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研究成果の概要（和文）：　本研究の出発点は、中世にまでさかのぼれる、とされる日本の宗教民俗文化は何を意味し
ているのか、という問いである。日本民俗学では、それを「常民」の文化と考えてきた。しかし、本研究での仮説は、
それは本質的な「常民の文化」ではなく、当該地域の宗教的な民俗文化の史的形成過程を表し、その主体は民衆ではな
い、というものである。この矛盾を「フォークロア・パラドクス」と概念化し、日本各地の宗教民俗文化の再検討によ
り、この概念が有効であるという結論に達した。

研究成果の概要（英文）： A starting point of this study is what Japanese folk culture of religion means, 
which is able to be trace back historically until the medieval period. Japanese folklorists have regarded 
it as a culture of folk people, especially agricultural villagers. But our hypothesis in this study is 
that a culture of masses is not represented in it but historical formation process of folk culture of 
religion is, and that the subjects of folk culture are not folk people. We conceptualized this 
contradiction as “folklore paradox”, re-examined folklore date of religious culture by fieldworks and 
library works, and came to the conclusion that application this concept to it is valid.

研究分野： 文化人類学・民俗学
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１．研究開始当初の背景 
 日本の宗教民俗文化研究は、おもに日本民
俗学、その中でもとくに民俗宗教論において、
村落居住の民衆＝常民の文化研究としてお
こなわれてきた。この枠組みにおいて、宗教
的実践主体としての常民は、同時に民俗宗教
の枠組みの創造主体としても記述される傾
向がある。だが、これは正しいのであろうか。
近年の、日本民俗学の隣接領域（歴史学、宗
教学、文化人類学など）から出された問題群
は、日本の宗教民俗文化は、日本の民衆（常
民）の本質的な宗教文化・宗教的観念の反映
というより、民俗社会とその外部の広い社会
的枠組みとの関係性、村落外部の宗教体系の
権力性・正当性、中世仏教の重要性など、民
俗文化のいわば外部性とも言うべき要素を
反映しているのではないか、という指摘であ
る。従って、宗教民俗文化の研究から導かれ
るのは、民衆は外部世界のどのような社会的
枠組みのもと、どのような宗教世界を生きて
きたのか、という点であり、それは取りも直
さず、宗教民俗文化は、民俗という範疇を越
え、かつそれを包括する宗教的枠組みにおい
て意味をもち、民衆はそこにおいて初めて宗
教的実践主体となる点を意味している。この
ような視座は従来の宗教民俗文化研究には
欠如しており、そのため、日本民俗学で見ら
れる、宗教民俗文化の主体としての民衆像を
一旦解体し、新たな宗教民俗文化の視座を確
立する必要がある。 
 
２．研究の目的 
 歴史的に古いと考えられる宗教民俗文化
を日本民俗学的に記述、分析しようとすれば
するほど、記述が実践主体から乖離し、分析
に民俗概念が不要になる傾向性があること
が、研究代表者・分担者らの従来の研究が指
摘していた。本研究では、その点を「フォー
クロア・パラドクス」と呼び、日本の宗教民
俗文化研究が概ねこのパラドクスを抱えて
いる点を、従来の民俗誌的テキストの分析、
史料を援用した外部の宗教的枠組みの明確
化から明らかにする。また、フィールドワー
クから「フォークロア・パラドクス」の視点
を用いた、従来の宗教民俗文化研究の脱構築
を試み、宗教民俗文化の新たな記述と分析を
おこなう。これにより、「フォークロア・パ
ラドクス」概念の有用性を示し、これに代替
する、民俗世界における民俗文化像について
再検討をおこなう。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、1)従来の宗教民俗文化研究に
関する文献を精査し、それらの文献における
フォークロア・パラドクスについてテキスト
分析をおこなう、2)文化人類学、歴史学、宗
教学の分野からの、日本民俗学の民俗宗教研
究に対する批判をまとめ、それをフォークロ
ア・パラドクスの観点から論点整理をする、
3)フォークロア・パラドクスの研究から導か

れる新たな宗教民俗文化像を相互に検討し、
従来の宗教民俗文化像の代替モデルを提示
する実験的フィールドワークを、代表者・分
担者の共同作業として進める。 
 
４．研究成果 
(1)宗教史における連続性と不連続性 
 従来の宗教民俗文化研究では、民俗文化の
母体であるムラにおいて、宗教民俗文化は、
多少の変化があったにせよ、伝承され続けて
きたとされている。しかし、先史時代も含め、
カミの概念は常に変容を続けており、それが
日本の宗教文化で顕著である点が、文献研究
や史料検討から明らかになった。 
 この、宗教文化におけるカミ観念の歴史的
不連続性が文化史の前提となるなら、宗教民
俗文化のみがその埒外にある、とは考えにく
い。その点を考える好例が、祖霊信仰である。
従来、日本民俗学においては、祖霊信仰が山
岳信仰と結びつき、日本人の祖霊観念の元型
を作り出したと考えられてきた。しかしなが
ら、中世以前にはその種の観念が文献史料に
登場せず、墓標などの物質資料からわかる祖
霊と山岳霊場の結びつきは近世以降である。
従って、日本の祖霊信仰と山との関係は、民
俗文化における原初的信仰というより、むし
ろ新たに成立した宗教民俗文化と考えた方
が妥当といえる。 
 そうすると、祖霊信仰と山岳信仰の重なり
は、いかなる契機により成立したのだろうか。
その際、中世に成立する山岳の寺社組織（寺
社勢力）の、民衆に対する影響力を考えるべ
きであろう。熊野信仰といった、中世以降民
衆に強い影響力をもった信仰も、その担い手
は当然寺社であり、その全国への伝播の要因
の一つが、神仏習合による熊野三山＝浄土へ
の結縁の地という観念であった。つまり、寺
社勢力により、浄土思想を介して死霊と山岳
霊場が結びつく可能性も排除できないので
ある。宗教民俗文化研究において、その核と
も言える祖霊信仰にも、フォークロア・パラ
ドックスの視点の適用可能性を示すことが
できた。 
 
(2)中世寺社勢力と宗教民俗文化 
 本研究で提示するフォークロア・パラドッ
クスを最も体現している宗教形態が、神仏習
合である。この宗教的観念は明治維新期に全
否定され、禁止されたにもかかわらず、いま
だに宗教民俗文化の中に見られる。また、神
仏習合思想はその出自が仏教の側（顕密仏教、
または中世仏教と呼ばれる）であり、土着の
カミ観念も包摂しながら、その後日本全土に
浸透したことがわかっている。 
 本研究では、大分県国東半島、山形県寒河
江市の慈恩寺、福岡県糸島市、福岡県田川郡
添田町の共同調査を実施し、また研究代表
者・分担者が個別に福岡県東部京築地域、香
川県三豊市弥谷寺、岡山県吉備中央町円城寺、
富山県魚津市小川寺の調査をおこなった。こ



れらの地域には、規模の大小はあれ、中世に
おいて寺社複合体としての一山組織がかつ
て存在した、あるいは、形態は変化したにせ
よ、現在もその痕跡を残している寺社が存在
している。従って、当地の宗教民俗文化の中
にも神仏習合的要素を多く見出すことがで
きる。 
 本研究では、日本の宗教民俗文化が、地域
的偏差を持ちながらも基本的に類似した構
造をもつのは、地域における宗教民俗文化の
ひな型が、神仏習合を中心とした顕密仏教・
中世仏教の中にあり、荘園制の発達に伴う中
世寺社組織の全国への展開に伴いそのひな
型が伝播したのではないか、そして、それら
寺社組織のもつ政治・経済力が崩壊すること
により、それらの宗教儀礼などが宗教民俗文
化として村落に残ったのではないか、という
仮説の可能性を検討した。 
 これは、宗教民俗文化の主体は、初めに顕
密仏教・中世仏教の側にあり、それが徐々に
民俗の側に移行するという史的仮説である。
その点について、宗教民俗文化を代表する、
神楽などの民俗芸能、諸々の儀礼を通して検
討をおこなったが、この可能性を排除するこ
とができないとの結論に至った。 
 つまり、「研究の目的」で述べた“歴史的
に古いと考えられる宗教民俗文化を日本民
俗学的に記述、分析しようとすればするほど、
記述が実践主体から乖離し、分析に民俗概念
が不要になる傾向性がある”とは、宗教民俗
文化の主体がそもそも民俗（村落の民衆）の
側になく、宗教の側にあったためだと言うこ
とができる。 
 
(3)宗教民俗文化の諸言説の再検討 
 日本の宗教民俗文化の形成において、1980
年代以降、民衆に近い存在であった呪術的宗
教者、すなわち修験者、陰陽師が宗教民俗文
化形成において重要な役割を果たしていた、
という論が多く見られた。しかし前述のよう
に、修験者については、前述の寺社組織を形
成する宗教者と見なすことができる。 
 また陰陽師については、民衆の中にあった
とされる民間陰陽道の存在について疑義が
持たれる点が指摘された。また、陰陽道と類
似した思想に、密教における宿曜道が挙げら
れるが、陰陽道と宿曜道は起源を異にするも
ののその区分は不明瞭であり、民俗社会に存
在した陰陽道的知識の所有者＝民間陰陽師
という概念からまず再考しなければならな
い。また、中世寺社は、この種の知識の保有
母体と見なすことがもちろん可能なのであ
る。 
 このように、従来、民衆に近い呪術的宗教
者が宗教民俗文化形成に関与した、という言
説は、宗教民俗文化という範疇を民衆の側に
引きつけ、民衆の外部にあった宗教的枠組み
のあり方を極めて単純化したと言うことが
できる。これも、一種のフォークロア・パラ
ドックスの例と言えることができる。 

 
(4)宗教民俗文化の再構築から日本文化史の

再検討へ 
 このように本研究では、従来、日本人が継
承してきた民俗文化と素朴に考えられてき
た宗教的文化について、フォークロア・パラ
ドックスという考えを端緒に再考を重ねた。
その結果、(1)で述べた、カミ観念の歴史的
不連続性を考慮すれば、現在の宗教民俗文化
のひな型が顕密仏教・中世仏教に基づく寺社
複合体から提供され、その後民俗化していっ
たという史的仮説を検討する意義が大きい
という結論に至った。(3)で指摘した、民間
陰陽道という領域の設定は、むしろ、この中
世的宗教枠組みをより不明瞭にする傾向が
ある。 
 本研究により提示された仮説により、日本
の宗教民俗文化の枠組み自体の再考が必要
になる。(2)で述べた通り、日本の宗教民俗
文化の、構造的な大まかな類似性は、日本人
という民族の文化的均質性を示しているの
ではなく、日本の民衆を取り巻いていた制度
的類似性を示す証左かもしれない。この点に
ついては、今後、民俗文化研究に限定するこ
となく、日本文化史の枠組みにおいてより広
く問い直される問題である。 
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