。 

     

・その背景となる考え方 
   ―神は迷える存在であり、仏の救済を必要とする。 

―神の役割の一つは仏法を保護することである*。 
 ―御霊（特定死者の怨霊）を鎮めるためには呪力の強い仏教が必要である**。 

*例：宇佐八幡宮による大仏建立支援（「八幡大菩薩」）。仏像を取り巻く守護神像群 

      **例: 無実の罪に落とされた早良親王（崇道天皇）のために全国分寺の僧に命じて読経 

させる 

 
・さらにすすんで、神は仏が衆生救済のために姿を変えて現われたものであるという考え方 

に発展―「神仏習合」「本地垂迹説」*（佛が「本」で神がその「迹」）。神に菩薩号を付  
する例多数（例：八幡大菩薩）。 

     *本地垂迹は、もともとは「インドの仏が日本の神として示現（権現）する」との意。 

      本地垂迹の例： 熊野三山について、本宮は阿弥陀、新宮は薬師如来、那智は観音菩薩が 

        それぞれ垂迹したもの。あるいは、天照大神は大日如来が垂迹したもの、という理解。 

 
・上記の政治・経済的背景として、大宝律令制定（701）以来行われてきた幣帛班給*の 

行事が行き詰まり、崩れてきたことを挙げる学説がある。 
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     *神祇官が全国の神社の祝部を集め、皇祖神に捧げられた稲穂等の収穫物を収めた幣帛を 

        分かち、その霊力で再び豊かな収穫があることを祈願する儀式（次年度の租税確保と 

いう目的もある）。 

  

・仏教の影響は、神社建築の様式や、神像の出現（神道にはそれまで神の像がなかった） 
という事実に現われている。 
 

･仏教との集合の過程ではとりわけ密教の影響が大きい。その好例が天台神道 
（「山王一実神道*」）あるいは真言神道（「両部神道**」）。神道は、呪術と奇跡を重んずる 

修験道とも習合して神秘性を加える。この傾向は、陰陽道（道教系）との習合によって 
一段と強まる***。 

*釈迦を比叡山の鎮守である日吉山王権現の本地佛とする。 

**伊勢神宮の内宮・外宮は密教の胎蔵・金剛界曼荼羅の両部であり、共に大日如来の 

現われであるとする。 
     ***伊勢神宮建築にも陰陽道の影響が見られる。「御霊信仰」も陰陽道の影響。 

（後世に夏祭りに変化－例:祇園祭）。 

 
・鎌倉時代に誕生した鎌倉新仏教（浄土*・禅）は、一般に神祇思想に対し消極的であった 

が、日蓮宗は積極的に取り込みをはかる**。この間、神道･仏教の中間体である 
「修験道」が生まれてくる。 

      *真宗の「神祇不拝」という態度（阿弥陀による救済を絶対視。それ以外は排除）。 

      **神祇を法華経を守護するものとして肯定。蒙古襲来は神国思想を鼓舞。 

 

・南北朝時代、反本地垂迹説（神主仏従）に基づく「伊勢神道」（度会神道）がおこり、 
神国思想を宗教的に理論付ける。これには、外宮と内宮の伝統的な上下関係是正の 
意図もあった*。 

      *外宮神職の度会家行が有名。北畠親房の「神皇正統記」に影響を与える。 

 

・室町時代、「吉田神道」*が佛・儒・陰陽道を総合して独自の神道説を体系化し、以後 
幕末に至るまで神道界を支配した（一方、白川家は朝廷直属の神社の管理にあたる）。 

      *吉田兼倶（吉田家は卜部家―神祇伯白川家に対抗する姿勢顕著）は京都に「日本最上神祇 

       斎場」を建設した。唯一神道（吉田神道・垂加神道）は、神道は万法の根本･仏教は万法の 

果実･儒教は万法の枝葉と説く。 

 

・幕藩体制においては、仏教・神道二重国教的性格を持ちつつも、実質的には神道が仏教  
に従属した状態が続く（宗門改め寺請制度＜キリスト教根絶を狙ったもの＞）。神職に比
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べ僧侶の数が圧倒的に多く、神社の管理も神宮寺の僧侶・別当が掌握。神職はこれに従
属した地位にあった。 

 
・江戸時代初期から中期にかけて、神儒習合神道が生まれる*。天皇との関係で特に注目 

すべきは山崎闇斎の「垂加神道」**。 
      *林羅山の儒家神道（「仏教は虚学、神道は王道」―神儒一致）。 

**神人合一観（儒家神道の集大成）―天皇を絶対化し、その上で大義名分と封建道徳を説く。 

 

・江戸時代後期―儒者サイドからの仏教批判がおこり、仏教との集合神道を強く拒否して 
天皇崇拝を絶対化する。この思想は、天皇の古代的宗教的権威の復活による日本の 

中央集権的再統一という王政復古の政治目的によく適合し、維新における排佛論の 
先駆けとなった（復古神道の時代）。 

      *賀茂契沖・賀茂真淵・荷田春満・本居宣長（古事記伝）・平田篤胤等。 

 

・幕末維新期―民衆宗教の興隆 
  黒住教（アマテラス信仰）・天理教（世直し）・金光教（金神信仰）・山岳信仰（富士講･御

岳講等）―神道・仏教・儒教・陰陽道の完全習合。現世利益重視を特色とし、広範に民衆
を組織化。 

 
・幕末維新期－国家神道の生成（神社信仰と皇室神道との綜合） 
  開国（列強の外圧）対する危機感・恐怖心の強さは、孝明天皇の神助祈願や、 
   民衆レベルの「ええじゃないか」運動に見られるところ。 
  尊王攘夷運動は、天皇の古代的・宗教的権威の復活を通じて幕藩体制の打破を図るもの。 
   
･明治政府の設立 
  1867 大政奉還。王政復古大号令* 

  *「諸事神武創業の始めに基づき･･･」。 

 
  1868 太政官による祭政一致・神祇官再興の布告* 

   五箇条の誓文（天皇が神前に誓い、諸臣は神と天皇に礼拝するという形式） 
   キリシタン禁制高札（「邪宗門」と記す） 

*太政官は、神仏判然・神祇官再興・神社優遇・社僧複飾を指令。この指令が廃仏毀釈運動 

に発展し、あわせてキリスト教徒･民俗信仰弾圧にまで拡大。排佛運動の先駆は維新前の 

水戸･津和野･長州･薩摩等の諸藩。指令直後の第一波が比叡山日吉山王社における仏像･ 

仏具･経典の破壊焼却（主導者はそれまで延暦寺の僧侶の下におかれていた同社の社司）。 

その後の極端な廃仏毀釈の例が、隠岐･佐渡･苗木･富山･松本藩等で起こった事件。 
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        伊勢では、それまで伊勢神宮内宮背後の山裾に所在した菩提山神宮寺（744 年開基、 

13 世紀半ば焼失、1760 年再建）が消滅。1871 年には伝統的な御師制度廃絶 

 
1869 明治天皇伊勢神宮親拝* 

*持統帝（692）以来初めて（ただし、日本書紀には「伊勢行幸」とのみ記す）。 

 

1869 2 官 6 省制度樹立（神祇官復活） 
最高位に「神祇官」、その下に「太政官」（民部・宮内・大蔵・外務・兵部・刑部）。 

   太政官に教導局を設け、局内に宣教使を設置して徹底的な思想教育を図る*。 
*皇祖神「アマテラス」が、皇子「オシホミミ」ないし皇孫「ヒコホノニニギ」に葦原中国 

（豊葦原瑞穂国）の統治を授任した。天皇はアマテラスの子孫（万世一系）であり、統治権 

の淵源は皇祖皇宗の神霊にある（それが日本の「国体」）、という思想。後に憲法･教育勅語を  

活用して普及を図る。 

 

  1869 伊勢神宮を頂点とした神社･神職体系を確立*。 
*全国の神社の社格を設定（伊勢神宮は対象外）。具体的には、官幣社･国幣社（そのそれぞれを 

大中小に細分化）。その下に諸社を置く（一郷一社･･･氏子取調制度）。神職世襲を禁止。 

伊勢神宮については外宮に対する内宮の優位を明確化（内宮宮司は男性貴族―従来は藤波家）。 

 

1870 神祇官に仮神殿完成。天地神祇・八神・皇霊の三座を神殿に鎮祭（宮中三殿）。天皇
が親祭し、大教（＝神道）宣布の詔を発する。宮中の御黒戸（仏間）は廃止 
され、歴代の位牌等は最終的に泉涌寺へ移される。 

  1871 神武天皇祭（全国で遥拝式）･元始祭･皇大神宮遥拝･大嘗祭を挙行。 
1871 神祇官を神祇省に格下げ。行政事務の少なさ、という表面的な理由のほかに、 

極端な神道国教化政策*の行き詰まり、さらには対外的配慮（キリスト教圧迫 
という外国からの批判に対応）ということが背景にある。 

*もともと政府が描いていた対象は、興福寺･岩清水八幡宮･北野神社等、朝廷と関係の 

深い大社寺における神仏分離であり、特定地方で猛威を振るった廃仏毀釈運動は 

必ずしも中央政府の意図に沿ったものではなかった。政府は間もなく抑制の姿勢に 

転じ、運動は 1870 年央頃までには終息。以後、各地で寺の再興が図られる例も。 

 
1871 及び 1875 社寺領上知命令―仏教寺院は極度に困窮。寺宝等を手放す例が続出。 

その後、蔵米支給等若干の補償措置が講じられた 
 

 1872 神祇省を廃止し、教部省を設置。神仏双方から教導職を任命 
（神仏混交の布教所的性格）*。国家祭祀は宮内省の式部寮が担当。 
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*国体神学の神々の崇敬を受け入れつつ、仏教界の地位と役割を確保しようとする試み 

（仏教界からの働きかけが奏功）。 

 
1873 岩倉使節団－信教の自由が条約改正交渉の前提条件。対外的配慮もあって、  

神道に対する特別措置を漸次緩和。切支丹禁制高札を撤去。 
  1875 神道事務局設置 

1876 神社祭式の共通化・統一化。神葬祭（神式による葬儀の執行）を許容。 
  1880 祭神論争－神道事務局の東京遥拝所の祭神を巡る論争*。 
       *アマテラス＋造化三神（伊勢神宮系）にオオクニヌシ（出雲系）を加えるか否か 

を巡る論争。結局天皇勅裁により出雲系を退けた。 

 

  1884 神仏教導職廃止。政府は神・佛各派の管長を通じてこれらを掌握することとした 
      （規則は内務省認可） 
  1889 伊勢神宮遷宮*に際し、古代の復活を意図して内宮の社殿配置を変更。外宮は旧の 

まま。 
      *前回（明治 2 年）から 20 年後にあたる。なお、三種の神器のうち、ヤタノ鏡は伊勢内宮に、   

クサナギノ剣は熱田神宮に、ヤサカノ勾玉は宮中で保管（宮中には鏡と剣の型代<複製＞が

ある） 

 
1889 欽定憲法発布･皇室典範制定（2 月 11 日＜紀元節－明治 6 年発足＞）、その旨を 

宮中三殿に奏告。同日、伊勢神宮・神武陵・官国幣社等へ勅使を派遣し、 
幣帛を奉呈。この時までに天皇陵の治定を完了した（学問的根拠は薄弱）。 

 1889 大日本帝国憲法発布*。宮中及び各地神殿で奉告祭 
      *第 28 条「日本国民は、安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りに 

於いて信教の自由を有する」（国家神道の枠内での信教の自由―制度上は国教 

は存在せず、擬似政教分離体制となっていた。 

 
     この頃、自由民権運動に反応して国粋主義思潮高揚（神道系*、仏教系とも）。 
       *伊勢神宮関係者による森文部大臣刺殺事件 

 

  1890 教育勅語発布  

儒教に基づく封建的忠誠の観念と伝統的な祖先崇拝の観念との結合という性格を 
持つ。御真影と共に学校に下賜され、事実上の国教たる国家神道の教典としての   
機能を果たす（イエ段階の「孝」とクニ段階の「忠」の一体化）。小学校令により、 
祝祭日に御真影への最敬礼、教育勅語奉読等の儀礼を定める。 
 



7 
 

  1898 民法施行 
    家族制度と祖先崇拝を主軸とする。 
 

・「国体」観念の確立  
神である天皇が統治する大日本帝国の神聖性を主張（万邦無比）。 
神社は国体を顕現し、皇国を鎮護する存在とされる（根拠は記紀<神典―正当神話＞― 

それと異なる神話を持つ宗教は徹底的に弾圧）。 
世界に冠たる国体の優越性への確信・神に率いられる日本民族という選民意識が排外的民

族主義の主張に結びつく。 
日清･日露戦争を経て、国体の軍国主義的指向は一段と濃化（「聖戦」という思想）*。 

  *1879 年、招魂社を別格官幣社として靖国神社と改称（「英霊」）。招魂社は、1869 年、 

明治維新の戦没者の霊を祀る目的で設立されたもの。各地の招魂社はその地方的分社 

で、1939 年に護国神社と改称。 

 

･国家神道における祭祀（宗教儀礼）の重要性―共同体の確たる結合の再確認と成員全体の 
 意思統一の場（政治的性格） 
  1872 江戸時代の太陰太陽暦を太陽暦に改める。その際、神武即位の年を元年とする 

「皇紀」を採用。即位日を 1 月 29 日とし（後に 2 月 11 日に変更）、同日に祭典 
を行うこととした（＝紀元節）。 

1908 皇室祭祀令。以後神社祭祀の形式が漸次整備･制度化。国民の祝祭日はすべて 
      宮中祭祀に従って定められた。 

 
･政府の手により、新たに神社を建立（創建神社）。 

  1872 湊川神社（楠正成―他にも南朝関係者の神社多数） 
  1879 靖国神社（招魂社を改称） 
  1890 樫原神宮、1892 年 吉野神宮、1895 年 平安神宮 
  1920 明治神宮 
  アジアの植民地･占領地に神社を多数建設 
 

･ファシズム的国家神道の最終段階 
  1925 治安維持法 

国体教義護持のための弾圧法。なお刑法 74 条は不敬罪を定める 
  1926 宗教制度調査会、1929 年神社制度調査会 

神社が宗教か否かで論議。 
  1932 靖国神社参拝拒否事件 

臨時大祭への学生参加を巡り、カトリック系上智大学が信仰上の理由で参拝を 
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拒否。文部省に対し、神社は宗教か否かについて確たる結論を出して欲しい旨を 
要請。文部省はこれに対し、神社参拝は宗教行為ではなく、教育上の行為であり、
忠誠心の表現であるから、宗教上の理由で参拝を拒否できない旨を回答。  
カトリックはこれで妥協。しかし、プロテスタントでは参拝拒否の事例が続発。 

 
  1935 宗教情操涵養という名目で国家神道教育を一般学校に強制。 
     体制逸脱と判断された宗教に対して厳しく弾圧（例:大本教・ひとのみち教団等） 
  1939 宗教団体法（祭政一致の国教主義）に基づき、各宗教を合同させる方針 
  1940 紀元二千六百年式典 
     内務省神祇局を神祇院に昇格（総裁―内務大臣。神祇行政は大幅に拡充）。 

国体の教義の普及に総力を注入（八紘一宇―対外侵略･占領を正当化） 
 

･国家神道の解体 
  1945 年連合国最高司令部「政治的・社会的・宗教的自由に対する制限除去」覚書を発出。 
     「国家神道･神社神道に対する政府の保証･支援･保全･監督ならびに弘布の廃止に 

関する件」発出（いわゆる「神道指令」） 
     宗教団体法廃止。宗教法人令公布施行（宗教団体は届出で宗教法人になることが 

できる） 
  1946 年 1 月 1 日 天皇の人間宣言*－自己の神性をみずから否定 

  *「天皇と国民との間の関係は相互の信頼と敬愛に基づくものであって、神話や伝説に 

よって生まれたものではない」 
 
      2 月 2 日 神祇院官制を含め、すべての神社関係法令を廃止。 

皇室令全廃（宮中祭祀は天皇の私的行為。章典は天皇の私的使用人） 
      2 月 3 日 宗教団体「神社本庁」設立（文部省所管の宗教法人*）。 

地方に下部組織 
        *靖国神社は神社本庁に参加せず、東京都の単独宗教法人となることを選択。 

 

  1947 年 5 月 3 日 新憲法施行－基本的人権としての信教の自由･完全な政教分離 
  1952 宮中儀礼としての立太子礼 
  1959 皇太子の結婚式―政府は宮中祭祀の神道儀礼である賢所大前の儀を国事とする 
  1967 建国記念の日（紀元節復活） 
  1963～靖国神社の国家護持案多数発表 
  1969 国会議員による靖国神社法案提出 

―靖国神社から宗教的要素を取り除き、特別法人として内閣総理大臣の支配下 
     におき、公費を拠出する、とするもの。―宗教界からの反対多数。審議未了・廃 
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(参考）島園 進著「国家新道と日本人」抜粋 
・近代日本宗教の二重構造性―「祭政一致」と「政教分離」の共存 
   公の領域―国家神道 
   私の領域―諸宗教･諸思想（明治憲法の枠内*での自由な宗教活動を保証） 
     *「安寧秩序を妨げず、また臣民たるの義務に背かざる限りにおいて」 

 
・国家神道―明治維新以降、国家と強い結びつきを持って発展した神道の一形態。 

皇室祭祀や、その主体である天皇崇敬のシステムと、神社神道との組み合わせ 
―「宗教以外のもの」という理解（「国家神道」即ち「神社神道」ではないことに留意）。 

 
・「国体論」との関係 
   国体論は、万世一系の天皇統治を根拠にして、日本の伝統的特殊性と優越性を唱える 

思想。国家神道と重なる部分が多いが、後者にはより祭祀･儀礼の要素が強い。 
 
･教育勅語の影響力 
   天皇と臣民との間の濃密な教導関係･紐帯を喚起。 
 
･「天皇即現人神」という思想（信仰）の起源―1930 年代以降に顕著となる（大日本国 

憲法。教育勅語の段階ではそこまでいっていない。小学校修身･日本史教科書内容の 
時代的変遷は以下の通り。 

第一段階（1904～21） -天皇神孫・君臣徳義論 
第二段階-（1921～39）-家族国家論、 
第三段階（1931～45） -天皇現人神･八紘一宇論 

 
･GHQ の神道指令（1945）は、国家神道=神社神道という理解によっている。 

そこでは、国家神道は行政官僚が神社を支配し、その宗教活動に制限を加えていた 
一時期の神社神道を指す、と狭く定義されており、皇室祭祀･皇室神道については一切 
触れられていない（占領政策との関係もあったと思われる）。彼らによれば、尊王を掲げ、
神道の信仰を鼓舞したのはむしろ民間団体（在野神道諸宗）であったとされる。 

 
･しかし、国家神道の核は神道祭祀と天皇崇敬である。神社の祭式と皇室の祭祀が一体化 

し、統一的な儀礼体系が形成された*。 
  *1870 大教宣布の詔（大教=今日の国家神道の概念に対応）―祭政教一致･皇道興隆 
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･学校行事の中の皇室崇敬儀礼の浸透（1880 年代以降） 
―紀元節･天長節･元始祭･神嘗祭･新嘗祭、その他の皇室行事と同時進行 

  ―御真影（奉安殿）遥拝･教育勅語（1890）･君が代等唱歌斉唱 
  ―近隣神社･招魂社参拝*･修学旅行（宮城遥拝・伊勢神宮参拝） 

*1879 東京招魂社を靖国神社に改称（別格官幣社）－天皇による大祭への公式参拝（親拝） 

 

･歴史教育における国体論と国家神道 
  ―1891 小学校教則大綱―「天照大神･三種の神器･天孫降臨」の記述 
  ―1912「国民道徳概論」刊行（井上哲次郎） 
  ―1882 皇典講究所設立 
  ―1883 神宮皇道館設立（伊勢―神職養成所） 
  ―1890 国学院設立 
  ―1913 「神職」の意義の明文化「国家の礼典に則り国家の宗祀に従うべき職司」 
 
･民衆サイドからの国家神道思想推進 
   大本教（出口なお･王仁三郎）・国柱会（田中智学―日蓮主義） 

地域神職会の活動（例:福山城跡顕栄運動） 
 （島園によれば） 

「国民国家の時代には、国家共同体への馴致が目指されるが、民衆自身の思想信条は、
為政者や知識階級の思惑を超えて、歴史を動かす大きな要因となる。民衆の宗教性
は社会が向かう方向を左右する力を持つ」 

 
・上記に関連して、久野収の「国家体制を巡る顕教と密教」に注目 

 民衆向けの顕教―無限の権威を持つ天皇を信奉させ、国民の国家への忠誠心を 
確保する手段（天皇=絶対君主制） 

 エリート向けの密教―天皇の権威は名目的。実質的権力は各機関の担当者が掌握 
（立憲君主制―天皇機関説）。結局は顕教が密教を圧倒した形となった。 

 
･神道指令（1945）と国家神道 
  神道指令は、「宗教とは特定の宗教教団が担う教義や儀礼のシステム」である、という理

解に基づき、そうした意味での「宗教」（神社神道はその一つ）が国家と特別の係わり
合いをもつことを禁止。皇室祭祀･皇室儀礼はそうした意味での宗教の枠内に入らない
とされる（天皇･皇族が私人として実践する自由を持つ領域・・・GHQ の占領政策―
天皇の権威を温存してこれを利用―と整合的） 

  神道指令によって、国家神道の復活の目はなくなった、と考えていいか？皇室祭との 
結びつきの可能性は？ 
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･皇室祭祀の現状 
  日常的･季節的祭祀―場所は宮中三殿（賢所･皇霊殿･神殿―神道礼拝施設）+神嘉殿 
  それ以外―葬儀･結婚式･伊勢神宮参拝･即位･退位等に関連する祭祀 
       （「象徴としての公的行為」という法的位置づけ） 
 
･神社本庁（1946）の位置づけ 
 全国の神社群を民間団体として再組織化。皇室･天皇･伊勢神宮崇敬に注力。 

天皇と神社の連携強化を目指す 
 
･国家神道の現状 
 国家神道は神道指令によって解体されたかのように見えて、決して消滅していない。 

皇居という「空虚な中心」（ロラン・バルト）において皇室祭祀が行われている。 
それを重要なよりどころとして、国家神道を強化しようとする運動や国体論的な言説 
が再生産され続けている。 

 
戦後の天皇像は、政治的な権力を行使せず、もっぱら祭祀によって人々の安寧を祈る存在

とされてきた。そのことを否定する必要はないが、少なくとも、天皇「親政」ではなくと
も、天皇「親祭」が政治的機能を持つことについて自覚的であるべきである。 

 
 


