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明治期における神仏分離・廃仏毀釈運動 

－真宗門徒の反対運動を中心に－ 

 

要旨 

 明治期に起こった廃仏毀釈は、維新政府の神道国教化政策に付随して起こっ

た仏教排斥・破壊運動で、そのきっかけとなったのは、慶応四年（明治元年、

一八六八）の神仏分離令である。維新政府が神仏分離政策を採用した理由につ

いて、それは明治維新の変革期に、政権の担い手である薩長派実力者らが、天

皇を中心とする集権国家という新たな国教体制を樹立するには、天皇の神権を

強調し、祭政一致の国家体制を構築しなければならない必要性を感じていたか

らである。そのため、天照大神を中心とする神霊信仰を説く国学者や神道家が

登用され、神祇官の設置、神仏分離令など神道による天皇の正統性・権威性を

根拠付けようとした。 

 ところが、激しい廃仏毀釈運動の気運の中で、維新政府に登用された神道家

や国学者が図った一連の神道国教化諸政策を破綻させたのは、真宗地帯におけ

る廃仏毀釈への抵抗である。一揆の発生理由は廃仏への反抗、僧侶の生活権擁

護、農民が新政策に対する無理解、耶蘇教排撃等である。 

 本論文では、第一、二章は、神仏分離・廃仏毀釈運動形成の背景について検

討するものである。まず織豊政権から江戸幕府に至るまでの過程で、権力者に

よる宗教への弾圧及び宗教政策を軸に考察する。そして、近世の江戸時代にな

された仏教批判をとりあげて説明する。さらに、これら排仏論を政策に取り込

んだ水戸・岡山・会津・長州で起きた寺社整理の実態を探究する。第三章は明

治維新期における宗教政策を概観して論じるものである。第四章では、明治初

期真宗地帯の地域民衆による護法一揆を取り上げて、それぞれの実態を分析す

ることを通じて、その中に含蓄された宗教運動と民衆運動の両性格を究明した

い。 

 

キーワード：神仏分離、廃仏毀釈、真宗門徒、護法一揆、新政反対  
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明治時期的神佛分離‧廢佛毀釋運動 

─以真宗門徒的反對運動為例─ 

 

摘要 

 日本於明治時期，由於維新政府所奉行的神道國教化政策，而引發大

規模的的佛教排斥破壞運動，史稱廢佛毀釋運動。事件的開端，起源於慶

應四年(明治元年、一八六八)政府所頒布的「神佛分離令」。而政府之所

以採用神佛分離政策，是因為在明治維新這個動盪的時期，政府的核心領

導人物為了樹立以天皇為首之中央集權國家的政治體系，便採用有力的國

學者、神道家之理論，來作為強調天皇其神聖的宗教威信、鞏固天皇的正

統性及權威性之根據。 

 然而，當時如此雷厲風行的廢佛毀釋運動，使其衰退的是真宗信仰地

區強烈的抵抗運動。而淨土真宗界的僧侶集結信徒發起護法一揆，起身反

抗的原因，是出自於對廢佛行為的抗議、僧侶守護自身的生活權、農民對

新政策的不了解，或是排擊基督教等因素。 

 本論文的第一、二章，將針對神佛分離‧廢佛毀釋運動之生成背景做

探討。並說明從織豐政權到江戶幕府，權力者是如何打壓宗教勢力，以及

論述相關宗教政策制定的意圖及內涵。此外，江戶時代排佛論興起，在此

將試舉幾位代表性的排佛論者的論點加以闡述。再者，早在江戶時代，就

有部份尊儒排佛的地方大名，積極的整頓領內的寺院神社，尤其以水戶、

岡山、會津、長州最為興盛，因此將透過上述四個例子，來瞭解維新以前

廢佛毀釋的實際狀況。在經過幕末的動盪時代，甫成立的維新政府在宗教

方面，積極推動一連串神道國教化的政策。第三章將探討當時的各項政策，

來說明各項政策所蘊含的意圖以及其帶來的影響。第四章的部份，將以真

宗信仰繁盛的三個地區，在面對明治政府所施行的新政策時，所發起的護

法一揆為例，來一窺其中所蘊含的群眾運動以及宗教運動的性格。 

 

關鍵詞：神佛分離、廢佛毀釋、真宗門徒、護法一揆、新政反對  



 

iii 
 

The Separation of Shinto and Buddhism and the Anti-Buddhist Movement in the 

Meiji Era:focusing on the Opposition by the Shin-Buddhist Followers 

 

Abstract 

     In the Meiji era, because the Meiji government made Shinto a state religion, 

opposition and destruction of Buddhism occurred on a large scale in Japan, the 

so-called Anti-Buddhist Movement (Haibutsu Kishaku). It began in Keiō 4 (Meiji 1, 

1868), the time the government announced the Ordinance Distinguishing Shinto and 

Buddhism. The government applied the separation of Shinto and Buddhism because 

in the chaotic period of the Meiji Restoration, to build a political system, a centralized 

government in which the emperor was the top, core leaders adopted authoritative 

Japanese classical (Kokugaku) scholars and Shinto scholars’ doctrines to enhance the 

emperor’s religious prestige, legitimacy and authority. 

     As the fierce Anti-Buddhist Movement occurred, it was the strong opposition 

held by the Shin-Buddhists that weakened the Anti-Buddhist Movement. The 

Shin-Buddhist monks and followers staged religious revolts for protests against 

anti-Buddhism, monks’ claims on rights of living, peasants’ unfamiliarity with the 

new policy, strikes against Christians, etc. 

     Chapter 1 and chapter 2 in this thesis are concerned with the background of the 

separation of Shinto and Buddhism and the Anti-Buddhist Movement, the illustrations 

of authorities’ oppression of religion from the Oda-Toyotomi period to the Edo period, 

and the demonstration of the purpose and the meaning of these religious policies. 

Besides, anti-Buddhism developed in the Edo period. Some representative 

anti-Buddhist scholars’ doctrines are examined here. In addition, in the Edo period, 

some chiho-daimyo who praised Confucianism and opposed Buddhism reorganized 

Buddhist temples and Shinto shrines in their domains actively, and this occurred very 

often in the Mito Domain, the Okayama Domain, the Aizu Domain and the Chōshū 

Domain. The above four cases are examined here to understand the real situation of 
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the anti-Buddhism before the Meiji Restoration. After the chaotic last days of the Edo 

period (Bakumatsu), the new Meiji government adopted lots of policies to make 

Shinto a state religion. Chapter 3 is concerned with the analysis of each policy to 

demonstrate the purpose and the effect of each policy. Chapter 4 is concerned with the 

examination of religious revolts staged by people who lived in three places where the 

Shin-Buddhism was popular and faced new policies adopted by the Meiji government 

to analyze characteristics, mass movement and religious movement, of those religious 

revolts. 

 

Keywords: the separation of Shinto and Buddhism, anti-Buddhism, the Shin-Buddhist 

followers, religious revolt, opposition to the new policy 
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序論 

 

一、研究動機と先行研究 

 現在日本では神道・仏教の信徒が大多数を占め、多くの日本人は、寺院と神

社とをあまり区別することなく、七五三・初詣・季節の祭りを神社で行い、江

戸時代の寺請制度の影響で葬儀を仏教式で行うなど、複数の宗教に跨って儀礼

に参加している。 

 六世紀中頃に百済から伝来した仏教は、在来の神道に接触と働きかけを始め

る。神と仏が徐々に融合していて、神仏習合という日本の独特な信仰様式にな

っている。平安時代になり、「本地垂迹説」1が現れて、鎌倉時代では、神仏習

合理論が、仏教側の真言宗による「両部神道」、天台宗による「山王神道」と

して体系化された。 

 これに対して、反本地垂迹説（神本仏迹説）が勃興するようになり、伊勢神

宮の外宮神職団が創唱した伊勢神道が現われた。室町時代には、神祇を中心に

儒仏と習合する「根本枝葉花実説」2を唱えた吉田神道が大いに勢力を伸ばし

た。 

 一方、鎌倉新仏教の中でも、一遍の時宗では熊野の神託を基に賦算による布

教を始め、日蓮宗も天照大神・八幡神を重視し、やがて法華三十番神3へと発

展した。旧仏教の側からは神の本地を歴史的な形で説く本地物縁起4や習合曼

                                                      
1 本地垂迹説は、仏・菩薩が人々を救うために、さまざまな神の姿を借りて現われるという教

説である。 
2 神道こそが根本で仏教も儒教もその花実や枝葉であるとという仏教・道教・儒教の思想を取

り入れた、総合的な神道説である。 
3 神仏習合の信仰で、一ヵ月（三十日）を毎日交替の当番で『法華経』を守護する神々のこと

である。中世以降は特に日蓮宗・法華宗（法華神道）で重視され、法華経守護の神（諸天善

神）とされた。 
4 本地垂迹説の影響によって成立した御伽草子系統の小説・物語類。また、古浄瑠璃や説経節

などで、神仏・社寺の縁起を説いたものである。 
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荼羅5、神像の図絵・彫刻が多数造られ、習合信仰の普及に大いに寄与すると

ころがあった。 

 そもそも、現世を仮の世と観じ来世を実在と信ずる仏教は、現世の実在を信

じ来世との連続を認める神道とは異質のものであり、神仏習合はまさに「外来

の仏教が日本人の精神的風土に土着するための浸透形式」6にほかならない。

こうした神々を巧みに仏教化させた信仰形態が、千年以上にわたって明治まで

続いて来た。 

 ところが、慶応四年（一八六八）、王政復古の実現とともに、復古神道を基

礎理念とした明治維新政府が一連の神仏分離政策により、廃仏毀釈運動が勃発

した。まさに中国の歴史上で有名な「三武一宗法難」7のように、著名神社の

仏教的なものを破壊、地域の仏教寺院を宗派ごとに廃寺、合寺して強制的に削

減するなどの廃仏毀釈運動の嵐は、日本各地で吹き荒れた。 

 明治二年（一八六九）に太政官の上に置かれた神祇官の設立とともに、廃仏

毀釈運動は頂点に達したが、その後仏教側（特に真宗側）からの反発などを受

け、過激だった廃仏毀釈運動が明治四年頃になると沈静化していた。そして、

明治五年（一八七二）に明治政府は神祇省を廃し、教部省を設け、敬神愛国と

いう三条の教則を制定した。さらに教導職制度を設け、東京増上寺に大教院、

府県庁所在地に中教院、全国の社寺に小教院、伊勢神宮に神宮教院を設置し、

神仏共同布教の教化政策へと転換するに至った。しかし明治八年（一八七五）

には、浄土真宗本願寺派の僧侶島地黙雷らは、信教の自由を求める動きにより、

真宗四派は脱退し、大教院は解散した。 

 明治初期に一見愚策に見える維新政府の神仏分離政策が採用された背景は

如何なるものであったのか。周知のように、明治維新の変革期に、政権の担い

                                                      
5 密教で、宇宙の真理を表わすために、仏・菩薩を一定の枠の中に配置して図示したもので、

金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅などがある。転じて、浄土の姿を図示したものなどにもいう。 
6 神島二郎『近代日本の精神構造』（岩波書店、一九六一年）292頁。 
7 中国仏教史上、北魏の太武帝、北周の武帝、唐の武宗（以上、三武）と後周の世宗（一宗）

によって断行された仏教弾圧事件である。弾圧政策の具体的内容は、寺院の転用・破壊、僧

尼の還俗、仏像経巻の焼却などを強行した。四回の廃仏に共通している点は、僧尼という非

生産人口の増加と寺院荘園の拡大が国家の財政運営上大きな問題となったことである。また、

後周世宗を除く三廃仏では、儒教を基本としたうえでの道教・仏教両勢力の角逐が認められ

る。佐藤智水「三武一宗の法難」、『日本大百科全書』、小学館、ジャパンナレッジ(オンライ

ンデータベース)。 
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手である薩長派実力者らは、天皇を中心とする集権国家という新たな国教体制

を樹立するには、天皇の神権を強調し、祭政一致の国家体制を構築しなければ

ならない必要性を感じていた。そのため、天照大神を中心とする神霊信仰を説

く国学者や神道家が登用され、神祇官の設置、神仏分離令など神道による天皇

の正統性・権威性を根拠付けようとした。 

 権力者の自己神化と言えば、すでに戦国期の織田信長から始まり、その後、

豊臣秀吉、徳川家康へと受け継がれた。権力者が自分自身を神格化する目的は、

自らの政権の正統性と権威性を被支配者に誇示することにあった。徳川政権は

朱子学のみならず、神道や仏教、またその他の信仰も取り入れた。たとえば、

三代将軍家光の相談役、天台僧の天海が家康を「東照大権現」として祀ってお

り、それによって、天台系山王神道における山王権現という土着神、皇祖神天

照大神、将軍家祖神東照大権現、この三者の同一化を図ったのがそれであった。

これは徳川幕府の支配を正当化・神聖化する意識的な作為にほかならなかった。 

維新期に活躍した大国隆正・玉松操・矢野玄道等の国学者、及び亀井茲監・平

田銕胤・福羽美静等の神道家らは、天照大神に由来する天皇の絶対的な権威性

を主張した。彼らが神祇官再興を皮切りに、一連の宗教政策を施す目的は、権

現崇拝を拠り所とした徳川支配のイデオロギーを打倒し、それに取り代わって

皇祖神を中心とする天皇制イデオロギーを唱えることにあった。 

 神仏分離・廃仏毀釈とは、単に神々を仏から分離させ、仏だけを廃滅しよう

とすることを意味するのではない。江戸時代に、仏教は、幕府の宗門改めの制・

寺檀制の実施により民衆の葬祭儀礼の施行や祖先供養と繫がるようになり、さ

らに民衆の現世利益的な願望と結合して大いに発展してきた。ところが、こう

した江戸時代以来民衆の宗教生活の中核をなす信仰形態も、維新政府に禁制さ

れる対象となった。維新政府は皇祖神を中心とする信仰体系を構築し、「由緒

の正しい」8神だけを祀り、天照大神をその中心に据えるという皇祖神の信仰

を民衆の宗教意識の中に浸透させようとした。その目的を達成するために、全

                                                      
8 ここは延喜式神名帳に登載される神社を指す。延喜式は延喜五年（九〇五）から編纂をはじ

めた、律令についての施行細則を集成した法典であるが、その一部の神名式はやがて延喜式

神名帳と呼ばれるようになり、そこに収載された神社は式内社としてその格式を誇ることが

できた。この格式についての権威づけは、神仏分離などのさいにも重要であった。安丸良夫・

宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』（岩波書店、一九八八年）259頁。 



 

4 
 

国各地において様々な民俗的風習や祭事が規制されるようになると共に、皇祖

神の信仰が形成されていった。 

 安丸良夫氏は、神仏分離・廃仏毀釈により、「日本人の精神史に根本的とい

ってよいほどの大転換が生まれた」9と主張した。つまり、明治元年から維新

政府が実施した一連の神仏分離政策によって、古くから培われてきた日本人の

宗教観が大いに転換したといえよう。このような新たな宗教政策の強行により、

長年根を下ろしてきた民衆の宗教意識には、どのような変化が起こったのか。

とくに、国学などの影響をうけた豪農層や神道家が活躍した地域には、廃仏毀

釈運動が強力に推進された。これに対して、地域の民衆が神道国教主義的な政

策に抵抗したり、廃仏毀釈に反対したりした事例は、かなりの数にものぼって

いる。仏教側においては、とりわけ真宗地域の門徒が積極的に抵抗していた。 

こうした地域で起こった門徒の動向は、仏教側の目覚めを促し、また、島地黙

雷・大洲鉄然・赤松連城・石川舜台・松本白華などの新しいタイプの僧侶たち

の活躍にも影響を与えた。 

 その後、神道国教化政策によって封建的特権を奪われ、廃仏毀釈によって打

撃を受けた仏教は、国家神道体制の枠内で、天皇制的国民教化に奉仕し、国の

仏教として寺院と教団を維持してきた。日本は軍国主義と侵略戦争の道を歩み、

仏教各宗派は、戦時体制下で「皇道仏教」を主張し、安定した地歩を築いた。 

 廃仏毀釈は、江戸時代より権力の一翼を担い堕落していた仏教に危機をもた

らしたが、それによって、仏教界の反省や伝統仏教の近代化を促した。そして、

神道国教化運動と結びつき、その後に展開された国家神道の発端ともなった。

近代日本の宗教史研究において、不可欠な一環となっている。 

 これまでの神仏分離・廃仏毀釈研究は大きく三つの方向に分けることができ

る。それは、一、基本的事実の検討、二、真宗との関係の探究、三、地域の実

態に根ざした事例の研究である。関係研究のうち、最も早く全般的にまとめら

れたのは、大正年間に刊行された辻善之助・村上専精・鷲尾順敬が編纂した『明

治維新神仏分離史料』（全五冊・東方書院、一九二六年～二九年）である。こ

の『明治維新神仏分離史料』の編集・校訂に携わった辻善之助の一連の研究が、

                                                      
9 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』（岩波書店、一九七九年）1頁。 
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神仏分離・廃仏毀釈研究の嚆矢であり、その中に神仏分離・廃仏毀釈に関する

基本的な文献の整理、その背景と成立についての内容が盛り込まれている。続

いて徳重浅吉の『維新精神史研究』（立命館出版部、一九三四年）及び『維新

政治宗教史研究』（目黒書店、一九三五年）では神仏分離政策と真宗教団のか

かわりが詳しく論ぜられている。さらに専門書としてよく知られているのは、

安丸良夫の『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』（岩波書店、一九七九

年）である。安丸氏は以下の三つの主張を提出した。 

 

  一、「権威化された神々の系譜の確立」こそが神権国家樹立のための神仏

分離政策の狙いだったこと。 

二、既成宗教とくに真宗の強い抵抗により、神仏分離・廃仏毀釈及び神道

国教化主義的な宗教政策が破綻したこと。 

三、神仏分離・廃仏毀釈を明治国家の民衆生活全体の再編の一環と位置づ

けたこと。10 

 

同著は近代日本の宗教を探究するに当たって、参照すべき基本文献の一つであ

る。その後の神仏分離・廃仏毀釈研究も主に安丸氏の論点から派生して展開し

ていったものである。 

 また、廃仏毀釈の終息に大きな役割を果たした真宗側の反応に関する研究と

しては、木場明志の「国家神道体制下における真宗の対応」（『仏教と神祇』、

一九八六年）、福嶋寛隆の「神道国教政策下の真宗－真宗教団の抵抗と体制へ

の再編成－」（『日本史研究』、一一五巻、一九七〇年）や三上一夫の『明治初

年真宗門徒大決起の研究』（思文閣、一九八七年）などがあげられる。その中

でも特に注目すべきは、真宗側の反対運動は、「護法性」と「新政反対要求」

とが結合し、いわば宗教運動と民衆運動の両面性をもつという点である。 

 他にも各地方を中心にして行われた廃仏毀釈の調査や論述がある。例えば、

村田安穂『神仏分離の地方的展開』（吉川弘文館、一九九九年）がそれである。

なお、津和野地方に関する研究としては、加藤隆久「神葬祭復興運動の一問題

                                                      
10 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、6-9頁。 
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－津和野藩を中心として－」（『国学院大学日本文化研究所紀要』十八輯、一九

六六年）、「総（祖）霊社の一考察－津和野地方を中心として－」（『国学院大学

日本文化研究所紀要』二十二輯、一九六八年）などがあげられる。それ以外に、

また佐藤眞人「日吉社の神仏分離序論－慶応四年四月一日の廃仏毀釈を中心に

－」（『国学院大学日本文化研究所紀要』五十九輯、一九八七年）という論文

もある。 

 以上の研究方向に従い、ここでは研究視点を真宗地帯で展開されている反対

運動に移りたい。明治初年に、神仏分離・廃仏毀釈が民衆と諸寺社との関係に

大きな変化を及ぼしていた。激しい廃仏毀釈運動の気運の中で、維新政府に登

用された神道家や国学者が図った一連の神道国教化諸政策を破綻させたのは、

真宗地帯における廃仏毀釈への抵抗である。一揆の発生理由は廃仏への反抗、

僧侶の生活権擁護、農民が新政策に対する無理解、耶蘇教排撃等である。 

 本論文では、当時頻発した一揆の中に仏教とかかわるの事例を取り上げてそ

れぞれの実態を分析することを通じて、その中に含蓄された宗教運動と民衆運

動の両性格を究明していきたい。 

 

 

二、本論文の構成と研究方法 

 本論文は、明治期における神仏分離・廃仏毀釈運動、特に真宗門徒の思想と

活動を中心に、実証的に探求するものである。主に『明治維新神仏分離史料』

（以下、『神仏分離史料』と略す）、『日本庶民生活史料集成 第十三巻 騒擾』

および各自治体史などの基本史料を駆使しながら、事例の個別分析を進めてい

きたい。論文の構成は、研究動機と先行研究・本論文の構成と研究方法につい

て触れた序論、本論全四章、及び結論から成っている。本論は大きく四つの部

分に分けられる。各章の研究内容は以下の通りである。 

 まず、神仏分離・廃仏毀釈運動形成の背景について着目したい。従来、新し

い統一権力が成立していく中で、宗教は権力に対峙する側に立つことのほうが

多かった。そして、宗教は時の権力者に利用される手段として用いられた。戦

国時代に武力によって天下を治める「天下布武」を目指して、急速に勢力の拡
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大した織田信長が、「一向衆」の平定及び仏教勢力に対する破壊をはじめ、天

文一八年（一五四九）イエズス会のフランシスコ・ザビエルの来日をきっかけ

として、日本に伝来したキリスト教を禁圧する豊臣秀吉、そして彼の路線を引

き継いだ徳川家康などの封建支配者は、時には宗教勢力に弾圧を加え、時には

宗教勢力を利用した。本章は、まず織豊政権から江戸幕府までの過程で、権力

者による宗教への弾圧と対峙を中心として一瞥したい。そしてこれらの権力者

は、どのような政策を行ったのか、さらに彼らが採った宗教政策を軸に概観し

つつ、その原因と過程を論じる。最後に、権力者は自分の支配統治を正当化す

るために、自己神格化しようとする動きを採る理由を明らかにする。 

 第二の部分では、江戸時代に実施された寺請制度による檀家制度の弊害は、

封建支配における矛盾を激化し、寺院・僧侶を攻撃する理論が多く噴出してい

る。特に儒者と国学者が排仏論の中心人物である。そこて、本章では、まず近

世における代表的な排仏論者を取り上げて、その仏教排斥の主張を一瞥してみ

たい。さらに、排仏の思想は江戸時代の半ば以降、漸く世の思想界を動かし、

その結果明治初年の廃仏毀釈となって現れた。その先駆けとして、排仏論を取

り込んだ政策を採り、仏教寺院整理などを実行したのが、近世前期の会津・岡

山・水戸の三藩であり、近世後期の具体例として水戸・長州両藩がよく知られ

ている。本章の最後に、明治維新期政府の宗教政策の前史をなすものとして、

維新以前の廃仏毀釈についてこうした代表的な例をあげて考察する。 

 第三の部分では、明治維新期における宗教政策を概観したい。ここでは維新

政府の宗教政策の展開を、「神道国教化」の整備過程として把握する。その中

心的な理念は、天皇の権威の確立であった。慶応四年（一八六八）三月十三日

の祭政一致・神祇官再興に関する太政官布告、そして同月二十八日の神仏分離

令により、祭政一致の理念に基づく神道国教化政策は廃仏運動の激化と共に、

全国的に展開されることになった。神祇官などに登用された神道家が唱えた神

道国教主義諸政策は、地域に持ち込まれるに際しては、様々な葛藤や矛盾を免

れることができなかった。また、こうした強引な廃仏毀釈運動は、決して明治

政府の指導者たちの目指すところではなかった。本章はこうした決して妙策と

はいえない神仏分離令から発展した廃仏毀釈運動や、その進展に伴う政策の段

階的変化を明らかにしたい。 
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 第四の部分は、神仏分離における真宗の役割に注目したい。明治維新以降、

新政府の実施した各方面の大改革は、社会に大きな不安と動揺を引き起こした。

殊に幕藩体制のもとで貧困にあえいでいた農民層は、政府の急進的な文明開化

の政策に反感を持ち、ついに各地に農民騒動を起こすに至った。護法一揆は明

治初年に高揚する一般の農民一揆とは、その歴史的性格が異なり、その実態に

ついて、この第三章では、明治初期真宗地帯の地域民衆による護法一揆、「愛

知県三河大浜騒動」、「福井県大野・今立・坂井郡一揆」「島根県安濃・邇摩

二郡一揆」を取り上げて、真宗僧侶・門徒の反応を中心に着目したい。
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第一章 権力者と宗教統制 

第一節 信長・秀吉の宗教統制 

 前近代における政治権力と宗教権力との関係を見てみると、新しい統一権力

が成立していく中で、宗教は権力の対立面に立つことが多かった。戦国の世が

終わり、統一政権が確立する過程の中で、強大な仏教勢力はしばしば権力者に

大きな問題をもたらした。中世末期には、天台宗・真言宗など平安時代以来の

旧仏教は修験道との結合によって信者を獲得し、曹洞宗・浄土真宗など鎌倉時

代以来の新仏教は、葬祭と結びついて庶民の信仰者層を飛躍的に拡大した。ま

た、同じ鎌倉新仏教に属する日蓮宗も富裕な都市民の中に浸透していった。宗

教勢力の武装化も顕著に見られ、本願寺・延暦寺・高野山・粉河寺などの寺院

勢力は、武装兵力を貯えて、一つの宗教的地域権力を構築した。それぞれ強大

な力を持っていた仏教勢力は、権力者の厳しい弾圧により、その力が剥がれて

いた。それにもかかわらず、執拗に封建領主批判を行う新仏教の日蓮宗・浄土

真宗は庶民の絶対的支持を得て健在していた。 

 まず、日蓮宗についてみれば、日蓮宗は、不受不施（『法華経』信者以外の

人の布施を受けず、施しもしない）という厳格な立場を取った。天正七年（一

五七九）五月、織田信長が安土城下の浄土宗浄厳院で行なわせた浄土宗と日蓮

宗との論争「安土宗論」1以来、その不受不施派に対する権力者の弾圧が強く

なっていた。そのために不受不施派はますます尖鋭化していった。京都妙覚寺

の僧日奥（一五五六～一六三〇）は文禄四年（一五九五）豊臣秀吉主催の千僧

供養会での出仕を拒否し、徳川家康の出仕命令にも従わなかった。寛文五年（一

六六五）、不受不施派は徳川幕府に禁止され、以後地下に潜んで信仰を守った。 

 また浄土真宗（一向宗）門徒の場合は、真宗は徳川家康が大名領国形成の過

程で、しばしばその統一を妨害している。古くから浄土真宗信仰が盛んでいた

                                                      
1 天正七年（一五七九）、織田信長の命令で安土城下で行われた浄土宗と日蓮宗の宗論である。

結局この論争は浄土宗の勝ちとなり、日蓮宗側は詫び証文を書かされるなど厳しく処罰され

た。これは、日蓮宗の勢力増大を嫌った信長の計画的な弾圧とされる。菊地勇次郎「安土宗

論」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース）。 
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三河には、三河三ヶ寺（本証寺、上宮寺、勝鬘寺）及び本宗寺を中心として、

強固な教団が編成されていた。不入特権を主張する三河三ヶ寺と、教団の利権

を解体して三河国統一を目指す徳川家康との対立が深まり、守護使不入の特権

が侵害されたことに端を発して、永禄六年（一五六三）九月に、真宗門徒は一

向一揆を引き起こした。門徒の中に家康の有力家臣たちも含まれていた。一揆

方と家康の戦いは、翌年二月まで断続的に続き、三月に至り和議が成立した。

徳川家康はそれを鎮定したが、安心ができず、平定後の永禄七年（一五六四）

五月、家康は浄土真宗方に改宗を命じた。これにともない、寺院や道場が破壊

され、坊主が追放され、武士門徒の多くも転宗させられた。その後約二十年間、

三河では浄土真宗は禁止された。 

 浄土真宗を厳しく抑圧した家康に先行して、仏教には殊のほか弾圧を加え、

更に厳しい姿勢で臨んだのは織田信長であった。信長は統一権力を形成する過

程で、繰り返して仏教勢力と対決した。長享二年（一四八八）に起こった「長

享の一揆」（加賀一向一揆）の蜂起を始め、本願寺は反信長戦線側に立った。

本願寺顕如は法敵信長を打倒するために、北陸、畿内の摂津・近国の伊勢で激

烈な抗争をした。天正八年（一五八〇）の顕如の石山本願寺退去によって、信

長の畿内統一政権は確立した。 

 元亀二年（一五七一）九月に、信長は比叡山延暦寺に対して全山焼き討ちを

していた。『信長公記』元亀二年九月十二日の条には、信長が徹底した弾圧を

行っている様子が下記の通りである。 

 

九月十二日、叡山を取詰め、根本中堂・三王廿一杜を初め奉り、霊仏・霊

杜・僧坊・経巻一宇も残さず、一時に雲霞のごとく焼き払ひ、灰燼之地と

為社哀れなれ。山下の男女老若、右往・左往に癈忘を致し、取物も取敢へ

ず、悉くかちはだしにて八王寺山へ迯上り、杜内へ迯籠、諸卒四方より鬨

音を上げて攻め上る。僧俗・児童・智者・上人一々に頸をきり、信長公の

御目に懸け、是は山頭において、其隠なき高僧・貴僧・有智の僧と申し、

其外美女・小童其員を知らず召捕り、召列れ御前へ参り、悪僧の儀は是非

に及ばず、是は御扶けなされ侯へと声々に申上侯といへとも、中々御許容

なく、一々に頸を打落され、目も当てられぬ有様なり。数千の屍算を乱し、
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哀れなる仕合なり。年来の御胸朦を散ぜられ訖。2 

 

と記載されたように、信長が比叡山延暦寺の焼き討ちを行い、勢を山にのぼら

せて、根本中堂・山王二十一社をはじめ、霊仏・霊社・経巻のことごとく、一

宇も残すところなく焼き払わせた。これにより叡山は一日にして灰燼の地と化

してしまった。老若男女問わず数千人を焼き殺したという、なかなか残酷な一

面が描かれている。 

 また、信長は伊勢長島、紀州雑賀、越前などで浄土真宗を信仰する一向一揆

と戦い、最後には石山本願寺で顕如の率いる勢力と対決した。 

 信長の対一向一揆戦略は、降伏を乞うても許さず、全滅策を採ったというこ

とである。越前で浄土真宗を討伐した信長は、その時のことを京都所司代の村

井貞勝に八月一七日付の書状でこう記している。 

 

府中へ十五日夜中ニ相越候て、二手ニつくり相待候処、如案五間・三間つゝ

にけかゝり候を、府中町にて千五百ほとくひをきり、其外近辺にて都合二

千余きり候、大将分者西光寺・下間和泉（頼総）・若林討取候、若林仮名

可書候へ共、それの名ニまきれ候て、如何之間不書候、定くせものにて候

間、不可有隠候、即両日之間ニ一国平均ニ申付候、府中町ハ、死かい計に

て一円あき所なく候、見せ度候、今日ハ山々谷々を尋捜可打果候3 

 

上記の内容から、完全に崩壊した一揆勢に対し、信長は殲滅の手をゆるめず､

府中で千五百ほど首を斬り、近辺でも二千あまり斬殺された。この書面により、

当時の鎮圧した惨状を窺い知ることが出来る。 

 信長と敵対した一向一揆衆の多くは、地元の農民門徒、在地武士、漁師、鍛

冶屋などの職人により組織されたのである。加賀では「百姓の持ちたる国」と

いう門徒より成立した一つ地域自治組織が形成された。真宗門徒は「自らを〈王

孫〉あるいは〈公儀の御百姓〉と捉え、本願寺の聖なる支配者を〈国王〉にし

ようと公言した。」「一向宗の徒は、最高権威である王すなわち天皇、あるいは

                                                      
2 奥野高広・岩沢愿彦校註『信長公記』（角川書店、一九六九年）127頁。 
3 奥野高広『織田信長文書の研究〈下巻〉』（吉川弘文館、一九七三年）62頁。 
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本願寺の聖人と自分たちとの間にどんな介在者も許さなかった。」4という、農

民門徒は新しい大名勢力に対抗する立場を取った。門徒にとって、最高権威で

ある天皇あるいは本願寺の最高指導者と自分たちの間に、信長みたいな中間権

力者の介在は拒絶されたものである。 

 「タヽフカクネカフヘキハ、後生ナリ。マタタノムヘキハ弥陀如来ナリ。信

心決定シテマヒルヘキハ安養ノ浄土ナリトオモフヘキナリ」5という蓮如の教

えのように、弥陀一仏をひたすら信じ、後世を願う。そして信心が定まったら、

念仏を「仏恩報謝」と見做す。そしたら、阿弥陀如来に救われ、後生の一大事

が解決されて、いつ死んでも浄土往生間違いない身になることである。仏法の

ために死ぬのは、阿弥陀と親鸞に対する報謝であり、「救済への確かな保証と

なる」6のであるという。こうした「死を恐れずに敢然と敵に立ち向かう」真

宗門徒の持つ宗教観が、支配の邪魔という点に気付いた信長は、一向一揆を残

虐に殲滅する理由は恐らくここにあると考えられる。 

 また高野山に対して、信長は天正九年（一五八一）八月高野聖そのほか、高

野山から諸国に赴いている僧一三八三人を安土および京都の七条河原におい

て殺害し、そのうえ高野山破却を宣言した。その後も高野山征伐が続けられた

が、それが、天正十年（一五八二）六月本能寺の変で信長の横死により中止さ

れた。信長の後継者として台頭してきた豊臣秀吉はその意志を受け継ぎ、天正

十三（一五八五）年三月、彼は十万の大軍を率いて、紀伊（根来衆・雑賀衆）

征伐に向かった7。当時根来寺は二万人の軍隊を動員することが出来たが、や

がて秀吉の進撃を阻止できず、根来・雑賀衆側は解体された。根来寺は炎上し、

大伝法院の本堂（大伝法堂）・大塔・大師堂、坊院約八〇などが焼残り、全山

はすべて灰燼に帰した8。 

 高野山には天正十三年（一五八五）四月十日、秀吉は高野山に使者を派遣し

て降伏を勧め、これまでに拡大した領地の大半を返上すること、武装の禁止、

                                                      
4 ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』（ぺ

りかん社、一九九〇年）52頁。 
5 堅田修編『真宗史料集成 2: 蓮如とその教団』（同朋舎、一九八三年）162頁。 
6 ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳、前掲書、52頁。 
7 「根来寺」、『日本歴史地名大系』、平凡社、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース）。 
8 同前。 
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謀反人を山内に匿うことの禁止などの条件を呑まなければ全山焼き討ちする

と威嚇した。高野山の僧侶たちは評定の結果条件を全面的に受け入れることに

決し、衆議一決帰順の意向を表明した9。 

 一方、厳しく弾圧を受けた仏教勢力に比べて、貿易と布教を目的で日本に来

たキリスト教は時の権力者信長の庇護を受けており、その布教が公認された。

しかし、天正十五年（一五八七）、秀吉は九州を平定し、その帰途、博多で伴

天連追放令を定め、キリシタン禁制の令を発した。原文は以下のとおりである。 

 

一、日本ハ神國たる処きりしたん國より邪法を授候儀、太以不可然候事 

一、其國郡之者を近付門徒になし、神社佛閣を打破之由、前代未聞候。國

郡在所知行等給人に被下候儀は當座之事候。天下よりの御法度を相守、諸

事可得其意処下々として猥義曲事事 

一、伴天聯其知恵之法を以心さし次第に檀那を持候と被思召候へは、如右

日域之佛法を相破事曲事候条。伴天聯儀日本之地ニハおかされ間敷候間、

今日より廿日之間に用意仕可帰國候。其中に下々伴天聯に不謂族（儀の誤

りか）申懸もの在之ハ、曲事たるへき事 

一、黒船之儀ハ、商買之事候間格別候之条。年月を經諸事賣買いたすへき

事 

一、自今以後佛法のさまたけを不成輩ハ、商人之儀は不及申、いつれにて

もきりしたん國より往還くるしからす候条、可成其意事 

已上 

天正十五年六月十九日 朱印10 

 

その具体的な内容は、神国である日本でキリスト教を布教することはふさわし

くないということ、領民などを集団で信徒にすることや神社仏閣などの打ちこ

わしの禁止、宣教師の二十日以内の国外退去などと同時に、この法令が南蛮貿

易を妨げるものでなく、布教に関係しない外国人商人の渡来に関してはなんら

                                                      
9 和多秀乗「高野山」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベ

ース）。 
10 清水紘一『キリシタン禁制史』（教育社、一九八一年）66-68頁。 
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規制を設けないことが示されている。しかし、実状では、貿易活動とキリスト

教布教は密接に結びついたため、この禁制はあまり守られていなかった。 

 キリシタンの信仰が禁圧された理由として次の諸点を指摘することができ

る。まずその信仰では、天地創造の神ヤハウェを唯一の神とし、神仏信仰を異

教・異端として排したことである。つまり排他性が強いという真宗とよく似て

いる教義である。秀吉はキリシタンを全国統一の途上にしばしば苦汁を飲ませ

た浄土真宗門徒と同一視し、教会領となった長崎と真宗の寺内組織とは類似し

たものであると捉えていることにある。つまり、教会領がもし加賀・越前のよ

うな真宗の自立的な地域になり、領主と領民が一体化して連携したら、統一支

配の妨げになる、と秀吉は危惧していたと思われる。 

 そして、告解や殉教という宗教行為は権力者にとって反秩序の行為とされた。

キリシタンの信仰では神への絶対的崇敬を基本とし、その崇敬のために生命を

捧げることを殉教として讃美する。一方封建社会では主君への絶対的忠誠が要

求され、主君のために生命を捧げることが美徳とされている。キリシタンの武

士の場合、神への信仰が常に主君への忠誠より優先することとなり、主君のた

めにまた主君の命令によって切腹をしたり、殉死をしたりする封建的慣習を自

殺行為として拒否し、また切指・血書・血判あるいは神仏の名による起請など

も受け容れなかった。支配者の側からすればそれは叛逆思想であり、封建社会

の秩序を乱すものと解され、その信仰が広まり、大名以下武士・農民が信仰を

通じて結びつくことは支配者の地位を脅かすものとして最も惧れられたので

ある。 

 このように、秀吉は日本を「神国」11と表明すると共に、キリシタンをそれ

に反する邪教と決め付けた。その後、秀吉が亡くなり、天下を取った家康も秀

吉の宗教政策を引き継いだ。 

 

                                                      
11 天正十五年（一五八七）に秀吉が発令した「伴天連追放令」の第一条では、「日本ハ神國た

る処きりしたん國より邪法を授候儀、太以不可然候事」とあるように、日本は「神国」であ

ると称した。 
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第二節 江戸時代の宗教政策 

 かかる状態を受け継いだ家康にとって、キリシタンを徹底的に排除すること

と、それぞれの宗教勢力を一つの枠にはめ込み、封建体制に組み込むことこそ

が、焦眉の急であった。 

 まず、関ヶ原の戦いの後、徳川家康は自らの権力を確立するため、慶長六年

（一六〇一）から元和元年（一六一五）にかけて、諸宗派・諸寺院に対し個別

的な寺院法度をつぎつぎと布達した。 

 元和元年（一六一五）までの段階で、家康の手で施行した法度は天台宗・真

言宗・浄土宗・臨済宗・曹洞宗などに対するものであり、浄土真宗・日蓮宗・

時宗については法度が出されていないことである。前に述べたように、浄土真

宗・日蓮宗は庶民の根強い基盤を持っており、浄土真宗は一向一揆、日蓮宗は

法華一揆12のように、この二宗派は体制内へ組み込むことに強く抵抗する姿勢

をとっていた。そのため、あえて法度が出されなかったのである。時宗は他宗

とは異なり、常に全国を遊行廻国して布教活動をしていたので、統制の外にお

かれたのである。ちなみに、神道界に対しては、寛文五年（一六六五）七月に

「諸社禰宜神主法度」が制定されている。 

 寺院法度の作成に際して、その中心人物は南禅寺金地院出身の臨済宗僧侶、

金地院崇伝であった。手続きの上では各宗本山から案文を出させ、この案文を

中心に幕府は法度を作成した。幕府側の一方的な押し付けではなく、寺院側特

に上層部の意見もかなり採り入れられていた。その内容は、各宗本山が中世以

来持っていた政治的、経済的特権をとりあげること、末寺住職の任免権が本山

にあること、末寺は本山の命令に絶対服従すべきこと、宗派の教学・修行の場

は本山が提供し、ここで一定の期間の服務を義務づけること、僧階の格づけは

                                                      
12 室町末期、京都の町衆（商工業者）は、日蓮宗の信者が多かった。不受不施の法理に従っ

た信者は、特に山門（比叡山延暦寺）からたびたび攻撃を受けたため、段々武装化するよう

になった。天文元年（一五三二）に、彼等は細川晴元が山科本願寺を攻撃した時、晴元に協

力し、本願寺を焼き払った。これが、大規模な法華一揆のはじまりである。天文五年（一五

三六）二月、比叡山延暦寺西塔の華王房が法華門徒の松本久吉と宗論して破れた（松本問答）。

これに端を発し，長年対立してきた山門と法華宗との戦闘に発展し、天文法華の乱が勃発し

た。山門側が近江六角氏の援助を受け、京都の日蓮宗寺院二十一カ寺を焼いた。このためそ

の後数年間、日蓮宗は洛中では禁教の状態におかれた。天文十一年（一五四二）に勅許が下

り、十五本山が京都に戻った。藤井学「天文法華の乱」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャ

パンナレッジ（オンラインデータベース）。 
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本山の権限であることなどを規定した。 

 各宗派の大寺院にそれぞれ下した寺院法度に対して、幕府はさらに寛文五年

（一六六五）七月十一日に各宗派共通の内容の法度、将軍家綱による「諸宗寺

院法度」九ヵ条13と、老中連署の「下知状」五ヵ条を出した。前者の内容は諸

宗法式を守るべきこと、寺院住持の資格、本末制度、檀家制度、徒党禁止、国

法に背くものの処置、寺院修理の制限、寺領売買の禁止、師弟契約の規制など

を定めている。後者の「下知状」五ヵ条の主な内容としては、僧侶の衣鉢服装、

檀方建立寺院住職契約のこと、金銀をもって後住の契約をすることの禁止、女

人の寺中宿泊の禁止などが挙げられる。 

 続いて、幕府は寛永九年（一六三二）から十年（一六三三）にかけて、各宗

本山に対して、本末帳の提出を命じ、本末制度の実態把握に努めている。一方

本山側はこの機会に便乗して、末寺支配の足固めをしている。さらに、寛永十

一年（一六三四）幕府は寺請制度を定めた。人々はすべて一つの菩提寺の檀家

とならなければならず、みな仏教徒となることが強要された。 

 そして、寺社行政の中心人物金地院崇伝の死後、幕府はさらに寛永十二年（一

六三五）寺社奉行を設置し、僧侶や神官がその管理下に置かれ、寺社の統率、

僧侶および神官の監督を強めた。加えて寺社奉行と寺院との間の連絡機関とし

て触頭が設けられ、江戸および各地方の有力寺院がその任にあたった。幕藩体

                                                      
13 「諸宗寺院法度」九ヵ条の内容は以下の通りである。 

「 定 

一、諸宗法式相乱るべからず。若し不行儀の輩これあるにおひては、急度沙汰 に及ぶべき

事事。 

一、一宗の法式を存ぜざる僧侶、寺院住持たるべからず。 

 附、新儀を立て、奇怪の法を説くべからざる事。 

一、本末の規式これを乱るべからず。たとい本寺たちと雖も、末寺に対し理不 尽の沙汰あ

るべからざる事。 

一、檀越の輩、何寺たりと雖も、その心に任すべし、僧侶方より相争ふべから ざる事。 

一、徒党を結び、闘諍を企て、不似合の事業仕るべからざる事。 

一、国法に背くの輩到来の節、その届あるにおひては、異儀なく返すべき事。 

一、寺院仏閣修覆の時、美麗に及ぶべからざる事。 

付、仏閣□怠なく掃除申付くべき事。 

一、寺領は一切これを売買すべからず、并びに質物に入るべからざる事。 

一、由緒なき者弟子の望ありといへども、猥りに出家せしむるべからず。若し 拠なき子細

これあらば、その所の領主・代官へ相断わり、その意にまかすべ き事。 

右の条々、諸宗とも堅くこれを守るべし。この外先判の条数いよいよこれに相背くべからず。

若し違犯するに於ては、科の軽重に随いこれを沙汰すべし。なお下知状に載するものなり。 

寛文五年七月十一日」 

司法大臣官房庶務課編『徳川禁令考』第五帙（吉川弘文館、一九三二年）31-32頁。 
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制は本格的に宗教行政に移行することが出来、すべての宗教を幕府の統制の目

の届くところに置いた。 

 一方、江戸幕府は慶長十七年（一六一二）八月六日に江戸・京都・駿府を始

めとする直轄領に対して、「伴天連門徒御禁制也、若有違背之族は、忽不可遁

其科事」（『御当家令条』巻廿九）14というキリシタンの信仰を禁止する法令を

発布した。さらに慶長十八年（一六一三）十二月二十二日金地院崇伝の筆にな

る長文の禁教令15が発布されたが、この禁教政策は幕末に至るまで踏襲され、

宣教師・信徒に対する激しい迫害の歴史がつづいた。 

 寛永十四年（一六三七）十月、九州の島原半島及び天草島の農民が、領主の

苛酷な年貢収奪に対し蜂起し、島原の乱を起こした。有馬氏の故城である原城

にたて籠った一揆勢は、農民と老若男女により結成され、その人数は三万七千

人であった。この一揆は農民の反封建意識がキリスト教信仰とつながり、幕藩

権力に抵抗したものであった。原城に立てこもった一揆勢に対して、幕府軍側

は厳しい包囲網を布かせ、力攻めを避け、兵糧攻めに徹した。一揆勢の弱まる

を見て二月二十七日～二十八日に総攻撃を仕掛け、生き残った者を皆殺しにし

た。幕藩十万余りの大軍は一揆勢を攻め落とすのに三ヶ月かかった。総大将板

倉重昌が討死し、犠牲者は戦死千七百人、負傷一万人を出した。この一揆は幕

府を震え上がらせ、キリシタンへの弾圧もより強化されつようになる。 

                                                      
14 石井良助編『御当家令条・律令要略』（近世法制史料叢書 2）（創文社、一九七九年、復刊訂

正版）206頁。 
15 以下、崇伝が起草した原文の中にあるキリシタン関係の部分を抜粋。 

 

乾を父となし坤を母となし、人その中間に生じ、三才これに定まる。それ日本はもとこれ神

国なり。（中略）神と仏とその名異なりてその趣き一なるは、あたかも符節を合するが如し。

（中略）ここに吉利支丹の徒党、たまたま日本に来る。ただに商船を渡して資財を通ずるに

あらず、みだりに邪法を弘め、正宗を惑はし、以て域中の政号を改め、おのが有となさんと

欲す。これ大禍の萌しなり。制せずんばあるべからざるなり。日本は神国、仏国にして神を

尊び仏を敬ひ（中略）かの伴天連の徒党、みな件の政令に反し、神道を嫌疑し、正法を誹謗

し、義を残なひ、善を損なふ。刑人あるを見れば、すなはち欣、すなはち奔り、自ら拝し自

ら礼す。これを以て宗の本懐となす。邪法にあらずして何ぞや。実に神敵仏敵なり。急ぎ禁

ぜずんば後世必ず国家の患ひあらん。ことに号令を司る。これを制せずんば、かへつて天譴

を蒙らん。（中略）早くかの邪法を斥けば、いよいよわが正法昌んならん。世すでに澆季に

及ぶといへども、ますます神道仏法紹隆の善政なり。一天四海、よろしく承知すべし。あえ

て違失するなかれ。 

  慶長十八年竜集癸丑臘月日 

    御朱印 

海老沢有道・H.チースリク・土井忠生・大塚光信校注『日本思想大系 25キリシタン書・排

耶書』（岩波書店、一九七〇年）420-421頁。 
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 島原の乱が終結する寛永十五年以後、禁教対策として実施された宗門改・寺

請制度はさらに厳しくなり、同十七年に宗門改役が幕府に設けられ、寛文四年

以後には各藩にも置かれた。それに伴い、宗旨人別帳の作成がすすめられ、家

ごとに氏名・年齢・宗旨・異動状況を記し、檀那寺の僧侶の証明を受けて宗門

改に提出することが義務づけられた。また人々は婚姻・奉公・旅行・移転など

に際しても寺院からキリシタンでないことを証する寺請証文を受けねばなら

なかった。 

 この宗門改・寺請制度を通して、人々は形式上特定の寺院に檀家として結び

つけられ、檀那寺は檀家のために葬儀・年忌法要などの仏事の執行や墓地の管

理などの機能を営み、檀家はその寺院を経済的に支えるといういわゆる檀家制

度が確立し、人々の日常生活の中に定着した。こうした優位に立つ仏教に対し

て、神道による神葬祭を進める運動もあったが、大勢を揺るがすまでに至らな

かった。後に明治時代になって、制度の束縛がなくなり、宗教の自由が認めら

れるようになっても、寺院による家単位の墓地の管理が続き、葬式仏教は寺院

を支える大きな経済的基盤であると同時に、仏教は草の根レベルでなお大きな

影響力を持ち続けていた。 

 

第三節 権力者の神格化 

 戦国時代という武力の時代では、権力者は自分の支配を正当化・神聖化する

ために、まずは「自己神聖化」を通じて、その「露骨な支配装置である軍事権

力」を「大明神、権現、神君、明君という聖なるもの」と結合させたため、同

権力は「宗教性を帯びた政治的権威」へと変質したのである16。 

 織田信長の自己神格化といえば、天正十年（一五八二）に作られた安土城下

の総見寺が想起される。「信長は、己自らが〈神体〉であり生きたる〈神仏〉

である。世界には他の主なく、彼の上に万物の造り主もないと言っていた」17と

フロイスが書いているように、信長は民間神道「盆山」という御神体を自らの

                                                      
16 ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、

83頁。 
17 同前、56頁。 



 

19 
 

化身として、総見寺本堂ご本尊の上に「仏龕」を造って祀った。 

 秀吉の場合、彼は朝鮮侵略の過程で、東アジア世界を支配しようとしていた

が、死後も皇祖神である伊勢と並ぶ八幡として君臨しようとしたのである。し

かし、朝廷に認められなかった。結局彼の神名は、吉田神道の方式で、豊国大

明神として豊国社に祭られることとなった。これは、自分の名前「豊」と「国」

を仄めかすのみならず、彼自身の遺言に述べたところでは、『古事記』におけ

る日本の名前を縮めたもの「豊葦原中国」であった18。のち、豊臣氏の滅亡と

ともに、豊国社は潰された。 

 家康もまた自ら神となることを望んでいた。三代将軍家光の相談役、天台僧

の天海は、日枝山（比叡山）の山岳信仰、神道、天台宗が融合した山王神道説

をもとに、山王一実神道へと発展させた。家康の歿後、家康を山王一実神道の

方式で祀ることにした。 

 比叡山の麓にある日吉大社は、「大山咋命」という農耕の神と「大己貴神（大

国主神に同じ）」、この二柱の神を祀っていた。この二柱の神及び境内全ての神

は「日吉大神」と称されて、天台宗の教学と日吉大神が結合した「山王神道」

が確立された。そこで日吉神社は天台宗の鎮守神として山王権現とされて、山

王権現が釈迦の垂迹と定義された。鎌倉後期には、更に天照大神と同一視され

た。 

 天海は反本地垂迹論を真似し、本地仏と垂迹神との関係を逆転させた。天照

を本地にし、家康は国の神・朝廷の祖神である天照の垂迹となった。また、比

叡山と京都の関係を模して、江戸に東叡山寛永寺を創建し、天皇に対抗する将

軍の権威を確立しようとした。家康を「東照大権現（東を照らす偉大な化身）」

として祀っており、それによって、天台系山王神道における山王権現という土

着神、皇祖神天照大神、将軍家祖神東照大権現、この三者の同一化を図ろうと

した。 

 このように、権力者は大明神、権現、神君、明君という神聖な表現を通して、

「その政治的なものが『有徳なもの』になってしまったのである。露骨な支配

装置である軍事権力は、聖なるとも結合を通じて宗教性を帯びた政治的権威へ

                                                      
18 ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、

71-72頁。 
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と変質したのだ」19という、権力者の支配を正当化・神聖化する意識的な作為

にほかならなかった。 

 

 

小結 

 戦国の世が終わり、統一政権が確立する過程の中で、大きな課題となったの

は強大な仏教勢力をどう扱うかという問題であった。中世末期には、浄土真宗

の一向一揆の勢力は勿論、京都の町衆を背景とした日蓮、また比叡山の天台宗、

高野山の真言宗などの旧仏教勢力が、それぞれ大きな経済力と武力を持ってい

た。キリスト教に対しては寛容的な態度を取った信長は、自分の天下統一を邪

魔する仏教勢力に対しては容赦なく弾圧した。信長は比叡山延暦寺を取り囲み

焼討ちした。また、彼は石山本願寺、伊勢長島、越前一向一揆を徹底的に弾圧

し、戦いの最後はしばしば皆殺しを行った。真宗門徒にとって、最高権威であ

る天皇あるいは本願寺の最高指導者と自分たちの間に、中間権力者の介在は許

されず、新しい大名勢力に対抗する立場を取った。親鸞の複雑な教学を「弥陀

一仏をひたすら信じ、後世を願う」ものとして単純化し、単一神教的な性格を

もつ浄土真宗を当時の人々に広く受容されたのが蓮如の教えである。死を恐れ

ずに敢然と敵に立ち向かう真宗門徒の持つ宗教観が、支配を邪魔するという点

に気付いた信長は、一向一揆を残虐に殲滅する理由は恐らくここにある。 

 キリスト教の教義は真宗とよく似ていて、排他性が強い。そして、キリシタ

ンの武士の場合、神への信仰が常に主君への忠誠より優先することとなり、支

配者の側からすればそれは叛逆思想であり、封建社会の秩序を乱すに足るもの

と解された。よって、秀吉と家康などの支配者はキリスト教を禁止することに

した。 

 その後、江戸幕府の厳しい弾圧を受けたキリシタンは、それに反抗し島原の

乱を起こしたが、禁制が一層強化されることになった。幕府は、切支丹ではな

いことを証明するために寛永十七年（一六四〇）寺請制度を施行した。庶民は

                                                      
19 ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、

83頁。 
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みな寺の檀家に加入する証明と、寺請状を奉行所に提出した。寺請制度を通し

て、人々は形式上特定の寺院に属する檀家として結びつけられ、檀那寺は経営

が安定することになり、僧侶が葬式や法事に係わることが多くなったのも江戸

時代からである。近世の寺院や僧侶は結果として封建的支配の末端を担うこと

になった。 

 近世以来の権力者は、単に政治的権力の掌握だけではなく、自らの神格化と、

宗教的な権威づけに腐心していた。死後自ら神として祀られることを表明し、

それによって自己の神格化を求める具体例としてあげられるのは、織田信長、

豊臣秀吉、徳川家康である。信長は民間神道における「盆山」を自らの化身と

して、総見寺本堂ご本尊の上に「仏龕」を造って祀った。秀吉の場合は、吉田

神道の方式を援用し、豊国大明神という神名で豊国社に祭られている。家康の

場合は、天海の建言によって、「東照大権現（東を照らす偉大な化身）」という

天台系の山王神道の方式で徳川幕府に祀られていた。 

 これらの例は、現世での最高権力者が大明神、権現、神君、明君という神聖

なるものとなって、死後も神として天下に君臨しようとするにほかならない。

こうして、個人的な権威が形成されつつ、その支配が正当化・神聖化が図られ

ていた。 
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第二章 近世における排仏論と寺社整理 

第一節 近世の排仏論 

 一般に近世仏教に対する評価は、封建仏教、形式仏教、堕落仏教などの表現

が多用されている。十七世紀初頭に成立した江戸幕府の宗教政策は、仏教諸宗

と神社神道を封建宗教として固定化したものである。江戸幕府は寺社領を封土

化し、寺院を権力の支配下に置いた。 

 まずは、寺社奉行の設置により、僧尼の監督が強化された。寺社奉行は、選

ばれた寺社即ち「触頭」を通じて、徹底的な支配を図る。 

 また、宗門改め、寺請制という仏教勢力を封建支配の一環に位置づけた統制

制度は、キリシタン禁止のため、新設された。キリシタン信者ではないことを

定期的に検証する宗門改め制は、人民を監視するためのものであり、寺院が檀

徒の身柄を保障する寺請け制は、寺院に封建支配の末端として、人民管理の役

割を課した。民衆は、特定の寺院の檀徒となる事が強制され、旅行も嫁入りも、

檀那寺の住職の証文が必要であった。神職は公的身分であったが、その家族は

いずれかの寺院の檀徒に帰属せねばならなかった。葬式も、檀那寺による仏葬

以外は、原則として許されなかった。こうして仏教を国教に相当するものとし

ての公的地位が保障され、各宗寺院は、人民の戸籍を掌握して、封建支配機構

の一翼を担うこととなったのである。 

 だが、本山、本寺に定例や臨時の上納金を納める義務があったため、経営を

圧迫され末寺が末寺役などの大部分を檀家に転嫁し、寺請証文の拒否や葬儀の

際に引導を渡すことの拒否を武器に、檀家の締め付けを盛んに行った。 

 寺請制度の施行による檀家制度の弊害は、封建支配における矛盾を激化し、

寺院・僧侶を攻撃する理論が活発に行われていた。近世の排仏論を大別すると、

概ね儒学者と国学者の排仏論が分けられる。まず、儒学者の排仏論から触れて

みよう。 

 藤原惺窩（一五六一～一六一九）は安土桃山時代の儒学者で、近世儒学の祖

と言われ、門人に林羅山（一五八三～一六五七）がいる。惺窩の排仏論は仏法



 

23 
 

そのものを否定するのではなく、現時点における仏教説のあり方、僧侶の生活

を批判していた。惺窩は『千代もと草』に仏教に対する批判を以下の通り示し

た。 

 

「今の世の出家たち、身のすぎわいの中たちに仏法をとくによりてみな人

心まようなり、釈迦如来のぢきの弟子、阿難加葉をはじめて、欲にこゝろ

をけがされまじきために、一物をも身にたくはへずして、毎日古事記に出

て、其日其日の食ばかりをもとめたまふ、、今時に出家たち賊宝をつみた

くわえ、堂寺に金銀をちりばめ、あやにしきを身にまとう、祈り祈祷をな

して、後生をたすけんといひて、人のこゝろをまよはする事、佛の本意に

もあらず、まして神道のこゝろにもかなはず、世のさまたげとなるものは、

出家の道なり、1 

 

上記に引用した通り、惺窩は僧侶の堕落を非難している。彼の思想は排仏論の

先駆として注目されて、排仏論を促進する発端となっていたのである。 

 林羅山は幕府の儒学者で、藤原惺窩に朱子学を学んだ。慶長十年（一六〇五）

将軍徳川家康につかえ、以後四代の将軍の侍講をつとめる。法令の制定、外交

文書の起草、典礼の調査・整備などにもかかわって、幕府の文教政策の中心人

物として大きな力を発揮した。 

 林羅山は儒学を官学を引き上げることに意を用いており、仏教を強烈に批判

した。仏教が現世の人間の問題を回避して、来世を説き虚説を述べていると非

難し、その現実軽視の傾向から寺院・僧侶の浪費・堕落まで追及している2。

なお、仏教排斥は幕府文教の枢要な任務に属するものであるため、羅山の意見

は幕府首脳の意見と見てよかろう3。 

 また、同じ朱子学者の山崎闇斎（一六一九～八二年）は、晩年、朱子学と習

                                                      
1 井上哲次郎・蟹江義丸共編『日本倫理彙編』巻之七（育成会、一九〇二年）41頁。 
2 岩城隆利「林羅山」、日本歴史大辞典編集委員会『日本歴史大辞典第 8巻 は－ま』（河出書

房新社）一九七九年。 
3 石田一良「林羅山」、『日本大百科全書』、小学館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベ

ース）。 
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合した「垂加神道」4を唱えた。彼は唐の韓愈の言葉を借りて、仏教を異端邪

説と批判した。仏教をに反感を持つ闇斎は、釈教を夷狄の宗教とする。そして

仏教は君臣・父子・夫婦などの間の秩序を否定し、仁義忠孝の人倫の道に反す

るものであるから、神国日本人の奉ずべきものではないと主張した。 

 次いで、陽明学者の祖と言われる中江藤樹（一六〇八～一六四八）と、その

門人の熊澤蕃山（一六一九～一六九一）とは有名な排仏論者である。中江藤樹

は『翁問答』で仏教の本質・教義などに批判の目を向けている。 

 

元来釈迦達磨の法を立めされたる心根は、衆生のまよひてあさましきてい

をあわれみ、かなしびて、色々さま／＼゛の寓言を立、勧善懲悪のためな

れば、一段殊勝なれども、その徳狂者なる上に天竺戎の風俗をもとゝして

立たる教えの法なるによつて、逸狂偏僻なることばかりなりその上すゝむ

るところの善、真実無妄の至善にあらず、三才一貫中庸精微の至道にそむ

きて、人極のさまたげとなること多し。（『翁問答』下巻之末）5 

 

まず、仏教の本質は日本の国情にそぐわないもので、仏法は狂者の教えである

としている。さらに、排仏論を現実の政治の中で実施しているのが熊澤蕃山で

あった。熊澤蕃山は岡山藩主池田光政につかえて、藩制の担当者としてその手

腕を活かし、治山・治水・明暦の飢饉対策などに力を発揮した。 

 熊澤蕃山は僧侶の頽廃の原因が寺請制度にあると批判し、檀家制度の廃止を

唱えている。そして寺院経済の縮小論を主張し、建築の抑制、寺領の縮小、寄

進の制限、新建禁止などを通して、寺院経済の民衆に対する圧迫の改善を図っ

ていた。蕃山はまた『大学或問』に次のように述べている。 

 

  乱世の不自由なるによりて、寺の務おろそかならん、万人に百人の真の出

                                                      
4 江戸初期に、山崎闇斎が提唱した神道説。朱子学者の山崎闇斎は、朱子学や吉田神道・伊勢

神道などを集大成した独自の思想。儒教的な敬みの徳や天と人との融合を説く。また、神道

の核心は皇統の護持にあるとする。天照大神の神勅「神垂は祈祷を以て先とし、冥加が正直

を以て本とせり」（『倭姫命世記』など）を重視して、自身の霊社号を「垂加」とした。岡田

荘司『日本神道史』（吉川弘文館、二〇一〇年）206頁。 
5 山井湧・山下龍二・加地伸行・尾藤正英校註『日本思想大系 29中江藤樹』（岩波書店、一九

七四年）119頁。 
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家は、其時とても法力にて今日の飢はすくはるべし。千人の人たちざる出

家も、人のあはれみにて、かつ／＼乞食し暮すもあるべし。餓死するもあ

るべし。其外は盗賊と成てうちうたれて亡ぶべし。堂寺は一度焼れなば、

二たひ建事あらじ。残たるも狐狸の栖となるべし。出家の無道にて盛なる

は亡ぶべき天命ならずや。此必然の理をしらで、いつまでもかくのごとく

繁昌ならんと思へるははかなき事なり。6 

 

この引用から、民衆が相次いで出家することについて、蕃山は憂いを感じた事

が分かる。 

 一方、古学派では、山鹿素行（一六二二～一六八五）は『山鹿語類』巻三十

三では、次のような意見を示している。 

 

彝倫之道者、人之自然、而其所致有自然之則、其功易成、其生易遂、釈氏

以此為妄為幻、令人同木石、内外自他脱去而后為得其極、其道豈可得哉、

故終髠髪離倫為桑門之徒、以為厭離穢土、其行法衣食居、尤近禽獣、或曰、

四民各居其職、又可修此道、然其所師離彝倫、今所学、其極不至髠髪離倫、

則不可謂実学、天下如此乃無四民之業、国家頓廃壞去矣7 

 

という。そして江戸中期の儒学者荻生徂徠（一六六六～一七二八）も、「それ

仏には天下を安ずるの道なし。あに以て仁となすに足らんぞ」（『弁道』）8と述

べ、仏教の反倫理性を非難した。さらに、徂徠は幕藩権力の宗教制度、政策が

形式主義的なものであり、人々の内面に立ち入らない欠陥を有する批判した。 

 さらに、徂徠は政治権力が「天・命・鬼・神」を祭祀することの重要性を説

いた9。徂徠のこの思想を受け継いたのは太宰春台（一六八〇～一七四七）で

あった。太宰春台は、「祭礼ハ天神地祇人鬼ヲ祭ル儀式也、天地山川社禝ヲ祭

ルハ天子諸侯ノ事也、父母先祖ヲ祭ルハ天子ヨリ庶人迄一同也」（『経済録』巻

                                                      
6 後藤陽一・友枝龍太郎校注『日本思想大系 30熊沢蕃山』（岩波書店、一九七一年）446頁。 
7 田原嗣郎・守本順一郎校注『日本思想大系 32山鹿素行』（岩波書店、一九七〇年）369頁。 
8 吉川幸次郎・丸山真男・西田太一郎・辻達也校注『日本思想大系 36荻生徂徠』（岩波書店、

一九七三年）18頁。 
9 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、29頁。 
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之二）10で、この世の事象は根源的に神の力によるものだと考え、国家が神を

祀るのが重要なことであるとした。そして、国家にとって重要な神は天子国君

が自ら祭るべきだと論じ、その狙いは民衆を惑わす淫祀、鬼神に対抗して、国

家が民衆を収攬することにあった11。 

 江戸中期の学者、富永仲基（一七一五～一七四六）は、仏教思想を研究し、

その著『出定後語』には、仏典を批判的、独創的な見解を示した。仏教は単に

釈迦の言葉でもない漢文に節を付けて唱えて、先祖供養をする制度であり、支

配体制を維持するための儀礼を提供する組織であるという見解を述べた。のち、

平田篤胤は国学者としての観点からこの『出定後語』を賞揚し、それに模した

『出定笑語』という著作を出した12。 

 また、近世排仏論を代表する文献の一つとして知られる中井竹山（一七三〇

～一八〇四）の『草茅危言』に、次のよう述べている。 

 

佛法は天下古今の大害たること、云をもまたず、又いかなる凶悪不祥の物

なるにや。後漢の時始て華域に入、楚王英首に是を信じて、反逆をもて誅

に伏す、その已来帝王の内、佛説を拝し寺院を廃し僧尼を禁ずるは、みな

賢君にて、闇君は一人もなし、その英明は周の世宗如きあり、佛説を信じ、

堂塔を建て、僧尼を度するは、みな闇君にて、賢は一人もなし、その愚昧

なる、以て身を喪し國を失ふに至るは、梁の武帝如きあり13 

 

 これによれば、中井竹山は、仏教を「天下古今の大害」として強く批判し、

その理由は仏教の中に存在した危険性、即ち民衆の心に潜在した反秩序性にあ

るからである。特に一向宗、日蓮宗に対して、下記のように批判している。 

 

  佛氏世を誣ひ民を惑すの説、後世諸宗を分ていろ／＼と云立れども、中ん

                                                      
10 上村勝弥編『大日本思想全集』第七巻（先進社内大日本思想全集刊行会、一九三一年）270-271

頁。 
11 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、30頁。 
12 柏原祐泉「近世の排仏思想」（柏原祐泉・藤井学校注『日本思想大系 57近世仏教の思想』

岩波書店、一九七三年）529頁。 
13 中井竹山『草茅危言』巻之四（徴）、（懐徳堂記念館、一九四二年）4頁。 
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づくこの害尤も深きは一向宗なり、これは獨りその説張皇して、愚民を引

込み手廣くなりたるのみに非ず、昔者天文の比一向僧その富有に乗じ、世

の大亂を幸として、兵器を蓄へ浪士を招き、信従せざる郡邑を攻伏せ刧か

して、其宗門に歸せしめ、それゆへ、別して勢猛になりたるなり、その比

法華宗又は社人など銘々兵を聚めて是に倣ひ、或は雁金屋と云町人、産を

傾け士を致し、兵を擧げて處々を攻略し、一向宗の助けをするなど…14 

 

とあるように、その政治権力との対抗的性格が危険性があったと思われている。

また、中井竹山の弟、中井履軒（一七三二～一八一七）、正司考祺（一七九三

～一八五七）などの経世家は、ほぼ幕藩体制の支配機構化した、仏教の非生産

性や浪費などの観点から批判を行った。 

 一方、国体論が本格的に始まったのは江戸後期の水戸学からである。後期水

戸学の会沢正志斎（一七八二～一八六三）は、その着『新論』で、対外関係の

切迫の下で国体論による人心統合の必要性を強調し、そのための具体的方策を

国家的規模での祭祀を求め、祭、政、教の一体化を主張した。ところで、この

人心統合を妨げる「邪説」が佛教、キリスト教、淫祀などであった15。外国か

らの脅威に対抗する海防や経済のことはさておき、人心統合術として、「典礼

教化」つまり村々の産土社を底辺に置き、「天社、国社」を頂点に置いた国家

祭祀体系の整備の必要を説いた。また、後期水戸学の基本的立場は皇室の祖先

である天照大神を重視し、建国の基礎は「天祖」天照大神から「天孫」瓊瓊杵

尊への三種の神器の伝授によるものとする。これがのちの尊王攘夷運動の理論

的支柱となる。 

 江戸後期から明治時代におけて、国学の内部から復古神道が展開されて、明

治維新に、それが政府の政治理念の基盤になっていた。日本古来の思想を求め

るために、実践的精神で古典を厳密に検討するのが復古神道の特徴である。復

古神道は本居宣長（一七三〇～一八〇一）により大成され、彼の門人平田篤胤

（一七七六～一八四三）はその学問を受け継ぎ、日本各地に広めた。 

 復古神道の大成者である本居宣長は、その学問の発展は大きく（一）文学説、

                                                      
14 中井竹山『草茅危言』巻之四（徴）、5-6頁。 
15 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、33頁。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%AD%A6
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（二）語学説、（三）古道説の三つの分野に分けてとらえることができる。16本

居宣長の古道説には、「儒仏の道徳的強制を人情の自然を抑圧する作為として

しりぞけ、ありのままを尊重するという思想が、儒仏に代わるわが国固有の「道」

にまで上昇し、万事を神のはからいと受けとめる神道として規範化された。具

体的には、『古事記』に伝えられている皇祖神を中心とした神々の事跡をその

まま道の現れと見なし、そのような神々をいただくわが国を万邦無比の国と信

じ、皇祖神の子孫たる代々の天皇に絶対服従すべきこと」17が説かれている。 

 さて、最後は江戸後期国学の学統から出た平田篤胤である。彼は復古神道を

唱え、本居宣長の流れを受け継いた。篤胤は来世の問題を重視している。彼の

説によれば、人間の住む顕世（現世）と幽世（神々や死者の世界）は同じ場所

にあり、人は産霊神により生を享け、本性は善で、現世では天皇、来世では幽

世の主宰神たる大国主神に従う。人間は死んだあと幽冥界に赴き、生前の行為

について審判を受け、その魂は永遠に続けると説いた。この来世観は神道を宗

教としての実体を作り出そうとするものであった。復古神道は、祖先の祭祀を

重視し、孝道は、そのまま神話時代の神々への崇敬であり、天皇への忠である

とした。そのために天皇崇拝の絶対化を、『古事記』『日本書紀』をはじめとす

る古典を根拠として主張した。 

 神道の理想を復古に求めた篤胤は、習合神道を排撃し、復古神道を理論づけ

るために、仏教・儒教・神道をはじめ、キリスト教の教義をも取り入れて、独

自の神葬祭の儀礼と祝詞を作ったが、復古神道は宗教としては、まだ未成熟で

あった。篤胤の没後、平田派国学の復古主義・尊王主義は幕末の郷村名主・神

主層に多くの支持者を得て、藩学に国学を採用する藩も現れた。そして、篤胤

の学問が養嗣子の銕胤（一七九九～一八八〇）をはじめ、大国隆正（一七九三

～一八七一）・矢野玄道（一八二三～一八八七）らに受け継がれ、明治初期に

は新設の神祇官の主流となる。その後、天皇中心の国粋主義的な部分だけが著

しく政治化されて肥大し、国家神道を支える柱となった。 

 

                                                      
16 芳賀登『幕末国学の展開』（塙書房、一九六三年）24頁。 
17 日野竜夫「本居宣長」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータ

ベース）。 
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第二節 近世における寺社整理 

（一）会津藩の寺社整理 

 会津藩藩主保科正之（一六一一～一六七二）は三代将軍家光の弟、七歳のと

き秀忠の密命により保科正光の養子となる。寛永八（一六三一）年信濃国高遠

藩主（三万石）となる。出羽山形藩をへて、寛永二十年（一六四三）に会津に

入り、高二十三万石を領した。徳川家綱を補佐し幕政を主導した一方、家臣団

の組織、新田開発、検地、社倉・義倉の設置など、藩政の基礎をかためた。 

 保科正之の藩内事業の中には、寺社整理があった。寛文五年十二月、公儀よ

り「諸宗寺院法度」、「諸社禰宜神主法度」が制定された頃から、会津藩でも本

格的な寺院統制が始まった。しかし実際には、それ以前から正之による藩内の

寺社整理は徐々に進められていた。領内の寺院整理、淫祠破却、名社復興とい

った正之の積極的な宗教政策の基礎事業として、寛文四年（一六六四）保科正

之は領内社寺の調査を命じていた。『会津藩家世実紀』寛文四年九月十四日「寺

社縁起御改被仰付」条に、次のように記されている。 

 

  御領内並びに御預所ともに神社の数、垂迹本地名神婬祀、勧請年歴の由来、

開基年歴の由来、社人・社僧・住持・看主虚言を申さざるように、つぶさ

に相改候、（中略）翌寛文五年巳四月中まで、銘々差出し、真偽取捨いた

し、すべて縁起二十四冊の内、寺院十八冊、神社四冊、堂宇壱冊、新地寺

院壱冊編成就す。18 

 

翌五年四月に家老友松氏興（一六二二～一六八七）らが各寺社に提出させた縁

起の調査にあたり、その結果、由緒のある寺院は残り、新しい寺院は逐次整理

された。その時に提出された縁起は、寛文六年（一六六六）にかけて書き上げ

られ、『会津寺社縁起』19として二十四冊にまとめられ府庫に納められた20。 

                                                      
18 会津藩編、『会津藩家世実紀』二十五巻、182頁。（東京大学史料編纂所 近世編年データベ

ース） 
19 寛文六年（一六六六）成立。会津領内の寺社の縁起を改めさせ、二十四冊の書籍にまとめ

たが、現在残るのはその一部に限られる。 
20 豊田武監修『会津若松史』第三巻 会津藩の成立。（会津若松市、一九五六年）367頁。 
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 寛文六年九月二十一日、会津領内、南山御蔵入21の全村に及んで、領内の寺

院整理が断行された。『会津藩家世実紀』には、 

 

  二十年来の仏堂僧院取毀せらる、其中に新地の寺院古蹟の様偽り言ひ立た

る僧侶は急度曲事仰付られ、新地にあらずとも、久々住持も絶し場所は再

興せられたる類もあり。22 

 

と記載された通り、二十年来新建の仏堂・僧院の取り壊しが命じられ、そして

新地の寺院を古跡のように偽ったものをきびしく処罰されるとともに、新地で

なくとも、長く住持の絶えた寺の再興が許されない事となった。また、こうし

た悪行の僧侶の中には、糾明の上、あるいは退院・追放され、或いは寺を破却

されたものも少なくなかった 

 また、『会津神社志』23は領内の由緒正しい古社二百六十八座を調査確認して

掲載した書物で、その神社改めによって神仏分離、「淫祠」破却および寺院整

理を行い、神社保護に基づく宗教政策が確立した。 

 但し、寺院聖地にあたっては保科正之は慎重であった。速やか破却すれば、

門跡・本山等は訴訟を起すかもしれない。後に述べる岡山藩の寺社整理につい

て、保科正之は急進的に寺院整理を進めた池田光政を批判している。彼は寺院

整理を着々と進め、丁寧に処理するという方針を採っていた24。このように会

津藩の寺院整理は、幕府宗教統制の枠から一歩もはみださない、新建寺院の破

却という段階に留まっており、岡山藩・水戸藩とは内容的にはかなり相違して

いることが分かる。 

 

（二）岡山藩の寺社整理 

 岡山藩主池田光政（一六〇九～一六八二）は、江戸初期の著名な外様大名で

                                                      
21 会津南山御蔵入領である。現在の福島県南会津郡、大沼郡の大半にあたり、江戸時代はは

幕府領で会津藩の預り地である。 
22 会津藩編、『会津藩家世実紀』二十八巻、276頁。（東京大学史料編纂所 近世編年データベ

ース）。 
23 会津藩内の神社について、藩主保科正之の命をうけ，服部安休が記した書であり、寛文十

二年（一六七二）十月に完成された。 
24 圭室文雄『江戸幕府の宗教統制』（評論社、一九七一年）100頁。 
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あり、慶長十四年（一六〇九）四月四日岡山城で生まれる。慶長八年（一六〇

三）以降池田家が岡山藩三一万五千石を領知したが、光政は元和二年（一六一

六）父の遺領を継いで姫路藩主（四十二万石）となり、翌元和三年（一六一七）

鳥取藩主（三十二万石）に転じ、寛永九年（一六三二）第三代岡山藩主となっ

た。およそ四十年間藩政を主導し、陽明学者熊澤蕃山を登用した。 

 まず、光政は『有斐録』に次の通りに述べていた。 

 

権現様の御意に、神仏共に御用ひなされ候との儀なり、神道は正直にして、

清浄なるをを本とし、儒道は誠にして、仁愛なるを尊む、仏道は無欲無義

にして、忍辱慈悲を行とす。三教共に斯くの如くならば、誓ひ教は品々あ

りとも、世に害あるべからず、今時神道・儒道衰微なれば、善悪見るべき

なし。仏道は大きに盛なれども、坊主たるものは、多くは有欲有我にして、

慳貪邪見なり、己が不祥破戒の言分は、各我等如きの凡夫は、善行をなす

事ならず、欲悪ながら阿弥陀仏を頼みて、極楽に生ず、題目だに唱ふれば、

成仏すといふ、是れ人に害を教ふるなり、自今以後、此の如きの邪法を説

きて、人の心を損ひ、風俗を乱るべからざること。25 

 

最初は神道・儒道・仏道の本来の姿を規定している。そして、仏教は繁盛であ

るが、僧侶の行為は不如法なものが多いと断じている。また、彼等の行動は庶

民に悪を教え、風俗を乱すものとしている。 

 寛文六年（一六六六）八月五日、光政は領民に対して、宗門手形の作成を命

じた。それは寺請証文を廃止して神道請証文に改正することであった26。 

 まず本人がこれまで寺請状をもらっていた寺の宗派・寺名を記し、この寺院

から離れ、これまでの仏葬祭から儒葬祭27に変わったこと、そして進行する生

                                                      
25 三村永忠『有斐録』（国史研究会、一九一六年）、126-167頁。 
26 『池田光政日記』11巻、569頁。（東京大学史料編纂所 近世編年データベース）。 
27 儒教式の葬祭をいう。遺体を火葬でなく土葬にすることと遺族が喪に服する期間が長いこ

とを特色とする。儒教では陰陽説によって魂(精神)は天に上り陽に従い、魄(白骨)は地に降

り陰に従うとされる。このため遺体は土中に埋め，魂を別に神主 (位牌)へまつりこめる。

日本では近世以降に儒教の排仏思想が強まるにつれて葬祭も仏式でなく儒式に改めるべき

だという主張のもとに儒葬が行われ始めたが、当時幕府の宗門改めと寺請制度により実際に

は仏葬が強制されていたこともあって、儒葬を実行する範囲はごく限られていた。山本武夫

「儒葬」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース）。 
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所神（産土神）であることを記させた。ここで宗派を真言宗としているのは、

この宗派が領内で最も多いからである。つまり仏教信仰を捨て、何月何日より

神道を進行することを明示、それゆえ宗門手形はこれまでの寺請状ではなく、

神道請状を神官から提出させること、としている様子が分かる。神道請状の案

文は神主が作成するものであるが、神道請のため最後に産土神の神官が署名し

て、キリスト教徒ではないことを保証する形を採っている。寺院側はこれに対

し、猛烈な反対を示したため、延宝二年（一六七四）には、神仏それぞれ好む

ところにしたがって、貞享四年（一六八七）には、幕命により、神職の者のみ、

神道改め則ち神道請証文となった28。 

 このように、光政は寺請制度を廃止し、神主により神道請制度を実施し、実

質的に寺の檀家を取り上げる政策を取った。その結果、六八三社の神主の手で

神道請が行われ、領内人口の九七％が神道請に替えられた。 

 次いで、寺社整理については、神社のほうでは、荒神をはじめ淫祠邪神等を

整理し、領内の一〇二八社を整理し、寄宮七一社に合祀するとともに、大社・

産土社六一二社を残し、合計六八三社のみの存立を許した。一方、もともと日

蓮宗不受不施派の一大拠点である岡山地域では、寛文七年に日蓮宗不受不施派

を厳しく弾圧し、同派の寺院三一三ヶ寺を整理し、五八五人の僧侶の転宗・追

放29といった厳しい宗教弾圧を行っている。 

 光政は儒教的な合理主義の立場から、寺院淘汰・神社整理・キリシタン神職

請制度の採用など、幕政に準じない独自の寺社政策を断行した。 

 

（三）水戸藩の寺社整理 

 続いて、水戸藩の寺社整理を見てみよう。 

 徳川光圀（一六二六～一七〇〇）は水戸藩第二代藩主であり、寛文元年（一

六三三）家督を相続し、藩主として治績をあげ、名君の誉れが高かった。その

思想は朱子学の影響が強く、彼自身も学者素養が高く、『大日本史』の編纂に

努めて、水戸学の基礎をなしたと言えよう。光圀は学問文化だけではなく、藩

                                                      
28 辻善之助『日本仏教史』第八巻（岩波書店、一九七〇年）335頁。 
29 圭室文雄、「岡山藩の寺社整理政策について」、『明治大学人文科学研究所紀要』四〇号、一

九九六年）380頁。 
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制の改革にも着手し、藩士の規律、財政の安定、寺社改革などの分野にわたっ

て施策を断行していった。 

 まず、光圀は寺社整理の準備作業として、寛文三年(一六六三)に領内の鎮守

社ならびに寺院の調査にとりかかった。調査の内容は、境内地・付属地の石高、

本寺、宗派、僧侶階位、神職の身分、除地(年貢免除地)証文の有無、開基者、

開山、開創年代および寛文三年までの年数、付属の諸堂宇、檀家数とその種類

(百姓・町人などの身分と寺によっては菩提・祈願などの区別)などである。こ

れらの調査書類によって、宗派ごとに開基帳を作成した。 

 また、儒教を重視する光圀は、堕落した宗教界を是正するために、寛文五年

(一六六五)七月幕府の諸宗寺院法度布達を契機に、寺院へ本格的な弾圧政策に

着手した。同年十二月に寺社奉行を設置し、翌六年（一六六六）八月に、寺院

の破却や破戒僧の還俗を断行した。 

 まず破却すべき寺院の条件として、第一にあげているのは、経営不安定な寺

院、例えば「小寺」「檀家のない寺」「兼帯」「無住（住職がいないこと）」の寺

の破却である。「総て諸宗共在々所に至まて、其所々に過て小寺多く有之付」30

と領内に小寺の多いことを指摘し、したがって「無益の小寺共今度御穿鑿、破

却被仰付者成」31と無益の小寺を破却するという。また「檀方皆分散て古跡大

地及衰微者由来有之、寺々も渡世難成」32と無檀家寺院の実態を掲げて、その

ような寺々を破却の対象とした。 

 第二は「学僧のいない寺の破却」である。寺請け制度のため、寺院が急増し

たことにより、宗学の研鑽を積まない僧侶が大量に出た。「可然学僧は不住居、

況其外の小寺共には無知無下の愚僧のみにて、法外の営仕る僧共は俗とも不知、

民を迷し国の費をなし、風俗の禍と成候」33と、古跡大寺においても、僧侶の

質の低下が指摘された。そういうわけで、正しい教学が行なわれていない僧侶

を還俗させることによって、藩の財政改善を図ろうとしている。 

 そのほか、藩は葬祭はせず祈祷ばかり行う寺、年貢地に進出してきた寺、徳

                                                      
30 立原翠軒「西山遺聞」（千葉新治編『義公叢書』、早川活版所、一九〇九年）292頁。 
31 同前。 
32 同前。 
33 同前。 
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川家康が布達した元和元年(一六一五)の「寺院法度」以降成立した寺、城下町

に存在する寺、などの寺を処分することにした。光圀が行った領内の寺社整理

の実態を見たら、全体の寺院数は二千三百七十七か寺で、破却された寺院は一

千四百三十三か寺、およそ全体の六割に当たり、残った寺は九百四十四寺とな

った34。また、新建寺院の九百九十七寺をやめ、三百四十四寺の破戒僧侶を還

俗させ35、淫祠二千八十八を取り払った36。 

 さらに、寺院の仏像については、安置されている仏像があまり多く奉祀され

ている場合には、その寺院に相応な本尊を残して、その他の仏像を集めて、久

昌寺37に千仏塚を築いてそこに埋めたという。 

 そして、「神道は神道、仏道は仏道、修験は修験、各其道を専らにして、他

を混雑せざれと教へ給ふ、仏家とても、其宗々の外に他宗の旨を仮初にも混雑

する事大にきらひ給ひき」38とのように、神仏混淆を否定する光圀は、寺院破

却・破戒僧侶の還俗と共に、また次のような改革を行っていた。 

（1）全領内について一村一鎮守の制度を推進すること。 

（2）神社に神体として拝まれていた本地仏を幣や鏡などに替えること。 

（3）神仏習合の色が強い八幡宮を整理すること。 

（4）僧侶が管理していた神社を神官に管理させること。 

なお、光圀は仏寺を建立し、或いはこれを修理した例も多く、有徳の僧侶を尊

敬し、保護した事例もみられる39。神社についても、吉田神道について学んだ

父頼房の教養も受け、吉田神社、静神社が式内社であることを知り、特に修造

を加えて社僧を廃止し、別当寺に住せしめて、神仏の区別を明らかにし、別に

神人を吉田家に送って吉田神道を学ばせ、神道の式で神祇を奉斉させるよう実

行した。 

                                                      
34 圭室文雄「江戸時代の村鎮守の実態-水戸藩領村鎮守の数量的検討」（『明治大学教養論集』 

通巻三六八号、二〇〇三年）6頁。 
35 「水戸藩に於ける廃仏毀釈」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下（東

方書院、一九二七年）593頁。 
36 安積澹泊「義公行実」（千葉新治編『義公叢書』、早川活版所、一九〇九年）28頁。 
37 茨城県常陸太田市新宿町にある日蓮宗の寺である。延宝五年（一六七七）徳川光圀が母の

久昌院を追福して創建したのである。「久昌寺」、『日本国語大辞典』、小学館、ジャパンナレ

ッジ（オンラインデータベース）。 
38 「水戸藩に於ける廃仏毀釈」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編、前掲書、597頁。 
39 同前、598頁。 
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 このように、光圀のこうした思慮に基づいて行われた寺院、神社の整理など

は、単に仏教を否定するわけではなく、あくまでも神仏習合の否定、寺社の経

営の安定化に重点を置いた政策であり、仏教そのものの精神を正そうとした改

正の意図が窺える。 

 さて、敬神廃仏の芽生えとも言える光圀の寺院政策は、のちの九代藩主徳川

斉昭（一八〇〇～一八六〇）の時代になると、水戸学の理論が成し遂げられる

ことによって、更なる徹底的な神仏分離が行われ、吉田神道（唯一神道）一辺

倒となった。 

 二代藩主徳川光圀の『大日本史』の編纂によって芽生えた水戸学は、藤田幽

谷・東湖親子及び会沢正志斎らにより大成され、近世後期に大いに興隆し、の

ちの尊王攘夷運動の理論的支柱となった。 

 文政十二年（一八二九）十月、襲封直後の九代藩主徳川斉昭は藩政改革を行

うために、藩内の門閥保守派勢力を一掃し、尊攘改革派の藤田東湖・会沢正志

斎らを登用した。その改革は天保元年（一八三〇）から弘化元年（一八四四）

まで長期にわたって取り組まれていた。後期水戸学の思想を軸とする強烈な廃

仏思想に基づく斉昭の宗教政策は、天保三年（一八三二）から弘化元年（一八

四四）に実施された社寺改正を初め次々に展開された。その内容としは以下が

あげられる。 

（1）一村一社の制度を採り、氏子帳を製作して仏教的な宗門改め制を神道的

なそれに変えること、 

（2）藩内のすべての神社を唯一神道系のそれに帰属させ、僧侶・修験者を還

俗させて、神社を神官に管理させること、 

（3）家臣の仏葬・年忌法要を廃止、神儒折衷の葬祭式に改編すること、 

（4）無住寺院などの廃寺、念仏堂・薬師堂などの村々の小祠堂や石仏・庚申

塚などを打ち毀すこと、 

（5）寺院の鐘を毀し、その金属を大砲の鋳造に用いること、 

（6）年中行事の中に東照宮・光圀・楠正成・天智天皇を祀る行事などを組み

入れること、などのようなものであった。 

 まず、二番目の「神社を唯一神道に変えさせることに」ついて、注目すべき

ことは常磐山東照宮の改革である。この東照宮は元和七年（一六二一）初代藩
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主徳川頼房が徳川家康を祀るため創建したものであり、東照大権現（家康）・

日吉山王権現・麻多羅神の三神を祭祀していた。ところが、天保一四年（一八

四三）藩主斉昭の神仏分離の政策により寺院は退き、すべて神式の祭礼を行う

ことになった。本来の真言宗の両部神道から吉田家（卜部氏）の唯一神道に改

め、別当を廃し、神官に管轄させたことにした。その上、徳川歴代当主達の霊

廟も、その後次々に神式に変更されていた。 

 また、廃仏強硬派である今井惟典が寺社奉行に就任し、仏教寺院の完全破壊

と僧侶の還俗は益々加速されていき、結局真言宗寺院八十九、天台宗寺院十一、

浄土宗寺院二十六、浄土真宗寺院八、臨済宗寺院十七、時宗寺院五、禅宗寺院

三、法華宗寺院十三、曹洞宗寺院二十四の合計一九六寺院が破却されてしまっ

た40。 

 それどころか、今井惟典は仏像を薦包みにして縄を掛け、寺社奉行所に送っ

て積み上げ、踏み散らしておいたり、また天妃寺のある仏体は水戸に送らず、

その境内にて斧で打ち割り、或いは火を掛けて焼いた。また、久昌寺の破却の

際、寺蔵してあった光圀の面を奉行所に持ってきて、眉間に書かれていた妙法

蓮華経の題目を指先に唾を塗って刮げ落としたりのことをしていた41。 

 さらに、毀鐘鑄砲の政策について、天保十三年（一八四二）十二月、水戸藩

は領内寺院と山伏に対して、濡仏・撞鐘の提出を命じた。「水戸藩廃仏史料」

によると、 

 

  海岸防禦之儀御急務に候所、何れも奉承知候通、御勝手も御不如意に而、

思召之様にも御備御行届に不相成候故、御領中に有之濡仏・撞鐘等に而、

大炮等之利器御製に相成候に付而は、人々御国恩之程相弁被差出可申事42 

 

とあるように、幕府が打ち出した海防政策の機会に便乗して、沿岸防備の砲台

を作る際に必要な金属を、寺の仏具や梵鐘に求めた。そのため、濡仏は石に代

                                                      
40 羽根田文明『仏教遭難史論』（国光社出版部、一九二五年）71頁。 
41 「水戸藩に於ける廃仏毀釈」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下、

621頁。 
42 「水戸藩廃仏史料」、同前、649頁。 
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え、鐘は板木で間に合わされて、供出は強制された。その結果、天保十四年（一

八四三）「この年諸寺社の鐘をお取り上げこれあり、大砲を鋳させ給ふ、その

鐘の数凡そ六百余なりとそ」43と記されたとおり、徴収はかなり効果があると

いう。このような政策に対して、寺院側は強い反対意向を示し、特に常福寺は

芝増上寺、薬王院は上野寛永寺と、それぞれ本山の力を背景にねばり強く抵抗

していた。その上、増上寺・寛永寺の宮門跡を動かし，幕府に対して水戸藩の

廃仏鍛釈政策批判書を提出した。その後、斉昭の行き過ぎた政策に対して、幕

府は斉昭に謹慎処分を与え、水戸の廃仏毀釈はその処分によって収束していた

が、後の明治時代に起きた廃仏毀釈の原型となるといえよう。 

 

 

（四）長州藩の寺社整理 

 天保改革に際して、水戸藩と同じ寺社整理を行ったのは、長州藩であった。

十三代藩主毛利敬親（一八一九～一八七一）は村田清風を起用し、藩政改革を

開始した。その改革の一環として、寺社整理と淫祠破却が強行された。主導者

の村田清風はまず仏教を財政面での弊害を批判した。また、民衆の迷信を打破

しようとするために、寺院と村々の小堂宇・小社祠などをすべて淫祠と見なし、

それを破却すべきだと主張した。民間信仰性格の強い寺社堂庵・石仏・金仏な

どは悉く破却された。具体的な数字について、破却された寺社堂庵は九六六六

件、石仏金仏は一二五一〇件に登った44。これにより一村一社に近いものにな

り、ここから明治以降の村社の萌芽となったとされる。 

 また、村田清風の祭祀正邪の基準の諮問に対して、国学者近藤芳樹は延喜式

神名帳に記載されているものが正祀で、その以外のものは淫祀とするという。 

 江戸時代後期、社会の不安定な状況によって各地で一揆が頻発するようにな

り、そのきっかけは必ずしも計画的なものではなかった。民衆は日常の鬱屈に

よる不安や緊張がたまると、その状況を乗り越えるために、一気に蜂起する可

能性が高いと思われる。その具体例として挙げられるのは天保二年（一八三一）、

                                                      
43 『筑波根於呂志』、早稲田大学「古典籍総合データベース」所蔵。 
44 三宅紹宣「幕末長州藩の宗教政策ー長州藩天保改革における『淫祠』解除政策についてー」

（河合正治編『瀬戸内海地域の宗教と文化』雄山閣、一九七六年）233頁。 
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長州領藩内での防長大一揆であった。事件の発端は皮騒動という中関の御用商

人と農民との紛争から始まった。その経緯は大略次の通りである。 

 当時、稲の穂が出る頃に皮革類が田の周りを通ると風雨を招くと言われてお

り、農民たちは皮革類を持ちこませないように見張る小屋を立てて、通行人の

荷物を調べていた。ところが、中関の御用商人石見屋嘉右衛門は駕籠に犬の皮

をしいていた。それを見つけた農民は勘違いしてしまい、石見屋嘉右衛門が、

皮革類を持ち歩くことで天候をくずし、米の値段が上がるのを利用してもうけ

ようとした、と思ったのである。この件がついに騒ぎとなり、一揆に発展した。

一揆勢は各地で村役人や商人の家を打ちこわし、どんどんその人数を増やして

いった。やがて、長州藩全体を巻き込み、瀬戸内海沿岸から日本海沿岸の一帯

まで波及した一揆となった。 

 民衆が呪術信仰の世界に強く関わっており、迷信問題は民衆が一揆を起こす

契機となっていることが知られる。したがって、権力側は体制内の信仰を再編

することによって、民衆の宗教意識を体制内の信仰へ束縛するというのがその

目的である。こうした寺院と淫祠の整理は、支配者権力が民衆の宗教意識に介

入し、祭祀すべき神々と祭祀すべきではない神々とを明確に峻別し、それによ

って民衆の心の統合しようとする試みに他ならなかった45。そして、こうした

神仏分離・廃仏毀釈という試みは、明治期の神道国教化への先鞭と言えよう。 

 

小結 

 近世の排仏論を概観してみると、概ね経済的な理由で寺院整理と僧侶還俗を

主張する経世思想や、国体思想・神国思想の立場から行われた偏狭な仏教批判

が主である。そのような排仏論には、仏教の非人倫性46や寺院僧侶の腐敗への

攻撃がよく見られる。 

 また、幕末に復古国学は本居宣長・平田篤胤の影響を受けて大いに発展して

いた。『古事記』、『日本書紀』をはじめとする古典を根拠として天皇崇拝の絶

                                                      
45 安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、42頁。 
46 仏教の非人倫性というのは、仏教の本質は君臣・父子・夫婦などの人と人との間柄・秩序

関係を否定し、世俗関係を超越することにあったのである。 
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対化が主張されるようになった。篤胤の没後、平田派国学の復古主義・尊王主

義は幕末の郷村名主・神主層に多くの支持者を得て、藩学に国学を採用する藩

も現れた。そして、明治初期における神祇官再興の背後には、平田派の活躍が

見られ、国家神道を支える柱となって、明治維新の思想的原動力の一つとなっ

た。 

 一方、水戸学は神道を主とし、儒教を翼とする立場から尊王を唱えるだけで

なく、その影響が攘夷論とその実践にまで及んだ。「尊王攘夷論」のイデオロ

ギーは維新の変革のために動いた志士たちに止まらず、草の根つまり国民全体

にまで浸透していったといえよう。 

 排仏論を実際に藩政の中に取り入れて仏教排斥を行った実例が、主に寛文年

間（一六六一～一六七三）に集中して現れた。会津藩は藩主保科正之が寺社整

理を進め、その過程の中で、甚だしきに至っては新しく建てた寺院の破却を断

行した。岡山藩では、藩主池田光政が廃仏主義を唱える儒者熊澤蕃山を登用し、

寺院整理に着手し、特に日蓮宗不施不受派に対して厳しい弾圧を行った。さら

に、寺請け制度を廃止し、領民に対して仏教から神道起証文への改正を命令し、

これまで主流であった仏葬祭から儒葬祭に変えさせた。水戸藩では、二代藩主

徳川光圀が寺院の調査書類に基づいて寺院整理を断行した。光圀の政策は神仏

習合を否定、寺社の経営の安定化に重点を置いた政策であり、そこから仏教そ

れ自体の精神を正そうとし、その改正を図ろうとすることが窺える。 

 次いで、九代藩主斉昭の時代になると、藤田東湖・会沢正志斎らの尊攘改革

派により、更なる徹底的な神仏分離が行われた。天保元年（一八三〇）から弘

化元年（一八四四）まで、強烈な排仏思想に基づく宗教政策が次々と実施され

ていた。一方、長州藩では天保改革に際して、藩政改革の主導者村田清風はま

ず仏教を財政面での弊害を批判した。また、民衆の迷信を打破しようとするた

めに、水戸藩と同じような寺社整理と淫祠破却を強行した。 

 ここで留意すべきは、こうした寺院と淫祠の整理では、権力が民衆の宗教意

識に介入し、祭祀すべき神々と祭祀すべきではない神々とを明確に峻別し、そ

れによって民衆の心を統合しようとする試みに他ならないということである。

以上の例を通じて、かかる神仏分離・廃仏毀釈政策が藩の権力者によって強行

された例は、明治時代に勃興する廃仏毀釈の原型となるのである。 
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第三章 維新政府の諸政策と民衆の動向 

第一節 神祇官再興への動き 

 江戸時代に一部の地域に行われた寺社整理は、あくまでも藩主或は藩政策主

導者により断行された政策であり、幕府の意向ではなかった。しかし、明治維

新期の宗教政策により起された神仏分離・廃仏毀釈運動の嵐は、日本全国に及

んだ。 

 明治維新期の宗教政策について、ここでは維新政府の宗教政策の展開を、「神

道国教化」の整備過程として把握する。その中心的な理念は、天皇の権威の確

立であった。周知の通り、混乱の中で幕を開けた明治政府は、「王政復古」、

「神武創業」という名の下に、平田派平田銕胤・矢野玄道・津和野派亀井茲監・

福羽美静らの国学者・神道家は、復古を念願し、神祇官再興を目途として維新

期の政治舞台で活躍していた。 

 安政五年（一八五八）猿渡容盛、文久二年（一八六一）六人部是愛、元治元

年（一八六四）矢野玄道、慶応三年（一八六七）資訓王（白川資訓）が、それ

ぞれ神祇官再興を求める建言や意見書を提出した。慶応二年（一八六六）の後

半から、岩倉具視・大久保利通及び二人の間の連絡係井上石見、三人は神祇官

再興運動と連携し、復古政体の樹立に向けた。当時、慶応三年（一八六七）三

月二日千種有文に宛てた岩倉具視の書簡には、 

 

  一、神道復古 神祇官出来候由扨／＼／＼恐悦の事に候全く吉田家仕合に

候実は委く薩人盡力の由に候1 

 

と書かれたように、神祇官再興について具体的な動きがあったことが窺える。

ちなみに、引用内容の「薩人」は井上石見のことで、薩摩藩主島津氏の産土神

                                                      
1 大塚武松・藤井甚太郎編『岩倉具視関係文書』第三巻（日本史籍協会、一九三五年）306頁。 
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である諏訪神社の神職であり、国事に奔走して、幕末の舞台で活躍していた。

同三月七日、井上石見は岩倉具視に宛てて、次のように返信を送っていた。 

 

  一、神道復古と迄は至り兼候得共追々祭政一致之處に不参候而は無詮事と

存候神祇官を被置諸官上之儀に候得は此事よりして 朝政之御改革も下

被為在御事と乍不及奉存候2 

 

このように、井上が神祇官再興→祭政一致→神道復古というプランを持ってい

たことが明らかである。神祇官再興を唱える国学者や神道家は、岩倉具視を通

して発言の機会を得ることが出来、外には長州藩との関わりが深く、大国隆正

の思想に影響された津和野藩の主従亀井茲監・福羽美静も、神祇官再興運動の

推進に力を入れた。同年の十月王政復古の大号令の直後、矢野玄道は神祇官に

ついての建白書を提出して、神祇官の復活を提唱している。 

 こうした動きの中で、神祇官復興の第一歩として、成立直後の維新政府は慶

応四年(一八六八)一月十七日に第一次官制を発布し、総裁・議定・参与の三職

のほかに、神祇科・内国科・外国科・海陸軍科・刑法科・会計科・制度寮の七

事務科を設置した3。神祇事務科は七科の筆頭に置かれた。神祇事務科の総督

は議定中山忠能及び有栖川宮熾仁親王・白川資訓、同係には六人部是愛・樹下

茂国・谷森善臣が任命された4。同年二月三日に七つの事務科は総裁局のもと

に事務局として再編成され、神祇事務科は神祇事務局となった。さらに、同年

（一八六八）閏四月二十一日、神祇事務局は改められて神祇官の設置となり、

神祇官も正式に復興して太政官の下に置かれた。翌年（一八六九年）六月には、

神祇官は太政官から独立して、行政機関の筆頭に置かれた5。 

 日本の神祇制度の中で、古代の律令制で設置された神祇官は時代が下るにつ

れて、だんだん機能を失ってきて、ついに廃絶されることに至った。幕末にな

                                                      
2 大塚武松・藤井甚太郎編『岩倉具視関係文書』第三巻（日本史籍協会、一九三五年）308頁。 
3 勝田政治作成「明治初期主要官職補任一覧」、永原慶二監修『岩波日本史辞典』付録「日本

史備要」（岩波書店、一九九九年）1665頁。 
4 同前、1667頁。 
5 同前、1665頁。 
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り内外の情勢の不安定化のなかで、国学の影響を受けた復古神道が台頭するこ

とによって、神道家や国学者は念願した神祇官再興は漸く成し遂げられた。 

 なお、神祇官の再興に活躍した平田派の国学者は、再興後も復古のみを強力

に主張したが、彼等の思想は時代の近代化に逆行して、施政上ではいろいろの

矛盾や摩擦を生み出した。平田派国学者に比べて、明治という新時代に適応し

た開明的な視野を持っていた津和野派国学者が受け入れられ、その後の政策の

主導権を握るようになった。 

 

第二節 神仏分離の諸布告 

 維新政府は神祇官を再興するとともに、神道を国家の宗教とするため、それ

まで一般的だった神仏混淆を改めようとした。慶応四年（明治元年、一八六八）

三月十三日に出した太政官布告には、以下の内容が記されている。 

 

  太政官布告 明治元年三月十三日 

此度 王政復古神武創業ノ始ニ被為基、諸事御一新、祭政一致之御制度ニ

御回復被遊候ニ付テ、先第一、神祇官御再興御造立ノ上、追々諸祭奠モ可

被為興儀 被仰出候、依テ此旨 五畿七道諸国ニ布告シ、往古ニ立帰リ、

諸家執奏配下之儀ハ被止、普ク天下之諸神社、神主、禰宜、祝、神部ニ至

迄、向後右神祇官附属ニ被仰渡間、官位ヲ初、諸事万端、同官ヘ願立候様

可相心得候事 但尚追々諸社御取調、并諸祭奠ノ儀モ可被仰出候得共、差

向急務ノ儀有之候者ハ、可訴出候事6 

 

このように、神仏分離の第一歩として、王政復古、祭政一致、神祇官再興の理

念と、神社の統括が仏教の支配下から分離して、神祇官に移すという方針を明

確にした。これは、神仏の分離であるとともに神道を重視するという意向表明

でもあった。 

 次いで、太政官布告の四日後十七日には、全国の神社で社僧・別当などの還

俗が命じられた。 

                                                      
6 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻（原書房、一九七七年）1頁。 
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  神祇事務局ヨリ諸社ヘ達 元年三月十七日 

今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニ

テ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差

支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事 、但別当社僧ノ輩復飾ノ上

ハ、是迄ノ僧位僧官返上勿論ニ候、官位ノ儀ハ追テ御沙汰可被為在候間、

当今ノ処、衣服ハ淨衣ニテ勤仕可致候事、右ノ通相心得、致復飾候面面ハ、

当局ヘ届出可申者也7 

 

これまでの神社（権現・明神）は神社は寺院（僧侶）の従属物で、仏教僧侶の

支配下にあった。別当・社僧が神を祭祀、寺社領・財政を管理、堂塔を営繕、

人事を差配してきたのが実態であった。つまり、神と仏は同列に祀られ、神殿

と仏堂が同居し、神殿に仏像・仏器が置かれ、僧侶が神に奉仕し、神前で読経

などが行われるのが普通の光景であった。そこで、神祇局は全国の神社に社僧

禁止の布令を達し、この布告により、各神社の別当あるいは社僧を還俗させる

と命じた。 

 これらの布告は、主に神勤主体についての神仏分離を規定しているのに対し

て、同月二十八日には、礼拝対象についての神仏分離、いわゆる「神仏判然の

御沙汰」と称する布告が神祇局から発せられた。 

 

  一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社

不少候、何レモ其神社之由緒委細に書付、早早可申出候事、但勅祭之神社

御宸翰勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ、御沙汰可有之候、其余

之社ハ、裁判、鎮台、領主、支配頭等ヘ可申出候事、 

一、仏像ヲ以神体ト致候神社ハ、以来相改可申候事、附、本地抔と唱ヘ、

仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等之類差置候分ハ、早々取除キ可

申事、右之通被仰出候事8 

 

                                                      
7 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、2頁。 
8 同前。 
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つまり、神社が仏教色の強い神号を名乗ること、仏像を神体とすることを禁じ、

神社にある仏像や鰐口・梵鐘など仏具類の撤去という神社・神前から仏教的要

素の排除を命じた。実権は別当や社僧の掌中に収められていた神社では、その

神官は単に神事を行うに過ぎなかった。したがって、祭政が一致し神社から仏

教が排除されるとなると、神官たちの積年の鬱憤が爆発し、神社の仏像仏具を

必要以上に破壊し、焼却することも少なくなかった。 

 この布告を背景にして生じた著名な事件には、近江坂本の日吉山王神社の廃

仏毀釈がある。日吉山王神社は比叡山延暦寺の支配下で、祠官の樹下・生源寺

両家は、延暦寺の扶持を受け、臣従していた。一八八六年四月一日、祠官の樹

下茂国（当時は神祇事務局の権判事）・生源寺義胤は延暦寺の三執行代9に日

吉社神殿の鍵の引渡しを要求したが、返答を得られなかったため、彼らは神威

隊10と坂本村の農民など数十人を引き連れて、神殿に乱入し、「佛像佛器等は

都て為焼捨、（中略）厨子等を社司共より打抛、又は多人数之内槍之石突等を

以て打砕、火中致候」11と首謀の樹下茂国の口供書が記されたように、仏像・

仏具などを焼き捨て、厨子などを社司どもが打ち投げたり、多人数で槍の石突

きなどで打ち砕いたりして火中に投じるようなことであった。当時の統計によ

ると、社殿に祀られていた本地仏や仏具、仏器、経巻など一二四点が焼き捨て

られ、鰐口など四八点にのぼる金具が社司宅へ持ち帰えられた12。結局、日吉

山王神社の一挙は、全国各地の神職を奮いたたせ、各自の神社で神仏分離のた

めの実力行使が頻発した。 

 政府は、これらの行き過ぎた事件の再発を防止するために、この事件が起き

た十日後の同四月十日、次のような布告を発出した。 

 

  諸国大小之神社中、仏像ヲ以テ神体ト致シ、又ハ本地抔ト唱ヘ、仏像ヲ社

前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等差置候分ハ、早早取除相改可申旨、過日

                                                      
9 比叡山の東塔・西塔・横川の三塔から選ばれた僧侶三名で、延暦寺領内の内務関係の職であ

る。 
10 神道本所吉田家が王政復古に協力するために、配下の神職志士に上京を呼びかけて、京都

で神威隊という隊を結成した。 
11 「日吉権現神改めの始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻上（東

方書院、一九二六年）682頁。 
12 「日吉社焼捨御道具並社司に持運品々覚」、同前、686-700頁。 



 

45 
 

被仰出候、然ル処、旧来、社人僧侶不相善、氷炭之如ク候ニ付、今日ニ至

リ、社人共俄ニ威権ヲ得、陽ニ御趣意ト称シ、実ハ私憤ヲ斉シ候様之所業

出来候テハ、御政道ノ妨ヲ生シ候而巳ナラス、紛擾ヲ引起可申ハ必然ニ候、

左様相成候テハ、実ニ不相済儀ニ付、厚ク令顧慮、緩急宜ヲ考ヘ、穏ニ取

扱ハ勿論、僧侶共ニ至リ候テモ、生業ノ道ヲ可失、益国家之御用相立候様、

精々可心掛候、且神社中ニ有之候仏像仏具取除候分タリトモ、一々取計向

伺出、御指図可受候、若以来心得違致シ、粗暴ノ振舞等有之ハ、屹度曲事

可被仰出候事、 

 但 勅祭之神社、御震翰、勅額等有之向ハ、伺出候上、御沙汰可有之、

其余ノ神社ハ、裁判所、鎮台、領主、地頭等ヘ、委細可申出事、13 

 

このように、新政府は神仏分離には慎重を期すように命じ、「私憤ヲ斉シ候様

之所業」、「粗暴ノ振舞等」への戒めを出し、日吉権現破壊を受け、神仏の判

然に当っては「穏ニ取扱べし」との達を発した。政府にとっては、神仏を区別

することにとどまり、仏教から分離した神道を重視することが目的で、仏教を

排斥することに対して賛成ではなかった。これに次いで、同月二十四日に、「此

度大政御一新ニ付、石清水、宇佐、筥崎等、八幡宮大菩薩之称号被為止、八幡

大神ト奉称候様被 仰出候事」14とあるように、八幡大菩薩号の停止の命令が

出され、八幡大菩薩は八幡大神と改称された。 

 ちなみに同年閏四月四日には太政官から、次のような布達が出された。 

 

  今般諸国大小之神社ニオイテ神仏混淆之儀ハ御禁止ニ相成候ニ付、別当社

僧之輩ハ、還俗ノ上、神主社人等之称号ニ相転、神道ヲ以勤仕可致候、若

亦無処差支有之、且ハ佛教信仰ニテ還俗之儀不得心之輩ハ、神勤相止、立

退可申候事、 

 但還俗之者ハ、僧位僧官返上勿論ニ候、官位之儀ハ追テ御沙汰可有之候

間、当今之処、衣服ハ風折烏帽子浄衣白差貫着用勤仕可致候事、 

                                                      
13 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、3-4頁。 
14 太政官布告 四月二十四日 「石清水以下八幡大菩薩ノ号ヲ止メ八幡大神ト奉称セシム」、

安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系 5 宗教と国家』、426頁。 
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是迄神職相勤居候者ト、席順之儀ハ、夫々伺出可申候、其上御取調ニテ、

御沙汰可有之候事15 

 

このように、還俗して神官になった者は、一応は無位の取り扱いを受けるが、

これまでの関係を調べた上で、追って相当の待遇を与えることが約束された。

そして、同月十九日には 

 

  一、神職之者ハ、家内ニ至迄、以後神葬相改可申事、 

一、今度別当社僧還俗之上者、神職ニ立交候節モ、神勤順席等、先是迄之

通相心得可申事、16 

 

とあり、「還俗した者は、従来通りの神勤順序でよろしい」という布令が出さ

れて、社僧の時代に与えられていた待遇をそのまま許されることとなったので

ある。 

 こうして神仏判然令（分離令）は着々として推進されたように、この一連の

宗教政策を通じて、王政復古をもとに、祭政一致を目指して神社を国家統合の

機関にしようという意図が窺い知れる。それに政府が目指した神道国教化への

道はさらに近づき、その動きは、天皇の政治支配を正当化する役割を担ってい

る。 

 

 

第三節 神仏分離の諸相 

 慶応四年（一八六八）三月の神祇事務局達の別当・社僧の復飾命令を始め、

一連の宗教政策は、神社を支配している仏教勢力を排除した。 

 仏教勢力からの独立をかねてから求めてきた各地の神職や復古神道家は、こ

れを機に離檀・毀仏・廃寺・神葬祭などの実際行動を開始した。幕藩体制下の

仏教の堕落に対して反感を持っている民衆も行動に巻き込まれ、やがて全国的

                                                      
15 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、5頁。 
16 同前、10頁。 
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な廃仏毀釈運動に発展することとなった。慶応四年の別当・社僧の復飾命令と

神社からの仏教的要素の排除命令とを発端とし、離檀・毀仏・廃寺・神葬等の

行動は各地に展開されていく。 

 ところで、当時府藩県三知制の複雑な行政区画の下で、法令の伝達の迅速さ

や徹底さは不十分な状況にあったため、地域の状況により、廃仏毀釈の内容や

程度に差異を生じた。以下、『神仏分離史料』に掲載した資料を用いて、各地

域における廃仏毀釈運動を概観する。 

 『神仏分離史料』によると、全国に先駆けて、廃仏毀釈の実力行動を起こし

たのは、すでに前節に述べた近江坂本の日吉山王神社であった。指導者の樹下

茂国および生源寺義胤は、武装した神威隊と雇った農民を率いて、日吉山王神

社に乱入し、神体の仏像・仏器・経典などを破壊・焼却をした。 

 京都では、旧習一洗に熱心な府参事槇村正直が行政の実権を握り、廃仏毀釈

を指導した。当時神仏習合の寺社はそれぞれ神社と改称され、仏像仏具類も破

却されたり払い下げられたりした。祇園社感神院では、慶応四年二月（明治元

年、一八六八）に社僧らが復飾し、同年五月三十日に社号を八坂神社と改称し

た17。さらに、薬師堂（観慶寺）を撤去し、仏像・仏具らを浄土宗の大蓮寺に

移管した。 

 石清水八幡宮では前述した慶応四年（明治元年、一八六八）四月二十四日に

「石清水以下八幡大菩薩ノ号ヲ止メ八幡大神ト奉称セシム」18の布告により、

神号は八幡大神と改称され、同年五月三日、神前に魚味を供すべき旨が命じら

れた19。仏式であった石清水放生会は神道祭祀「中秋祭」と名を変え20、明治

三年（一八七〇）八月に「男山祭」と改称された21。明治四年（一八七一）石

清水八幡宮は、官幣大社に列せられ男山八幡宮と改称し、大正七年（一九一八）

石清水八幡宮に復称した22。それに伴い「男山祭」は「石清水祭」と改称され23、

                                                      
17「京都祇園社感神院改称の件」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』続編

巻上（東方書院、一九二八年）1頁。 
18 安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系 5 宗教と国家』426頁。 
19 五月三日「石清水八幡大神ノ菩薩号ヲ止ルニ由り、被止候に付。魚味を供進セシム」、同前、

427頁。 
20 七月十九日「石清水放生会ヲ中秋祭ト改ム」、同前、428頁。 
21 太政官布告 八月五日「中秋祭男山祭ト改称」、同前、435頁。 
22 中野幡能「石清水八幡宮」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデ
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現在に及んでいる。 

 愛宕山の山岳信仰と修験道が習合した愛宕山大権現では、神仏判然令によっ

て、権現号が止められた。祭神の一つ、本地仏の勝軍地蔵は金蔵寺（現京都市

西京区）に移され、仏寺が廃寺され愛宕神社となった24。 

 また、病気治しのために御水を与えるなどの呪術行為を理由に、寺院の施設

が没収され廃寺となった例もあった。また、農村部では、路傍の地蔵などの壊

され石像を、石垣の石材として利用された。小学校の新築に、付近の石地蔵を

拾い集め、それを柱石や便所の踏み台に用いたが、児童は危惧して便所を使用

しないので、教師が自ら石地蔵の上で用を足してみせたこともあったという25。 

 奈良では明治四年（一八七一）から数年間、同年十一月に成立した第一次奈

良県令に上任した四条隆平26と正参事津枝正信の指導で諸大寺が破壊された27。

江戸時代に度々火災に遭った興福寺の再建は完全にされないまま、明治の廃仏

毀釈を迎えることになった。興福寺と一体となっていた春日社は、その仏教色

が除去され、興福寺と分離された。一乗院・大乗院両門跡の住僧は還俗し、春

日社の神職に転じた。 

 この混乱時には、南都諸大寺の仏像・経典・文書・什器などが売却されたり、

焼却されたりした。当時の唐招提寺僧・北川智海管長の談話によると、「当時

焼き棄てられた残部の書籍は、小僧共に依り綴絲を切られて、反古紙とせられ、

奈良塗の漆器の包紙にせられたり、茶箱の張紙にせられたりしました。明治二

十年頃まで、奈良塗の漆器の包紙は、皆此類の反古紙でありました。二十銭三

十銭の茶盆が、天平の写経で包まれて旅客の手に渡されたこともありましょ

う。」28とあるように、特に興福寺の書庫にある膨大な仏教書籍は、酷い破壊

                                                                                                                                                        
ータベース）。 

23 中野幡能「石清水放生会」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデ

ータベース）。 
24 「愛宕神社 京都市：右京区／上嵯峨村」、『日本歴史地名大系』、吉川弘文館、ジャパンナ

レッジ（オンラインデータベース）。 
25 羽根田文明『仏教遭難史論』、136頁。 
26 修史局編『百官履歴 下巻』（日本史籍協会、一九二八年）317頁。 
27 「明治初年の南都諸大寺」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中（東

方書院、一九二六年）171-172頁。 
28 「南都諸大寺に於ける佛典の焼棄」、同前、168-169頁。 
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に遭っていた。さらに、この頃興福寺は荒廃し、五重塔は二十五円の値段で売

り出された。ところが、塔は取壊しに費用がかかるところから、買主はこれを

焼いてその金具だけをとろうとしたが、類焼する危険があると、付近の住民の

反対が出たため、辛うじて無事に残ったという29。 

 興福寺の一乗院及び大乗院両門跡は、国家に没収され、それぞれ奈良県庁30、

鉄道院の用地31に転用された。また食堂は破壊され、その材木は建材として、

原祉で洋館の寧楽書院（奈良師範学校）が建てられた32。貴重な文化財も次々

に持ち出され、古物商の手に渡されたりして散佚した。 

 伊勢の場合は、度会府知事で公卿出身の橋本実梁が、神宮の神職と結んで、

廃仏毀釈を強行した。橋本知事は伊勢の宮川と五十鈴川との間にある川内神領

地での仏葬を禁止し、神葬に改めるべきと定められた33。次いで各寺住僧を呼

出し、「檀徒が奪われた寺院は維持することができないため、住僧は檀徒総代

と連署して、廃寺願書を差し出し、住僧は帰俗すべし」34といい、「今廃寺を

願い還俗する者は、身分を士族に取扱い、そしてその寺院に属する堂塔等の諸

建造物、及び什器等ことごとく皆前住僧の所得に帰す。もし、この際、廃寺願

書を呈せず猶予する者は、近く廃寺の官令降る時は、上記の物件みな官没とな

る。ゆえによく利害得失を考え、一刻も早く、廃寺願書を呈出する方が得策で

あろうと」35橋本知事は各寺院の住僧に説諭し、廃寺の願を差し出すように強

要した。 

 また、度会府では、明治二年（一八六九）の明治天皇行幸を控えるために､

「今般行幸御参拝被遊ニ付、神領中ニ参道ニ有之候、佛閣佛像等、盡取拂可申」

36とあるように、伊勢神宮参道周辺の寺院をすべて取払うよう指示が出た。六

                                                      
29 「興福寺における神仏分離」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中（東

方書院、一九二六年）103-104頁。 
30 同前、86頁。 
31 永島福太郎「興福寺：大乗院」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンライ

ンデータベース）。 
32 「興福寺における神仏分離」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編、前掲書、104-105頁。 
33 「伊勢度会府廃寺の件」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』続編巻上（東

方書院、一九二八年）56頁。 
34 辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻上、38頁。 
35 羽根田文明『仏教遭難史論』、145-146頁。 
36 「伊勢に於ける廃寺の件」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下（東
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宗派(天台･真言･浄土･臨済･曹洞･真宗)合計二八六ヵ寺37のうち､一九五ヵ寺が 

廃寺対象（廃寺率は約七割）になった38。 

 寺院の廃止併合は、佐渡・富山・松本・美濃苗木などの各藩では、とくに激

しかった。天領であった佐渡では、判事奥平謙甫は北辰隊を率いて島に入った。

奥平は日本の僧侶を「天下ノ遊民」、多数の寺院を「国家ノ贅物」と看做し、

「多数ノ寺院ヲ減少シ、無用ノ僧侶ヲ淘汰」すべきであると主張した39。彼は

明治元年（一八六八）年暮れの十一月に、五三九の寺院40を八十カ寺に合寺す

ることを強行し41、廃寺された寺の仏像仏具を没収し、鑄銭所で金具を取り出

して天保銭に鑄直した42。さらに、十二月に下記の制限を命じていた。 

 

一、土民を勧め僧侶に致す間敷事、 

一、俗家に至り人を集め、説法勧化等致す間敷事、 

一、寺門へ人を集め、遠忌法談抔と唱へ、布告の儀不可有之事、 

一、人の死体が土葬を用ゆべし、火葬に致すことを停止の事、但僧侶穢多

非人は勝多（手）たるべき事、 

一、神社佛刹塔婆の類、新規の造営停止の事、 

一、金銀銅錫を以て佛像佛器を造作の儀不可有之事、但木像と雖も、新規

の造営停止の事、 

一、浄土門徒の儀、當住の外、其子弟剃髪の儀不可有之事、43 

 

引用された内容のように、奥平は宗教活動に大いに制限を加えるとともに、僧

                                                                                                                                                        
方書院、一九二八年）377頁。 

37 天台宗六、真言宗三六、浄土宗一一五、臨済宗八三、曹洞宗四〇、浄土真宗六、合計二八

六ヵ寺である。「郡市寺院調子帳」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻

下 385-411頁。 
38 天台宗無し、真言宗一六、浄土宗八五、臨済宗六四、曹洞宗三〇、浄土真宗無し、合計一

九五ヵ寺である。同前、385-404頁。 
39 「佐渡廃寺始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻上、817頁。 
40 真言宗三〇六、天台宗一五、浄土宗三八、禅宗六五、浄土真宗四八、時宗一四、日蓮宗五

三、合計五三九ヵ寺である。同前、816頁。 
41 同前、813頁。 
42 同前、837-838頁。 
43 同前。821-822頁。 
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侶の出国を禁止し、脱走者は射殺するという旨を布告した44。翌年三月には、

民家で念仏講・地蔵講・題目講などの仏教集会を厳禁し45、僧侶に還俗帰農を

強制した46。 

 富山では、明治三年（一八七〇）閏十月二十七日、富山藩参事の林太仲は、

藩内の三百七十か寺を各宗派別に一宗一寺に合併する「合寺令」47を出し、浄

土宗来迎寺、禅宗光厳寺、天台宗円隆寺、真言宗真興寺、一向宗（浄土真宗）

常楽寺、日蓮宗大法寺などの六ヶ寺48にまとめられた。僧侶には還俗を奨励し

た。 

 松本では、藩主戸田光則をはじめ水戸学の信奉者が多く49、水戸藩に倣って

徹底的な廃仏毀釈を実施した。明治三年（一八七〇）八月、廃仏の藩令を発し、

全寺院を破却して全僧侶を還俗帰農させ、仏像仏具類を焼却する方針を明らか

にした50。また、城下にある藩主の菩提所の全久院では、歴代藩主の位牌を川

に流した51。 

 全国に覆った廃仏毀釈運動は数年間で、江戸時代では国教的地位を占めた仏

教の権威が失墜し、「寺社」の序列も、完全に「社寺」へと逆転した。仏教各

宗は、寺領に依存することの少ない真宗、日蓮宗などを除けば、廃仏の実力行

使に加えて、寺領の官収で経済的に痛めつけられ、全体として、無力な沈黙を

守り続けるほかはなかった。 

 しかし政府は過激化する各地の廃仏毀釈運動をあえて抑止せず、おおむね成

り行きに任せ放って置くという放任の態度を取り続けた。これは、廃藩置県以

                                                      
44 「佐渡廃寺始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻上、831頁。 
45 同前、832頁。 
46 同前、833-834頁。 
47 合寺令の内容は以下の通りである。 

この度朝廷ヨリ万機厳律御布告モ有之、追々時勢転変之秋、郡市諸寺院渾テ一派一寺ニ御改

正有之候條、迅速合寺可有之候、尤寺号之儀ハ是迄通可相唱、若及違背候ハヽ、規正之厳科

ニ可被処候也、 

庚午閏十月廿七日                     富山藩庁 

「富山各寺院合併事件取調書」、同前、807頁。 

上に掲載された内容のように、この「廃合寺令」が「朝廷の意志」だという印象を付けた。 
48 同前。 
49 「松本藩の廃仏毀釈」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、634頁。 
50 同前、645-646頁。 
51 同前、644-645頁。 
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前の行政について、各地方はそれぞれ藩より保護され、独立支配の性格が強か

ったからである。その後廃仏毀釈運動は段々収束して、政府は急激な神道国教

化政策を転換し、それを緩和な方向に向けて進めていった。 

 

 

第四節 神道国教化のための諸措置 

 明治維新によって誕生した新政府は、成立直後の慶応四年(一八六八)三月十

三日、祭政一致・神祇官再興を布告し、同月二十八日、神仏判然令を発した。

神祇を扱う最高官衙の神祇官は、当初は神祇事務科、次いで神祇事務局として

太政官の下位にあったが、祭政一致を実現するため、明治二年(一八六九)七月

八日、太政官から独立して全官衙の最高位に置かれ、名実とともに古代国家の

神祇官が再興されて、近代天皇制国家権力の宗教的権威の確立が図られた。新

政府の神祇官には、福羽美静・玉松操・大国隆正・平田篤胤・権田直助らの復

古神道家が登用され、明治維新の指導原理となった復古神道思想に立脚して神

道国教化を推進した。 

 神仏判然は、神社を支配していた仏教勢力を排除して、神社の中央集権的再

編成を行うための不可欠の前提でった。政府は、この措置を穏便に進めるよう

に布告したが、仏教勢力からの独立を積年にわたって求めてきた各地の神職や

復古神道家は、廃仏毀釈に実力行動を開始した。神仏の分離は、幕藩体制下の

仏教による精神的支配と退廃した仏教各宗の現実に反感を燃やしていた民衆

を巻き込んで、全国的な廃仏毀釈運動に発展ていった。 

 仏教の抑圧と並行して、新政府は江戸幕府のキリスト教政策を基本的に踏襲

したため、キリスト教の本格的な弾圧をした。明治新政府が明治元年（一八六

八）閏四月十七日に出した太政官達に52、捕縛された崎近郊の浦上村のキリシ

タン農民をいっせいに検挙して流刑に処することが示された。 

                                                      
52 「閏四月十七日 長崎近傍浦上村切支丹信仰ノ徒ヲ各藩ニ託保ス」、安丸良夫・宮地正人編

『日本近代思想大系 5 宗教と国家』427頁。 
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 明治三年(一八七〇)一月、大教宣布の詔が出され53、「大教」の名で、天皇

の古代的宗教的権威に基づく神道的国体観念と国民道徳の普及が強力に進め

られることになった。 

 神祇官の再興に始まる直線的な神道国教化政策は、明治四年(一八七一)半ば

に頂点に達し、社寺領の上知命令54、神社は全て国家の宗祀であるとの太政官

達が出され、全神社の公的性格が確定した。全神社の本宗と定められた伊勢神

宮は、「神宮御改正」と称して大教の本宗に相応すべく作り変えられた。全国

の大半の神社は中央集権的に再編成され、新たに支配機構の末端としての役割

を担うことになった。続いて七月、戸籍制度の宗教の側面から補完し神社を寺

院にとってかわらせる目的で、太政官によって氏子調が布告された55。戸籍一

区に一郷社とし、同区内の他の神社は郷社の付属として村社とする「郷社定則」

とともに「大小神社氏子取調規則」が設定され、守札を所持しない者や子供が

出生した場合には戸長を通じて氏神神社から守札（一般に「氏子札」とも称さ

                                                      
53 太政官布告「一月三日 宣布大教詔」、安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系 5 宗教

と国家』431頁。 
54 太政官布告「一月五日 社寺領現在ノ境内ヲ除クノ外上地被仰出土地ハ府藩県ニ管轄セシ

ム」、同前、436頁。 
55 太政官布告 第三百二十二 明治四年（一九七一）七月四日（明治六年《一九七三》をも

って中止） 

 今般、大小神社氏子場取調ノ儀左ノ通被定候事 

 規則 

一臣民一般出生ノ児アラハ其由ヲ戸長ニ届ケ必ス神社ニ参ラシメ其神ノ守札ヲ受ケ所持可

致事 

但社参ノ節ハ戸長ノ證書ヲ持参スヘシ其證書ニハ生児ノ名出生ノ年月日父ノ名ヲ記シ相違

ナキ旨ヲ證シコレヲ神官ニ示スヘシ 

一、即今守札ヲ所持セサル者老幼ヲ論セス生国及ヒ姓名住所出生ノ年月日ト父ノ名ヲ記セシ

名札ヲ以テ其戸長ヘ達シ戸長ヨリコレヲ其神社ニ達シ守札ヲ受ナテ渡スヘシ 

但現今修行叉ハ奉公或ハ公私ノ事務アリテ他所ニ寄留シ本土神社ヨリ受ケ難キモノハ寄留

地最寄ノ神社ヨリ本條ノ手続ヲ以テ受クヘシ尤来申年正月晦日迄ヲ期トス 

一、他ノ管轄ニ移転スル時ハ其管轄地神社ノ守札ヲ別ニ申受ケ併テ所持スヘシ 

一、死亡セシモノハ戸長ニ届ケ其守札ヲ戸長ヨリ神官ニ戻スヘシ 

但神葬祭ヲ行フ時ハ其守札ノ裏ニ死亡ノ年月日ト其霊位トヲ記シ更ニ神官ヨリ是ヲ受ケテ

神霊主トナスへシ尤別ニ神霊主ヲ作ルモ可為勝手事 

一、守札焼失叉ハ紛失セシモノアラハ其戸長ニ其事実ヲ糺シテ相違ナキヲ證シ改テ申受クヘ

シ 

一、自今六ケ年目毎戸籍改ノ節守札ヲ出シ戸長ノ検査ヲ受クヘシ 

一、守札ヲ受クルニヨリ其神社ヘ納ル初穂ハ其者ノ心ニ任セ多少ニ限ラサルヘシ 

右之通条ニ候条取調相済候ゲハ早々可届出尤不審ノ廉有之候ヘハ神祇官ヘ可承合候事 

 

 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、77-78頁。 
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れた）を受けることが決められた。江戸時代の寺請け制度をそのまま引き継い

だこの制度は、わずか二年半余りで中止されたが、寺院が寺檀関係によって民

衆の生活に根を下ろしていたのとは異なり、神社は個々の氏子とのつながりが

薄く、これはもともと無理な構想であった。神職の身分については、従来の世

襲制に代わって任命制が採用され、中央・地方の行政機関によってその地位を

保証されることになった。 

 こういう神道国教化のための一連の措置は、天皇崇拝を中心とする神道教義

によって上から国民を組織し、新政府の地歩の確立を図るべく執り行う、緊急

且つ重要な意義をする施策である。 

 

 

第五節 国民教化運動 

 明治四年（一八七一）八月、神祇官は太政官所管の神祇省に格下げられ56、

政府の宗教政策は、大きく転換し始めた。廃藩置県を経て権力の基盤を確立し

た天皇制政府は、旧習一洗・文明開化・富国強兵をスローガンに、一連の近代

化政策を実施した。明治維新以来、復古神道家が主導してきた祭政一致の急激

な神道国教化政策は、政府の新方針との矛盾を時とともに深めていった。明治

五年（一八七二）三月の神祇省廃止により、全国の神社・神官は仏教寺院・僧

侶とともに新たに設置された教部省において管轄され57、同年八年には神官は

すべて教導職を兼補することとなった。 

 教導職は「敬神愛国」「天理人道」「皇上奉戴・朝旨遵守」の「三条の教則」

の趣旨を国民に教化する役目を担った。また、国民教化の中央機関として東京

に大教院、地方の府県庁所在地に中教院、その他各地に小教院、伊勢神宮に神

宮教員が設置された。教化にあたる要因を確保するために無給の教導職が設け

られ、神官・神職はもとより、僧尼も順次教導職に採用された。やがて教導職

の採用範囲は、有志の者に拡大され、民間宗教の布教者、区長・戸長ら末端支

                                                      
56 太政官布告 八月八日 「神祇官ヲ神祇省ト改ム」。安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想

大系 5 宗教と国家』442頁。 
57 太政官布告 第八十二 明治五年三月十四日「神祇省ヲ廃シ教部省ヲ被置候事」。文部省宗

教局編『宗教制度調査資料』第二巻、87頁。 
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配層から俳優・講釈師・落語家に至るまで、およそ人にものを説く能力のある

者が総動員された。 

 教部省を中心とする国民教化運動の目的は、国民に天皇崇拝と政府への服従

の精神を植えつけるための、天皇制イデオロギーの組織的強制的な普及にあっ

た。同時に、この運動は、「三条の教則」を肉付けする教化の内容として提示

された「十一兼題」「十七兼題」58が示すように、文明開化の新しい生活信条

や産業技術などを含む、いわば上からの国民啓蒙運動ともいうべき側面を備え

ていた。 

 こうして神職とともに僧尼が奉仕する神仏合併布教が全国的に実施された

結果、維新当初の神仏分離の大方針は、わずか数年で崩れ去った。国民教化運

動の全面的展開とともに、神道側は、教義・布教技術・組織の各面における実

態の脆弱さを露呈し、神職は形の上では強化の主導権を持っていたが、各級教

院の経営は、実際には実力派の仏教側に完全に依存せざるを得なかった。 

 国民教化がもたらした、もう一つの局面は、民間宗教への禁圧の激化であっ

た。支配体制の枠から外れた宗教に対する禁圧は、新政府が江戸幕府から受け

継いだ宗教政策の基本方針であった。 

 

 

小結 

 倒幕と王政復古の実現によって誕生した新政府は、成立直後の慶応四年（一

八六八）正月十七日に、太政官のもとに七科をおいて政務を分掌したが、七科

の筆頭に神祇事務科が設置された。また、同年二月三日、官制改革のため、神

祇事務科を神祇事務局に改めた。そして、新政府は、一八六八年（慶応四）三

月十三日、祭政一致、神祇官再興の政令を布告した。同年閏四月二十一日には

                                                      
58 明治時代初期の大教宣布運動における、教導職の採用・進級試験の課題または学習目標と

して、明治六年（一八七三）教部省が発布した十一の項目である。十一兼題の内容とは、神

徳皇恩・人魂不死・天神造化・顕幽分界・愛国・神祭・鎮魂・君臣・父子・夫婦・大祓の各

説から成っている。同じ目的で同年大教院が十七兼題を制定した。その内容は文明開化の知

識に関する成人教育の諸問題で、皇国国体・外国交際・権利義務・政体各種・国法民法・富

国強兵など十七項目にわたった。両兼題を合わせて二十八兼題ともいう。平井直房「十一兼

題」、『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース）。 
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神祇官が設置され、翌年七月八日の官制改革では、神祇官はついに太政官の上

位に置かれるようになった。 

 一方、平田派の平田銕胤・矢野玄道、津和野派の亀井茲監・福羽美静らの国

学者・神道家は、祭政一致という共同目標を目指し、まず、慶応四年（一八六

八）三月から四月にかけて、数回の布告を総称する神仏分離令を発し、神社の

別当・社僧などの僧職者を還俗させ、神社に権現などの仏号や、仏像を神体と

することを禁止した。これによって長年に続いてきた神仏習合という信仰状況

に終止符が打たれ、既存の宗教形態に大きな変容をもたらした。 

 神仏分離令は直ちに廃仏毀釈を意味するものではないが、神道優位の気運の

下に廃仏的な雰囲気が高まり、廃仏毀釈運動を招くことになった。廃仏毀釈の

内容としては、寺堂・仏像・仏具・経巻などの破毀・焼棄、寺院廃合、僧侶に

対する立ち退きや還俗の強要が多かった。 

 ところが、実際に仏教はやはり大きな社会的影響力を持っており、神道のみ

を国教化することが不可能である。神祇官再興・神仏分離によって展開された

いわば神道国教化政策は、明治四年（一八七一）半ばまでは華々しい展開を見

せたが、同年七月十四日の廃藩置県を境として、急速に衰退の一途を辿ってい

った。そして、ついに明治五年（一八七二）三月の神祇省廃止、教部省設置と

なると、これまでの政策に大きな路線修正を加えることになった。教部省は、

仏教を含める全宗教を組織的に動員し、国民教化運動を進めた。教化の基準と

して、三条の教則（敬神愛国・天理人道の明示・皇上奉戴と朝旨遵守）を制定

した。 

 その後、地方における神職と僧侶との対立が深まるに連れて、この政策の実

効性を疑問視する声が高まった。明治八年（一八七五）年、真宗四派が大教院

を脱退し、信教の自由を求めた。こうして、国民教化運動は挫折に遭い、各宗

教の教化活動もある程度認められるようになった。 

 神道国教化政策の展開と破綻は、当時の歴史状況から言えば、かなり象徴的

なものであった。王政復古と御一新（明治維新）という二つの言葉に表わされ

たように、復古と維新が錯綜して、同時進行的且つ互いに牽制しあいながら展

開していったのである。維新政府は、設立当初から、この矛盾を抱えながら、

新国家の構築を進めていき、これらの神道国教化政策は結果として試行錯誤に
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終わってしまったのである。しかし、この試行錯誤をもとに、維新政府の宗教

政策はようやく天皇制宗教原理の枠内で、各宗教に対して、その信教の自由を

容認する方向に歩みだした。
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第四章 明治初期の護法一揆 

 明治初期、日本各地に起こった数多くの神仏分離・廃仏毀釈運動について、

既に多くの研究がなされている。本章では、とくに神道国教化政策を破綻させ

た真宗の役割に注目したい。そして明治初年各地の農民一揆について、単なる

護法的要素だけではなく、新政反対一揆の要素も入っていることを見逃しては

ならない。 

 明治維新以降、新政府が実施した各方面の大改革は、社会に大きい不安と動

揺を引き起こした。殊に幕藩体制のもとで貧困にあえいでいた農民層は、政府

の急進的な文明開化の政策に反感を持ち、ついに各地に農民騒動を起こすに至

った。護法一揆は明治初年に高揚する一般の農民一揆とは、その歴史的性格が

異なり、その実態について、本章では、明治初期真宗地帯の地域民衆による護

法一揆、明治四年（一八七一）三月上旬の「愛知県三河大浜騒動」、同年十月

の「島根県安濃・邇摩二郡一揆」、明治六年三月の「福井県大野・今立・坂井

郡一揆」を取り上げて、真宗僧侶・門徒の反応を中心に探究していくこととす

る。 

 

第一節、愛知県三河大浜騒動 

（一）騒動の背景 

 大浜騒動とは、明治四年（一八七一）三月上旬、三河国碧海・幡豆・額田郡

など西三河地方菊間藩管下の大浜領を中心に起きた真宗護法一揆であり、鷲塚

騒動、菊間藩事件とも呼ばれる。 

 十五世紀後半になると、蓮如上人（一四一五～一四九九）の三河進出につれ

て、三河地方の真宗信仰は大いに発展した。特に西三河では戦国時代に全国有

数の規模の三河一向一揆が起こり、昔から真宗信仰がこの地方に根付いている

と言えよう。 

 天明二年(一七八二)、駿河国沼津城主であった水野出羽守忠敬は、三河碧
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海・幡豆両郡1を領有し、碧海郡大浜に代官陣屋を設けて支配していた。明治

元年(一八六八)より、大浜地方が上野国菊間藩の管轄となり、大浜陣屋を大浜

出張所に改称した。 

 明治時代に入り、維新政府は王政復古・祭政一致を掲げ、神祇官を復興し、

一連の神道国教化政策を着々と推進した。明治元年（一八六八）三月に発した

太政官布告神仏分離令や明治三年（一八七〇）の大教宣布などの法令は、仏教

排斥を意図したものではなかったが、仏像・仏具の廃棄を神宮寺の社僧に抑圧

されていた神職が暴力的に行い、檀家制度のもとで、寺院に搾取されていると

感じる民衆がこれに加わり、各地に激しい神仏分離・廃仏毀釈運動が起きた。 

 こうした廃仏気運の中、政府の神仏分離令により寺院整理廃合が各地に行わ

れていた。当時、菊間藩大浜領近隣の岡崎・刈谷・西尾など各藩が、いずれも

時機を見て寺院統合を実施しようという風聞があった。それに対して、東本願

寺の護法所で学んだ若い僧侶は、東本願寺派の地盤である三河地方において、

「護法会」を組織した。指導者の碧海郡小川村蓮泉寺・石川台嶺と碧海郡高取

村専修坊・星川法沢との奔走で、護法会は成り立ち、擬寮司2同平席の者も多

く組織に参加し、ほぼ二百人の会員がいた。 

 

（二）事件の発端 

 明治三年(一八七〇)十二月、菊間藩より来任した少参事服部純3は明治政府

の方針に従い、村法改正を通して、勤労度と資産を基準に農民を上農・中農・

                                                      
1 碧海郡に十六ヶ村幡豆郡に五ヶ村、計二十一ヶ村は、大浜領と呼ばれていた。 
2 真宗東本願寺派の学階である。近世前期、東本願寺は学問研究機関「高倉学寮」を設置し、

その職員には監寮・知事・上首・寮司・擬寮司らがいた。柏原祐泉「高倉学寮」、『国史大辞

典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース）。 
3 服部純、通称弁之助、家禄高百五十石。明治二年（一八六九）十一月菊間藩少参事となり、

同三年(一八七〇)七月大浜出張所に赴任した。着任するや直ちに諸種の計画を実行しようと

するうち、本事件が勃発したため、その収拾に苦慮、明治四年(一八七一)七月帰県の令に接

して帰国、同月十八日進退伺を出したが、司法省よりは無罪の宣告を受けた。その後、新川

県に出仕したという。平松理英著『廻瀾始末』（明治二十三年刊）に、「服部某は若き時より

平田篤胤の門に入り、国学に心を止め、又師の志を承継きて、仏教を忌み嫌ふこと蛇蝎の如

くなるにぞ」と、服部が平田門人であると記載したが、平田篤胤及びその養子銕胤の門人録

には服部の名は見えない。また、『三河動揺実記』における威力院との対話の中に、「実ニ尤

モナルコト。予モ本居の書タルモノヲミテ、是ハヨカロウフト心得テ致シタコト」とあり、

「平田」の文字は見えない。恐らく服部純は平田門人ではなかったであると近藤恒次が指摘

した。威力院義導『三河国動揺実記』、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』

第十三巻：騒擾（三一書房、一九七〇年）667-675頁。 
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下農の三階級に分けて再編し、またすべての民衆を掌握するために、新たに五

人組みを組織し、伍長がそれを取り締まるという。藩はほかに三人の郷村取り

締まりを任命し、僧侶に対しても「僧尼取調係」を設置した。 

 さらに、「敬老会の開き、管下の高齢七十歳以上の者を旧陣屋に招待して饗

応し、民心を懐け、又藩士及び領民子弟の教育をなすに、新民序塾4といふ学

校を立て、村童教育短歌といふ勤王主義の字句三百三十四を編纂せしものを幼

童に教へ、年齢に応じて漢籍を授け、教師及び世話掛等周到の方法である。5」

とあるように、服部少参事は親民的な政策を展開した様子が分かる。また「領

民の階級を新製し、或は頼母子講に類したものを興して、公衆貯蓄ともいふべ

き事を計図して、着々励行し、一方には庄屋或は富豪を挙げ帯刀を許し、役名

を附し、各々任務に就かしめたり」6と書かれているように、服部少参事は新

しい政策を着々と進め、その敏腕ぶりを発揮していた。 

 上述した政策のほかに、服部少参事は宗教面においても、政府の神道国教

化・神仏分離の政策に沿って「天拝日拝」7や神前念仏の停止などの神道色の

強い政策を推進しようとした。 

 明治三年（一八七〇）一月三日、明治政府は国民教化を目的として、大教宣

布の詔を出し、「宜く治教を明らかにし、以て惟神の大道を宣揚すべき」8、つ

まり「”大教”の名で、天皇古代的・宗教的権威を中心とする神道的な国体観

念と国民道徳に基づく教化」9とのことを宣教使に命じた。維新政府の政策に

                                                      
4 現在の碧南市大浜小学校の前身である。「藩主水野忠敬管下ノ学事ヲ振興シ」て創られた旧

菊間藩領、三河国碧海郡大浜村学校では、明治二年（一八六九）、大浜陣屋内に藩校日新館

が設けられたが、明治四年（一八七一）に大浜村の西方寺境内に新民序を、各村に新民塾を

設置して同年二月に開校した。新民序・新民塾は、身分制を廃して士農工商の四民平等の学

校として開設された。前田勉「明治前期の『学制』と会読」（愛知教育大学、愛知教育大学

研究報告、人文・社会科学編、二〇一三年）61、21頁；「三河国 愛知県」、『日本歴史地名

大系』平凡社、ジャパンナレッジ、(オンラインデータベース)。 
5 田中長嶺「明治辛未殉教絵史」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、

345-346頁。 
6 同前。 
7 歴代天皇・天照大神の神霊を拝すこと。 
8 全文は以下の通りである。 

朕恭惟 天神 天祖，立極垂統；列皇相承，継之述之。祭政一致，億兆同心。治教明于上，

風俗美于下。而中世以降，時有汚隆，道有顕晦矣。今也，天運循環，百度維新，宜明治教，

以宣揚惟神大道也。因新命宣教使，布教天下。汝群臣衆庶，其體斯旨。（内閣官報局『法令

全書』明治三年、一九一二年）1頁。 
9 笠原一男・川崎庸之編『宗教史』（山川出版社、一九六六年）359頁。 
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従って、服部少参事は同三年十一月に碧海郡大浜村称名寺の藤井説冏、棚尾村

光輪寺の高木賢立ら二人の僧侶を教諭使に任じた。二人は各村を巡回して、民

衆に敬神愛国孔孟の教え、神前念仏の禁止、神前祝詞の読み習いなど神道の在

り方・作法、または、仏教との混交を避けるなどの事を指導した。当時教諭使

に民衆に教えていた日拝祝詞の内容とは以下のような文面である。 

 

  産土神
うぶすなかみ

乃
の

大前
おほまへ

爾
に
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や す き

表
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こひのり

白
まをす
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の り と

、此邑
このさと

表
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総
すべ

守
まもり

賜
たま

布
ふ
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うぶすなの
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乃
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御
み

前
ま へ

表
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慎
つ ゝ

美
し み

敬
うやま

比
ひ

夜守日守
よのまもりひのまもり

爾
に

守理
ま も り

幸閉
さ い は へ

斗
と

畏美畏美
か し こ み か し こ み

毛
も

拝美
を が み

奉留
たてまつる

10、  

 

 

しかし、元来真宗門徒を中心に行われていた社前での高声念仏が神前祝詞に変

更させられたことは、門徒の反感を買っていた。浄土真宗の根本聖典である『顕

浄土真実教行証文類』（略称：一般には『教行信証』）には、『般舟三昧経』を

引用して「自ら仏に帰命し、法に帰命し、比丘僧に帰命せよ。余道に事ふるこ

とを得ざれ、天を拝することを得ざれ、鬼神を祠ることを得ざれ、吉良日を視

ることを得ざれ。」11と記されている。開祖親鸞は「神祇不拝」を主張して、神・

仏を拝むことを徹底的に否定した。「神祇」とは、まさにこの「鬼神」のこと

を言う。また、室町時代の蓮如はその『御文』（御文章）12に、物忌をせず吉良

日をえらばず鬼神を祀らずと明記されている。そして、現世祈祷や迷信なども

真宗の教義に否定されている。門徒にとって、天拝日拝・祝詞（祈祷文）など

は、完全に浄土真宗の教義に反するものである。 

 また、もう一つの原因は、民衆は新政を強力に推進した少参事服部純を耶蘇

教の宣教使と勘違いしてしまい、上記の祝詞は耶蘇教の教えが含蓄されている

と思い込んだ。そして彼が派遣した教諭使は仏教僧侶でありながら、耶蘇を引

き入れようとするものであろうと13、当時民衆の中にこの噂が流れたという。

                                                      
10 辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、240頁。 
11 山折哲雄「親鸞における『内なる天皇制』化身土巻の魔的世界」、丸山照雄編『天皇制と日

本宗教』（亜紀書房、一九八五年）105頁 
12 蓮如は浄土真宗の教えの要義や信仰のあり方を手紙の形でわかりやすく門徒たちに伝える

ものである。 
13 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、651頁。 
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こうしたことから窺えるように、強制執行の新政に対する誤解とキリスト教に

対する恐怖心との結合によって、民衆は新政策に対して不安を抱えたことが分

かる。 

 さらに、事件勃発の導火線となったのは、寺院廃合寺の問題であった。明治

四年（一八七一）二月十五日服部少参事は、大浜内一般各宗寺院の僧徒を呼び

出して、宗教改革の一環である寺院の併合及び僧尼の制限について下問書を出

した。下問として出された十一カ条の内容は下記の通りである。 

 

  一、無檀無縁ノ寺院ハ年限ノ新古ヲ問ハス、合併スヘキノ論、可否如何、 

  一、合併令ルニ付テハ、住僧并ニ留守居の僧尼ハ、本寺引取ベキノ論、可

否、 

  一、本寺ニ差シ置キ難キ僧尼ハ、本寺申立次第生国ヘ可送屆、但、此ノ路

銀ハ、本寺ヨリ出スカ、又ハ生国ヨリ出スカ、藩ノ金庫ヨリ出スベキ

カ、路費出方、可否、 

  一、一向宗ノ寺院合併ノ節、家族ノ進退ハ、本寺ノ関係ナルヤ、或ハ其村

関係ナルヤ論、可否、 

  一、還俗帰農願出ノ向ハ、本寺申立ノ次第人物ニ依テハ可聞屆ノ論、可否、 

  一、御新政ノ御趣意ヲ奉体シ、本寺ニ於テ、合併行屆候様尽力可有之筈也、

然ルニ檀家ヲ無実ニ分配シ、本山ヲ欺キ、是迄末寺屆致シ来ル寺院且

無住ノ末寺等ハ、檀家多少ヲ算シ、虚実ヲ梭シ、合併ノ術行屆候様可

心掛也、又法類ニ於テモ、同断私利ヲ営マズ、至当公平ノ議ヲ起シ候

様、尽力可致筈也、此ノ理ヲ背キ、ナカマ申合ニ泥ミ、己ノ存意ヲ包

ミ、私論ニ渡リ、檀家ヲ鼓舞シ、法類ヲ頼ミ、無謂故障抔隠微ニ醸シ

成ス事後日顕レ候節ハ、本寺法類寺相違ナキニ於テハ、直ニ廃寺可申

達ノ見込、兼テ本省ヘモ申立置方可然哉ノ論、 

  一、深ク御政体ヲ考察シ、復古ノ御趣意ヲ奉戴スル時ハ、武門政権ヲ握リ

シ以来、開基ノ寺院ハ、本末共其前ヨリ在来ノ本寺ヘ合併スベキ論、

可否、 

  一、前件ネンゲンヲ以テ定ムベカラザルハ、檀家ノ数多少ヲ以テ合併定ム

ヘキ論、可否、 
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  一、檀家ノ数多少ノ論可ナランヤ、然レドモ、其数限幾許ヲ以テ可トナス

ヤ、或ハ曰ク十軒已下ヲ以テ合併スベシ、或ハ曰ク五十軒已下、或ハ

曰ク有檀合併行フ下ナランヤ、或ハ曰ク百軒已下檀家ヲ以テ、此ノ御

趣意ヲ奉ジ得ザルハ、檀那寺本寺法類等尽力未タ公平ナラザル処ニ出、

可否、 

   前論多端、尚是ヲ再考シテ、左ニ公義ヲ問、 

  一、無檀無録ト雖モ、一村ニ一寺院ヲ存シ、有檀有録ト雖モ、一村数宗数

寺混交村里ハ、檀家百軒已上已下ヲ区分シ、已下ヲ以テ之ニ合併令メ、

旧院寺格ヲ不問、村高戸籍ニ応シ、智識ヲ選ンテ国用タラ令ンコトヲ

要ス、私情ヲ去リ、公平ノ衆議ヲ待ツ、請答議アランコトヲ、 

  一、有檀ト雖モ、居邑ニ檀家無之、他檀家多キノ寺院ハ、其最寄同宗ノ寺

院ヘ合併シテ、至当可成、此議云何、 

   已上14 

 

上記の下問書について、主な内容は次のようにまとめられる。 

第一は、檀家の無い寺院は、古い新しいを問わず他の寺院に合併することにし

たらどうか。 

第二は、合併においては、僧侶を本寺に引き取ることにしたらどうか。 

第三は、檀家の数量によって、合併基準を決めること。たとえば、十軒以下、

五十軒以下、百軒以下のいずれかをもって、他の寺院と合併したらどうか。 

第四は、檀家がない寺院でも、一村に一寺を置くようにし、一村に宗派異なっ

た寺院が混在し、その数が百軒以下の場合は全て他の寺院と合併したらどうか。 

第五は、所在地の村に檀家がなく、他の村に檀家が多い寺院は、最寄りの寺院

に合併したらどうか、等の質問であった。 

 服部少参事は強制的に寺院代表に寺院廃合の請書を差し出させようとした

が、真宗僧侶にとって、廃合寺案は重大な案件で、僧侶には経済面での衝撃が

大きい。特に真宗は他の宗派とは異なり、寺院数が多いため、このような重大

事には即答できず、本山へ伺いの上にしたいと、藩に関わりのある西方寺・光

                                                      
14 辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、247-248頁。 
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輪寺に日延べ申し入れを依頼した。ところが、藩役人の高圧的な態度に押し切

られた西方寺・光輪寺は、すでに檀家数による統廃合の区切りを”百軒以下”、 ”

十軒以下合併可”と即答して、下問書に対し請書を出し、同意を示した。 

 当地の護法会の僧侶たちは、天拝日拝、寺院廃合などの重大な問題について、

夜を日にかけて奔走している。三月二日、暮戸会所15に会合し、その後、三月

四日、五日に、中心メンバーの蓮泉寺台嶺・専修坊法沢を含め、若い僧侶たち

は、天拝日拝、寺院廃合について何度も協議を重ねた結果、西方寺・光輪寺、

そして菊間藩の服部少参事に、命を捨てる覚悟で抵抗するとの合意を達した。 

彼等は三月八日に暮戸会所に会合するよう旨の回状を作成した16。そして、護

法会の中心人物はそれぞれ回状を以て各寺に回って護法の決心を述べ、同志を

増やせようと奔走し尽力していた。 

 

（三）一揆の勃発 

 三月八日に護法活動に参加する僧侶たちは暮戸会所に集まり、当日参集の僧

侶は百余名に及んだ。一刻も待たない寺院廃合の難件について、台嶺の提案と

しては、まず大浜に赴き、西方寺・光輪寺に詰問する上、当局に論議に及ぼう

という。僧侶たちは台嶺の提案に賛成するものが多く、直ちに連判帳を作り、

皆に署名捺印させようとしたが、その時、如意寺源致は「今騒ぎ立てると、却

って不利である。本山を経て堂々と出るのが得策であろう。もし今僧侶たちは

大挙大浜に赴けば、真宗僧侶が一揆を起こすと見られるかも知れない」と台嶺

の考えを論破し、堅くこの提案を止めた。そこで、如意寺源致の意見によって、

僧侶たちの意見は二分し、連判する人も少なくなった。 

 しかし、如意寺源致に反対されたにもかかわらず、台嶺の意欲は消えず、翌

曉七つ時(午前四時)に、台嶺は彼に賛成する僧侶三十余人と共に、暮戸を出発

して、大浜に向かって談判に赴いた。 

 暮戸を離れ大浜に向う途中、僧侶三十余人は桜井法行寺に立ち寄って、弁当

を開いて暫く休息した。途中から、門徒農民が三人五人と加わり、人数はだん

                                                      
15 現在の愛知県岡崎市暮戸町に置かれた東本願寺の布教所である。 
16 当時、三月八日に暮戸会所において耶蘇退治の会合があるという噂が流されたという。青

木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、652頁。 
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だん増加した。その信者に聞けば、耶蘇退治のためならば、我等も大浜へ行っ

て助勢に加えようと、こうやって人が集まってきて、人数がますます増えてい

って数十人となった。夜があけて三月九日、みなは米津堤に達して、米津龍讃

寺で休むことにした。 

 龍讃寺の境内に集まった群衆に対して、台嶺は暮戸会議の要領および西方

寺・光輪寺へ交渉に赴く次第を説明し、さらに粗暴の振る舞いを慎むことを懇

ろに諭した。そのとき、鎮撫方としてやってきた本證寺は、群衆の解散につい

て専修坊法沢を説得しようと両方は交渉を始めたが、うまく進まなかった。 

 一方、同日午後には、夜の用意に高張提灯を作るため、群衆の中に龍讃寺の

近傍の竹藪に入って竹を切り出した者がいて、ちょうど竹の太さが竹槍にする

のが手ごろなので、試みで竹槍を作った。他の人もこれを真似し、あっという

間に、竹藪が切り尽くされて、ほぼ全員が竹槍を携えるに至った。結局、日が

暮れて、降雨にもかかわらず、龍讃寺とその周辺に人は次々と集まった。鎮撫

の交渉を待ちきれぬ群衆は、龍讃寺を繰り出した。降雨に耐えられない群衆は

この日の夜に鷲塚村に到着し、東西蓮成寺、願随寺・遍照院で分屯した。 

 それを聞いた専修坊法沢や本證寺は早速鷲塚に戻ることを決めた。その間、

大浜出張所は、杉山少属及び四五人の随員を交渉の使として、鷲塚村の庄屋片

山俊次郎の宅へ遣わした。郡衆側は台嶺及び順正寺智山・円光寺順静・専修坊

弟翔雲・法林寺誓鎧の五名が談判の代表であった。両方は漸く対面し、談判を

始めた。出張所の使は、どうして人を集めてこのような騒ぎを引き起こしたの

か、その理由を訊問した。その訊問に対して台嶺は、 

 

  西方寺、光輪寺儀、寺院合併御下問に対し、一己の存寄にて相答候段、朋

友の信義無之、上排仏毀釈の基、本山へ下され御勅書にも違ひ難捨置、将

又、宗規に違ひ、天拝日拝神前祝詞等、諸人へ教導致し候趣、心得方如何

に付、両寺へ詰問及度、本証寺と専修坊両人、右一条に付僧尼取締御掛へ

出頭致候、其模様承候上、聢と御答申上度と述べ17 

 

                                                      
17 田中長嶺「明治辛未殉教絵史」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、

361頁。 
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と答えた。また、専修坊法沢は三か条の願意を書き取り、杉山参事に嘆願書を

持参した。嘆願書の内容は、 

 

一、宗風に有間敷神前の呪文天拝日拝等、浄土真宗門徒の者へは御禁止の

事。 

一、寺院廃合の儀は御見合に相成候様、御嘆願可被下候事。 

一、宗判18之儀は在来の通りの事。19 

 

の三点を申し入れた。台嶺及び七八名の僧侶は具に願意を杉山少属に繰り返し

陳述したが、杉山などは、ただ成らぬ出来ぬと答えるのみであった。其の中に

僧侶の数は次第に増やして、四十名近くとなり、加えるに鷲塚には信徒の集団

があって、声援をしている。九日も日が暮れて、集まってきた群衆の気勢が益々

上がり、「談判はまだぐずぐずしているか」と叫び、ついに、蓮成寺の鐘をつ

き始めた。住僧はこれを阻止しようとしたが、乱暴した人は聴かず、その撞木

の縄を切って、また麦打槌を以って乱打し、騒擾は極点に達した。夜に入って、

群衆は庄屋の宅を囲み、騒ぎ立てて示威運動を起こし、瓦や石を投げこみ、乱

暴狼藉に及んだ。 

 一方官員と僧侶の談判は終に破裂して、法沢らはいくら嘆願しても杉山少属

に聞き入れられなかったため、僧侶たちは一同席を立った。このとき、杉山少

属を含む官員の五人は、まさに袋中のねずみであった。談判の途中、交渉の成

立や騒ぎの鎮静の見込みがないので、杉山少属は既に杉浦秦五郎を西尾藩に遣

わし応援を求めたが、日暮れてもまだ返事が来てなかった。待ちきれない杉山

はさらに出張所に告げて処置を待つことを決めて、もう一人の随員杉浦普を派

遣することにした。杉浦は袴の裾を高く括り、襷をあやどり、後鉢巻をし、玄

関に現れたとき、群衆はそれ耶蘇が出たと一時に騒ぎ立てて、竹槍を杉浦に突

き刺したが、杉浦は刀を抜いて、無二無三に囲を衝いて、近傍の天満宮の石橋

の下に隠れて、辛うじて難を免れた。暴徒化した群衆は庄屋内に乱入し、杉山

                                                      
18 宗門人別改制を指すこと。 
19 平松理英著「廻瀾始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、270

頁。 
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は随員と共に刀を抜いて躍り出て逃れたが、一番後にいた随員の藤岡薫は、背

中が竹槍に突き刺されて転倒し、ついに暴徒に竹槍で突殺された。 

 暴徒は藤岡薫の首を挙げ、藁苞にして矢作川に流した。そして、三十余名の

僧侶は、無数の人を率いて大挙大浜に向かった。出張所は急いで勝呂少属、西

村春、角谷四郎などに農兵十余人を引率させて、鷲塚の村端で暴徒に遭った。

藩兵は群衆を狙撃して、負傷者も続々出たので、群衆はついに右往左往に散乱

し、当夜、藩兵は二十余人の暴徒を捕まえて、暴動は収束した。三十余名の僧

侶もまた逃れて自分の所属寺に隠れたが、岡崎・西尾・刈屋等の近隣諸藩の援

兵が続いて到着したことで、数百人の容疑者も逮捕した。三月十日深夜寺に戻

って関係書類を処分した台嶺、中核の幹部である専修坊法沢等をはじめ、全て

逮捕されて、同四年四月二十八日に岡崎の牢屋に移された。 

 

（四）騒動の収束 

 事件後の三月二十四日に、三河を領有する十二藩は大浜で会合し、善後策を

協議した。京都東本願寺も直ちに闡彰院嗣講及び長覚寺無量寺礒辺眞勇美等の

数人を現地に派遣して、服部純と交渉し始めた。その結果、服部は下記の三ヵ

条の書状を出した。 

 

一、朝日を拝する事は本より無之事に候也 

一、神前の呪文は祝詞の文也。此儀宗旨に背く儀ならば相止め可申候事。 

一、廃寺合寺の儀は致し申間敷候事 

右、件々の外、西方寺、光輪寺並びに当藩(大浜藩)までを耶蘇と申触し候

故、此儀を凡俗へ御諭し被下候様致度事20 

 

人心の動揺を鎮めるために、嗣講はこの三ヵ条を承知して、三河の各寺院を巡

回し、門徒農民へ説諭することとした。 

 また、同年六月二十五日、民部大丞渡辺清は三河の東本願寺派の寺院宛に布

告し、寺院取締を安休寺晃躍、取締助勤を正林寺浩然などの五人にし、五ヵ寺

                                                      
20 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、660頁 
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を任命した。翌日の六月二十六日には、さらに同じ東本願寺に対して、下記の

七カ条禁令を出した。 

 

  当国其派僧侶共、徒党ヲ結ビ、檀家ヲ煽動シ、去ル三月九日菊間藩管内ニ

乱入シ、暴動ノ始末、遂ニ吟味処、一々白状伏罪到候ニ付テハ、朝裁ヲ以

テ相当ノ御所置可被仰付候、此旨可相心得候、元来僧侶共、旧弊因襲ノ久

シキ、時運ノ転変ヲ不知、一己ノ欲情ニ拘泥シ、方向ヲ誤リ僧風ヲ失ヒ候

者不少、既ニ今般ノ如キ暴挙ニ立至リ、不容易ノ事ニ候、右等ノ義ハ、自

ラ破佛ヲ招キ、終ニ一宗ノ興廃ニモ関係候条、向後厚ク相辨ヘ、追テ御改

正マデ左ノ条目堅可相守事 

一、猥ニ私ノ集会致間敷事 

  一、法談講釈或ハ法用等ニテ数人ヲ集メ候節ハ、藩庁ヘ願出、差図ヲ可受

事 

     但時宜ニヨリ官員ノ監察可有之事 

  一、私用ノ旅行致間敷、仮令法用トイヘドモ藩県庁ヘ願出差図ヲ可受事 

  一、相對ヲ以テ檀家ヲ譲受候義致間敷事 

  一、何事ニ不依、肆ニ檀家ニ者ヲ使役シ、或ハ頼母子講抔ト唱ヘ或ハ寄進

ノ名義ヲ以テ、財貨穀財ヲ催促スル等、都テ下民ヲ悩シ候所業、致間

敷候事 

  一、私欲ヲ以テ檀家ヲ愛憎シ、妖言ヲ以テ民心ヲ蠱惑スル等ノ所業、致間

敷候事 

  一、不学ニシテ僧道ニ暗ク、且不行跡ノ者、住職不相成候事 

   右ノ通可相心得者也 

    明治四年六月二十六日 

               出張 

  民 部 省21 

 

上記に掲げたように、禁令が出された理由は「徒党ヲ結ビ、檀家ヲ煽動シ、去

                                                      
21 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、661-662頁。 



 

69 
 

ル三月九日菊間藩管内ニ乱入シ、暴動ノ始末」であり、僧侶に対する制限を加

えた。 

 さて、事件の調査と裁判について、まず、吏員藤岡薫を殺害した容疑者は数

人がいたが、中でも一番疑いがあるのは力士の榊原喜与七であった。牢中で数

日拷問を受けた喜与七はなかなか白状せず、罪を認めれば刑罰が軽くなると、

番人は喜与七に勧説した。結局、喜与七は自分の罪を認めて自白した。 

 一方、僧侶たちに対する審問が終了し、指導者の台嶺は死罪だという噂が漂

うため、騒動関係者の法友親友は台嶺の死罪を免れるよう内々に奔走し、藩庁

へ嘆願したが、受け入れもらえなかった。結局、同年十二月二十七日の朝、三

月九日の犯人を呼び出して、各々に罪状を申し渡した。台嶺は斬罪で二十九歳

として、即日に最期を迎えた。同じ一揆中心人物の法沢は淮流十年に処せられ、

そのほか三十余名の僧侶はそれぞれ差があり、各藩に引き渡され、徒刑あるい

は杖たたきの刑が執行される。また、俗人刑罰を処せられた者は九名、其の中

の一人、藤岡薫を殺害した榊原喜与七は絞罪の刑に処せられた。その後、山田

徹神（順正寺）・小林徹観（善證寺）・安藤順静（円光寺）・川那辺了順（城泉

寺）・星川法沢（専修坊）などの五人が獄死して、残り二十六人は刑期を終え

て出所した。 

 明治二十二年（一八八九）二月十一日勅令第十二号をもって大赦が行われた

ので、三十余人の罪名は悉く消滅した。そして、京都東本願寺は同年十二月五

日に、護法志士の蓮泉寺台嶺・専修坊法沢をはじめ、合計三十七名を追賞した。 

 

（五）農民の立場 

 さて、事件関係者の僧侶、円光寺安藤順静の手記には「我等には農民の合流

する意中が何を意味するか不明であった」22と書れていたように、この事件に

おいて、門徒農民は一体どのような立場で、僧侶中心の護法運動に参加したの

か。『廻瀾始末』には下記の内容が記されている。 

 

  新民塾創立以来、其の他にも、藩政改革の費用多端なりとて、頼母子講を

                                                      
22 柏原祐泉「明治初年の護法一揆に就て」『大谷學報』第二十八卷三、四號（一九四九年）67

頁。 



 

70 
 

取り立て、領内の人民に有無をいはさず、加入せしめ、下農水吞百姓にて

も、月々金二分を出させ、又人民の等級を以て上中下の十一段に分ち、村

の寄合はいふも更なり、冠婚葬祭何事にも、其の等級にて着席さする制を

立てける、資産に豊歉の差あれば、別家は本家の上席を占め、村の旧家と

称へられし家にても、産業豊富ならざれば、水吞百姓と同席せざるを得ず、

此の外旧弊一洗を名として、古式旧格を廃絶し、収斂益々苛酷なりしかば、

人民の苦情は常に絶ゆる間なく、時日いつか喪ひんと嗟する者多かりける23 

 

「月金二分の頼母子納金」「民衆階級の再編成」「真宗最勝寺の太鼓楼を献納さ

せて、学校新民塾を建設する」などから明らかなように、服部の新政は、民衆

の不満を募ったことが推察できる。 

 ところが、事件後の文書によると「菊間藩ヨリ上農・中農・下農ノ法ヲ出ス

モ良好ナルヘシトイヘトモ、管内ノ庶民イロイロノ不服ノ機アリ。ヨリテ大乱

ヲ引起スノ勢トナリシヤ」24、また「或は服部少参事に直接した人の説に、服

部は決して悪人ではない、又破仏家といふでもない、尊王主義の、至りて早分

かりの性質であつたが、当時のやり口が急激なので、人民の度に合はず、あた

ら手腕を挫折たるのみならず、汚名を鷲塚に残したのは、可惜事でありたりと」

25などの記述のように、一部の民衆にとって、服部が施行した一連の新政策は

必ずしも不適切なものとは限らない。さらに、当局者服部少参事が管内の農民

に対する合寺調査によれば、「百姓ノ申スニハ、タトヒ有檀ノ寺ナリトモ、一

村ニ二ヶ寺、三ヶ寺ハイラヌ事。サヨウノ分ハ合併可ナリ。無檀ノ寺テモ、一

村一ヶ寺ノ分ハ其儘オキタキモノト申候。」26とあるように、農民が廃合寺に対

して根本的に反対するではなかったことを示したと言わなければならない。当

時の時代背景を考えると、地域一帯の人心が動揺し、不穏な雰囲気に包まれて

いた民衆が一揆に身を投じるのも、恐らく無自覚的に流れに流されたかもしれ

ない。 

                                                      
23 平松理英「廻瀾始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻中、238頁。 
24 威力院義導「三河国動揺実記」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三

巻：騒擾、690頁。 
25 同前、650頁。 
26 同前、676頁。 



 

71 
 

 なお、服部は頼母子講を設置した理由について、頼母子講が鎌倉時代に始ま

り、江戸時代に流行した金銭の融通を目的とする民間互助組織であり、一定の

期日に構成員が掛け金を出し、くじや入札で決めた当選者に一定の金額を給付

し、全構成員に行き渡ったとき解散する27。従来、頼母子講は三河地方の有力

な寺院経済の基礎の一つであり、その経済的負担は、門徒農民の負うところで

あった。菊間藩は新しい頼母子講を設置し、自ら講を運営し、民衆に加入を勧

誘した理由は、講を通じて明治新政府に経済奉仕させるとともに、農民支配を

寺院から藩へ移動させることを図ったと考えられる。 

 

（六）廃合寺問題 

 明治元年、明治政府は神仏分離の推進にあたり、その趣旨が排仏でないこと

を真宗各派に諭達した。また同四年には寺領上知を断行したが、どちらかとい

えば寺領を経済的基盤としない真宗の場合は、その打撃が少なかったという見

方もできる。しかし、実際に地域の真宗僧侶や門徒が受けた排仏の衝撃は、決

して軽微なものではなかった。 

 真宗僧の妻帯生活に伴って、各寺院は特定の家によって相続され、世襲制に

よる真宗の僧職の固定化が見られる。そして、寺領・寺田などを持たない真宗

寺院は、その経済的な維持方法が門徒の葬祭や法要における布施などに依存し

てきたのである。したがって、廃合寺に際し、最も苦しんでいたのは真宗の僧

侶であり、最も檀家維持を積極的に図ろうとした宗派は真宗である。 

 一揆側の嘆願書には「宗判之儀は在来の通りの事」と主張している。宗判と

は宗門人別改制を指すことである。要するに、旧来の檀家制度の維持を図るこ

とを意味している。僧侶は世襲的に同じ寺院に住んでいるため、他のところに

移住することは経済的に難しいと思われる。それは収入のほとんどが、檀家か

らの布施に頼っているからである。それとともに、代々地元に住んできた僧侶

と真宗信仰が深く根付いた農村の檀家との間に、密接な関係があった。 

 真宗僧はその妻帯生活に伴って、各寺院は特定の家によって相続され、地域

の名望家としての地位を培ってきた。真宗の宗教活動の独自性の具体的内実と

                                                      
27 「頼母子講」、『デジタル大辞泉』小学館、ジャパンナレッジ、（オンラインデータベース）。 
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して、法談･説教など、日常的な宗教活動を他の宗派よりはるかに活発に行う、

などの特色をもっていた｡そして、こうした事情のため、廃仏毀釈が始まると、

これら末寺僧こそが地域を代表して護法のために奮闘することになった｡それ

は、地域社会の要請に応えた行為でもあったし、自らの存在価値への問いかけ

でもあったろう。 

 

第二節 島根県安濃・邇摩二郡一揆 

 

（一）騒動の背景 

 現在島根県西部の石見地方に該当する旧石見国は、明治四年（一八七一）十

月に（当時浜田県）安濃郡・邇摩郡両郡下における、真宗僧侶が農民に呼びか

けて起そうとした百姓一揆で、事前に発覚され不発に終わった。 

 江戸時代の石見は、銀山領、浜田藩、津和野藩に三分された。石見地方は真

宗を篤く信仰する地域であり、明治九年（一八七六）の「島根県史料」には、

石見国について、「又本國ニ於テハ従来真宗ノ教派頗ル旺盛」28とあり、「石見

門徒」と称せられた。また、石見国の各地域における真宗寺院が占める率を、

「邇摩・安濃・那賀郡は四十～五十％」、「美濃・鹿足郡は五十～六十％」、「邑

智郡は七十～八十％」29と示している。近世初頭、銀山領を中心とする石見東

部に、浄土真宗が伝播し、石見門徒と呼ばれる強固な地盤を形成したことは注

目される。慶応二年（一八六六）長州再征のとき、親藩浜田藩は長州軍の攻撃

を受け、藩主は逃亡、城は炎上した。一方、津和野藩は長州に好誼を通じたの

で、明治新政府のもとで藩主亀井茲監、藩士福羽美静・大国隆正など人材が活

躍した。 

 津和野は古くから神仏への信仰が厚く、多くの社寺があったが、幕末の神葬

祭復興の気運が高まる中、藩主亀井茲監自らが慶応三年(一八六七)五月、『社

寺御改正御趣意書』を発布し、神社については、吉田家の免状を持たない神社、

寛政以後に新設された神社、祭神の詳らかでない神社は破却、または旧村社に

                                                      
28 「島根県史料」、竹内利美・谷川健一共編『日本庶民生活史料集成』第二十一巻：村落共同

体（三一書房、一九七二）所収、401頁。 
29 有元正雄『真宗の宗教社会史』（吉川弘文館、一九九五年）189頁。 
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併合することとされた。また、寺院も無住職の寺は廃絶し、路傍仏像は寺院に

移した。さらに神仏混合が禁じられ、葬祭は神道による「神葬祭」に、また、

祖先を神道によって祭る「霊祭」の二式の祭式が制定され、各社寺に諭達され

た。一般の領民に対しては「おさとし書」として木版刷りで印刷され頒布され

た。  

 これにより藩主の菩提寺であった永明寺をはじめとする各社寺の寺領は没

収された。それによって藩士も菩提寺との関係を断つことになり、寺院は相当

の打撃を受けたようであった。しかし、一般領民は全く神葬祭を受け入れたわ

けではなく、葬式の際に出棺前に僧侶を呼ぶなど、なお仏教に頼っていたよう

であった。  

 明治に入り、キリシタンの改宗受け入れなどの宗教弾圧が続くが、明治四年

(一八七一)に藩主亀井茲監が『廃藩の建議書』と辞表を朝廷に提出、廃藩置県

によりこれまでの宗教政策は終焉を迎えた。明治五年には藩校養老館も廃校と

なり、その後仏教に対する弾圧も次第に収まっていった。 

 一方、浜田地方でも石仏の首が叩き落されたり、堂社が壊されたりすること

があったが、明治四年（一八七一）十一月、浜田県では次のような通達を管内

へ示達している。以下は一部の抜粋である。 

 

  朝廷におかれても廃仏のお考えは更に有らせられず。僧侶も素より王臣で

あり皇国のために一層心がけ候様、申論すべしとの事に候条、寺院一同ど

の考えを持って檀家の者達えも申諭して御法令は勿論、仏戒宗律を一層堅

固に寄り御国恩に報いるよう心掛けるべく管内の寺院え示達すべし30 

 

このように、浜田県に対して、分離令は廃仏ではないと、石仏を壊すことに注

意せよとの命令を与えている。 

 

（二）事件の発端と経緯 

 明治四年（一八七一）、神道国教化の推進にあたり、政府は地域の大小の神

                                                      
30 金城町誌編幕委員会『金城町誌：第三巻行財政続編・宗教編』（島根県那賀郡金城町、一九

九九）990頁。 
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社を取り込んで、伊勢神宮を頂点とする神社の体系的な序列化を進めた。政府

はまず四年五月に、神社を神祇官所管の官社と地方官所管の諸社に大別し、諸

社に府社、藩社31、県社、郷社の社格を設けた。ついで同年七月には、とくに

郷社について、戸籍法に基づく戸籍区（およそ千戸）に一社を置くという、具

体的な選定基準を示し、他の有力な神社は村社とする方針を打ち出した。 

 さらに、これと並んで「大小神社氏子取調規則」を同時に公布し、郷社や村

社に列格した神社から、当該戸籍区の戸長を介して、すべての人民に氏子守札

を発行することにした。いわゆる、氏子調、氏子改め制の導入である。その主

の内容は、出生児あれば戸長の証書をもって神社へ参り守札を受けること、他

へ移転の時は管轄地神社の守札を別に受けること。死亡した者は戸長を通じて

守札を神官に返すこと。六年ごとに戸籍改めがあるとき、守札を出し戸長の検

査を受けること、などである。このように、郷社・村社は、氏子改めを行い新

たに導入される戸籍制度を補完するという、きわめて行政的な役割を担わされ

たのである。このシステムは、江戸時代に寺院が担った寺請・宗門改め制に似

たところがあった。守札の授与を通じて戸口が把握されることになっている。 

 ところが、戸籍編製の作業が実施された明治四年（一八七一）八月になると、

門徒や真宗僧侶の間に寺請証文に変わる氏子札制度に対して不満が起こって

いる。浜田県那賀郡でも反対の動きが見られ、広島県側にも連絡をとって一揆

を起こす相談が始まっていた。そうした情勢のなかで、安濃郡東用田村（大田

市）蓮教寺住職の唯行は、報恩講の集会を利用して一揆の計画をもちかけ、安

濃・邇摩両郡では、十月十一日の夜 五ッ時に各村を同時に出発して、大森・

大田を目指して強訴するようにと、農民に呼びかけた。しかし、この一揆計画

は事前に発覚し、唯行など七名が捕えられて終わった。 

 

（三）事件の原因 

 この一揆が計画された原因について、まず、一揆勢の主導唯行が作成した一

揆廻状の内容を示そう。 

 

                                                      
31 同年七月、「廃藩置県」により消滅された。 
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一、守札社人共仕出致スモノ、此後ニウチハラヘノ事。 

一、是マデ石仏カタキノ事32。 

一、古帳役人33ヲカタキ取ル事。 

一、ホツトウセンギ34ノ時ハミナ一同ト申事。 

一、シンメイヲヲシマズノ事。 

一、畑方上納四割増ノ義ハ不承知ノ事。 

一、手道具ノ儀ハ竹ヤリ持出行ノ事。35 

 

とあるように、一揆勢の主張は、神官からもらった氏子調をすてること、道端

の石仏を破毀したものを仇討ちすることという門徒としての要求のほかに、戸

長役人の征伐とか、畑方年貢四割増徴に反対することなどの内容が記されてい

る。この廻状の中で特に注目すべきは、「畑方上納四割増ノ義ハ不承知ノ事」

という部分である。また、邇摩郡大国村百姓頭の順吉郎の口供は以下のように

記されている。 

 

説得ノ意味至極尤ノ次第トハ存込猶倩相考候ニ、先般畑方上納定一石代銀

六十匁ノ處、其節ノ相場ニテ金一両ヲ以相納来リ、十貫文替ニ相成、其後

一昨巳年銀名目被廃一両拾貫文替ニ相成、一石代六貫文ヲ以テ上納致シ居

候ニ付、下方莫大ノ助リニモ相成候ノ處、此度者又銭相場ニ不拘一石代一

両ヲ以、前ノ通上納可致樣相成、夫ニテハ下方百姓ノ難澁彼是ト不平申立

候折柄、素ヨリ佛道滅亡邪宗入交リ候樣ノ儀ハ何レ迄モ不承知旁々ニテ終

ニ同意可致旨約定36 

 

前近代、つまり江戸時代の貢租は現物納を原則とするが、畑地では納入すべき

石高を貨幣に換算して納めるという石代納が一般的であった。こうした貢租制

                                                      
32 石仏破壊者の意。 
33 戸長役のこと。新政府の政策の地域での推進者として、戸長層が明治初年の農民一揆の攻

撃対象となった事例は多い。  
34 発頭詮議。一揆の発頭人の取調べ。  
35 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、127頁。  
36 同前、129-130頁。 
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度は、明治に入ってからも一八七三年（明治六）の地租改正までは基本的には

江戸時代の制度を踏襲していた。一石代銀六十匁とは、納入すべき石高一石に

つき銀六十匁に換算して貨幣で納入することをいう。しかし、この事件におい

て、明治政府は当時の銭相場を無視し、一石代を六貫文から十貫文に値上げ、

四割ほど増税した。つまり、農民の立場から見ると、石代上納が四割も増える

ことは非常に重い負担であり、多くの農民の反感を招いたことは想像するに難

くないだろう。さらに、上に挙げた順吉郎の口供が如実に示しているように、

農民にとって、経済的な要求が最も重要なことで、恐らく信仰よりも、むしろ

経済問題のほうが優先的に考えられている。だから、石代納問題に対して大き

な不満をもっていた農民は、信仰を媒介として、維新政府の諸政策への不満を、

護法一揆に上乗せするに至ったのである。 

 一方、主謀者は安濃郡東用田村の一向宗蓮教寺住職であるが、取り調べ口供

書で彼は反対の理由をこう述べている。 

 

私儀当八月戸籍人員調御改革相成御布令有之由…先ヅ家別ニ番號ヲ掛、小

児出生ノ時ハ産土神ノ社人共ヨリ守札ヲ請、是迄仏法ニテ仕来ノ宗判等ヘ

ハ関係少ナニ相成候哉ニ有之、然ル上ハ自然仏道モ相衰候姿ト相見ヘ、乍

去千余年相続ノ仏道、自今相衰候樣ノ儀ヲ徒ニ相侍候樣ニテハ職掌不相立、

殊ニ近年所々ノ石地蔵ノ首ノ何者ノ所為歟大概打落シ、……下民ヲ煽動シ

テ一揆ヲ起シ、先ヅ此度ノ戸籍調ヲ打破。37 

 

また、以下のような内容もある。 

 

此頃西方益田辺ニテ右番号札38ヲ掛、守札ヲ受候処、自ラ仏法ガ嫌ニナリ、

終ニハ仏像・仏具ハ取除ケ仕舞置候ノミナラズ、川ヘ流シ、焼捨、甚シキ

ニ至リテハ不浄所ヘ投捨候モノモ有之由、是全ク邪宗ノ所為ニ有之由、其

邪宗益盛ンニ相成候ヘバ、人ノ死タルハ銘々ノ勝手ニ川ヘ流シ、又ハ山ヘ

負捨ルト申ヨウニナリ、然ル上ハ獣類ト同ジモノニ相成候趣ニテ……生甲

                                                      
37 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、125頁。 
38 戸籍の番号札を指すこと。 
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斐モ無之仕合……。39 

 

上にあげた二つの資料は、「殊ニ近年所々ノ石地蔵ノ首何者ノ所為歟大概打落

シ」40、「仏像・仏具ハ取除ケ仕舞置候ノミナラズ、川ヘ流シ、焼捨、甚シキニ

至リテハ不浄所ヘ投捨」41という激しい廃仏毀釈運動の気運の中で、「此度戸籍

法ノ儀ハ全ク邪宗入交ノ基本ニシテ、自然仏道モ破滅致（す）」42と記述されて

いた。恐らく他の僧侶の中にも同調の思いがあったと想像される。そして、江

戸時代以来、権力側に体系化された寺請制度（檀家制度）により仏教は優位を

過ごしてきたが、氏子調べの実施によって、寺請だった仕事は神社に移される

ようになった。神道に仕事がとられた僧侶にとって、維新政府が出した「氏子

調」という新たな戸籍制度を「邪宗入交」43と見なされ、仏道の破滅をもたら

すと意識されている。そこで真宗僧侶の唯行はその護法的な立場から、邪宗の

浸透を防ぐため、「頭百姓順吉郎ト申モノ兼テ仏道帰依ノ者ニ付、同人ヲ招（い

た）」44と一揆を企てたという。 

 寺請制にかわって、民衆を強制的に氏子と位置づけることによって、神社に

結びつけようとした。しかし、それが僅か二年余で廃止され、同六年五月二十

九日太政官布告第一八〇号の発布により中止となった。因みに、宗門改制も同

六年キリシタン禁制の高札撤廃によってようやく取り止めになった。 

 一方、前記の取調口供書から、真宗僧侶や門徒は、神道関係の氏子調の実施

や守札の授与、さらに「邪宗」であるキリスト教の浸透が仏教を衰退させてし

まうという不安を抱えていることが窺える。なお、同取調口供書によると、こ

うした戸籍調査は人間や牛を外国人にやるための制度だという風聞も広まっ

ていた45という。それは、恐らく当時の民衆は、強権的な開化政策と異人の奇

怪な風聞が結び付いて、人々の意識の深層に不安や恐怖をもたらした。 

                                                      
39 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、126頁。 
40 同前、125頁。 
41 同前、126頁。 
42 同前、125頁。  
43 キリスト教の浸透を指すこと。 
44 安丸良夫・宮地正人校注、前掲書、125頁。 
45 同前、132頁。 
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（四）門徒民衆と真宗寺院との関係 

 従来、日本における真宗側が起こした権力への反対運動は、何れも真宗の僧

侶と門徒民衆とが合流して行ったものである。明治初期の神仏分離・廃仏毀釈

への抵抗運動の中に、特に真宗の場合に限って、それが強い護法一揆までに発

展した原因は何であろうか。では、まず門徒民衆と真宗寺院との関係を一瞥し

ておきたい。 

 有元正雄氏は、西日本門徒地帯で熱心な信仰の持続をもたらした要因の一つ

に小寄り講ないしそれに準ずる組織の強固さをあげており46、また北陸門徒地

帯についても、小地域単位の講中（御寄講）の結成が、信仰の強固な持続がな

された主要な要因であるとしている47。講というのは、奈良時代には経論を講

説する法会を意味したが、平安時代になると、これが転じて信者が毎月一定の

日に集まって法義を讃嘆する会合の意味となり、鎌倉時代に入り、これらの信

者の集団をも講と称して広く民間に行われるようになった。講の集まる場所は

道場といい、有力な農民の家もしくは公の道場などが使われていて、村落全体

の門徒の総意により共同で維持運営される。こうした関係を「惣」といい「惣

有とも」いって村落共同体の基盤をなしている。つまり、真宗門徒の信仰生活

は、中世以来、村や小地域ごとに設けられた道場を中心に展開したといっても

よい。 

 講の本来の意義は、門信徒が互いに信心を深め合うことであって、浄土真宗

本来の同行同朋48の精神を継承することにあったが、それが門徒の結集の中核

になり、戦国動乱期には、次第にその性格のうえに、門徒等の村落生活の憩い

の場としての性格も加わり、やがては彼等の生活の不満のはけ口の場となり、

これが行動に転化して一向一揆の蜂起となって現れた。 

 一方、真宗門徒の宗教意識について、同取調口供書には、以下の記述がある。 

                                                      
46 有元正雄『真宗の宗教社会史』、吉川弘文館、一九九五年、190頁。 
47 同前、180頁。 
48 親鸞聖人は「弟子一人も持たず候」と言われ、浄土の教えを聞く人々のことを「御同朋・

御同行」であると呼ばれた。これは、阿弥陀仏の教えを学ぶ人は、師匠と弟子の関係ではな

く、みんな等しく仏のもとで救われていく存在であるということである。すべての者を救い

とろうとする仏においては、親鸞も他の人も一緒であるという意味が、この言葉に込められ

ている。 
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先般戸籍人員調御改革、家別番号札ヲ掛、産土神ノ社人ヨリ守札ヲ請候 

樣御布令相成候処、以来ハ仏法ニテ仕来ノ事モ薄ク相成候樣被考、私儀一

向宗ノ儀ニ付祖師ノ教ヲ伝ヘ聞候ニ、神社ニテ祈祷等致候事ハ決テ無之ト

ノ事ニ兼テ相心得居候処、前条ノ通リ社人ヨリ守札ヲ請可申ト有之、左ス

レバ我宗旨ニ背キ候樣ニ有之。49 

 

上記の内容には、神社に祈祷などのことは真宗の教義に違反するとして否定さ

れている。鎌倉時代の浄土真宗の開祖たる親鸞（一一七三～一二六二）は諸神・

諸仏への現世利益的な祈祷を明確に否定しており、こうした態度が後の真宗に

も受け継がれ、真宗門徒の特徴づけるべき宗教意識となった。室町時代の浄土

真宗中興の祖と称せられる蓮如は「諸神・諸仏・菩薩等」を軽んじてはならな

いと繰り返して教示したが、それが領主や他宗とのトラブルを回避するためで

あった。しかし、真宗は一般的に神祇不拝の傾向が強く、伊勢神宮やその他の

神社の御祓を断ったり、初穂銭の徴集を拒否したりしていたため、他の宗派と

は明確に一線を画した存在であるとされる。 

 

第三節 福井県大野・今立・坂井郡一揆 

 

（一）騒動の背景 

 明治六年（一八七三）三月、敦賀県下の大野・今立・坂井三郡下で、三万以

上が出動する、真宗門徒の大一揆が勃発した。そもそも越前は真宗の金城鉄壁

とも言われ、真宗地帯と言えば直ちに想起される程であり、天正年間に起きた

越前一向一揆は、時の権力者織田信長を苦しめたことも周知の通りである。明

治十三年（一八八〇）の統計でみると、福井県下の寺院総数は一八二〇、その

中に、浄土真宗は九八四、半分以上の寺院が真宗に属する50。これに加えて、

                                                      
49 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、130頁。  
50 福井県史統計編 付録 統計データ 寺院、住職

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/tokei/hyou(Excel)/600hyo.xls）

2013.12.12参照。 
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真宗の場合は寺院の末に道場が存在していたことを思えば、その勢力は絶大で

あったといえる。 

 明治初年以来、維新政府は神道を基軸として展開した「神道国教化」政策に

より、神仏分離・廃仏毀釈運動が全国的に誘発された。越前での廃仏運動のう

ちとくに顕著な具体例として、大野郡石徹白村51が挙げられる。同村では、明

治二年（一八六九）四月二十七日夜の廃仏沙汰で、神社前の河原に、社内の仏

像を持ち出して打ちくだき焼き捨てたが、その後「焼跡の仏像の御手やら、御

光やら、焼け残りを拾ひ持来る人もあり」52という有様であった。こうした廃

仏運動に憤慨した地域の民衆の上村五郎左衛門・須甲磯右衛門らが、同年秋に、

はるばる京都の本願寺に「出訴」するために出向いた。次いで、全国の諸藩で

強引に実施された廃合寺問題については、明治四年（一八七一）、福井藩にお

いて、天台宗四二、浄土宗一〇、真言宗九、曹洞宗七、日蓮宗七、臨済宗五、

黄檗宗二、時宗一、真宗一の計八四か寺を「無禄無檀」の寺院として廃合処分

とか53、また同年白山修験道の拠点であった平泉寺では、本坊の賢聖院の住職

義章によって仏堂・仏像・仏具などの廃仏が行われ、寺号が捨てられ、白山神

社に改変されたとか、こうした強引な「神道国教化」政策に起因する廃仏毀釈

や廃合寺問題は、政府に政策の路線を変えさせた。従来の過激路線を調整とし

て、明治五年（一八七二）三月、政府は神祇省を廃止して、教部省を新設した。

神祇省時代の宣教使に代わって、教導職を置き、その下に教正・講義・訓導な

ど十四級の制を定めた。そして、神宮祭主近衛忠房・出雲大社大宮司千家尊福・

東本願寺光勝・本願寺光尊以下神官僧侶の有力者が教正に任命され、他には国

学者・神官・僧侶・民間の有識者・芸能家など多様かつ多数の人々が教導職と

して選ばれた。 

 教導職というのは、「一、敬神愛国ノ旨ヲ体スベキ事」「一、天理人道ヲ明ラ

カニスベキ事」「一、皇上ヲ奉戴シ朝旨ヲ遵守セシムベキ事」54という同年四月

                                                      
51 現在の岐阜県郡上市・福井県大野市に該当する地域である。 
52 「石徹白村神仏分離書類」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下、904

頁。 
53 『福井県史』通史編 5 近現代一

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T5/T5-0a1-02-05-01-03.htm）

2013.12.12参照。 
54 「三条教憲附教導職学爵建設ノ大意」『太政類典』2編 250巻、国立公文書館 デジタルアー
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二十三日に発布した「三条教則」を中心として、民衆に国民教化を行った。最

前線に立った教導職は、明治政府の強力支配を推進する一翼を担ったのである。 

 当時、事件の舞台となった敦賀県、その配置下の教導職の分布について、神

官は三三人（越前国一八人・若狭国一五人）、僧侶が七六〇人（越前国五一九

人・若狭国二四一人）計七九三人を数えるが、全国平均では、神官が全体の約

六〇パーセントであるのに対して、敦賀県では、僧侶が九六パーセントという

圧倒的な比重を占める55。この数字から、敦賀県における教導職体制の推進に

あたって真宗寺院の協力が不可欠であるといえよう。 

 

（二）石丸八郎の発言による波紋 

 教部省の教導職として、敦賀県に教化方針を徹底したのが、今立郡定友村56の

唯宝寺（西本願寺派）出身で、教部省十一等出仕の石丸八郎であった。彼は明

治五年(一八七二)七月教導職に任用され、翌年明治六年(一八七三)一月に帰省

した。同年一月六日、石丸八郎は岩本成願寺における「石丸発言」は、僧侶の

みならず、門徒農民層にもかなりの動揺を与えた。「本県出張所へ差出候始末

書」57によると、石丸は、「唯宝寺五尊は大滝村成願寺方へ預け、家内諸共東京

私宅迄引越し」との届を出した。また同一月十五日、「明日早朝岩本成願寺方

へ御出合下されたく候」という内容の回文を差し出し、その回文は今立郡岡本

の各寺に回ってさせた。翌十六日、岩本村成願寺に集まった十四ヵ寺の僧侶達

に、石丸は「敦賀県は当地の社寺に小教院を設立し、いずれ官員を派遣する予

定だが、とりあえず成願寺を仮教院と定める。そして、小教院を創立した際に、

第一に村々町々の氏神を安置、第二に諸寺院の仏祖を安置、第三に教導職を集

め、四方に長屋を建てて家内眷属を同居させる。次に宗名及び門徒同行の名称

を廃して『三条宗』と称し、『三条の教則』を教導職によって徹底させること

にする」等と発言し、教部省の教化方針を伝えた。 

                                                                                                                                                        
カイブ所蔵。 

55 『福井県史』通史編 5 近現代一、

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T5/T5-0a1-02-01-05-01.htm）

（2014年 1月参照）。 
56 現在の福井県越前市にあたる。 
57 金森顕真編「越前暴動一件」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下、

754頁。 
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 しかし、寺院側は石丸の発言に対して、早速同月十八日には松尾村善休寺、

十九日は栗田部道場で会合して協議した。僧侶側が最も危惧した廃合寺問題は、

直接彼等の生活を脅やかし、僧侶側が自分の生存権を守るために、門徒農民に

石丸のことを「耶蘇ヲ勧ムルナリ」、「石丸発言」が「耶蘇」の教法であると宣

伝して、耶蘇嫌いの檀家農民に煽動的な言葉を説き聞かせた。当時今立郡には

不穏な空気が漂っており、混乱はいつ起きてもおかしくない、との状況は次の

文面から窺い知れる。 

 

  且ツ今日ノ暴挙実ニ一朝一夕ノ事ニアラズ、既ニ去ル一月頃ヨリ萌芽醸成

致居候処、…(中略)、当時既ニ沸擾ノ形勢相成リ不容易次第ニ候所、幸ヒ

出張官員居リ合セ、懇々説諭ニ因テ其場ハ直チニ静穏相成候ヘ共、兎角人

心騒然ノ際忽余焰大野郡江傳播シ、頃日ノ騒乱ニ及ベリ58 

 

このように、出張官員の説諭がなければ、一揆が爆発する可能性も高いという

当時険悪な情勢が察知される。そして留意すべきことは、「人心騒然」の不穏

な情勢は急速に今立郡近隣の大野郡に波及したことである。 

 このような雰囲気のなか、今立郡の情勢を耳にした大野郡上据村最勝寺(本

願寺派)住職の柵専乗(当三十八歳)、友兼村専福寺(真宗高田派)住職の金森顕

順(当四十一歳)、上据村上層農門徒の竹尾五右衛門(当二十八歳)三名を中心に、

二月二十日に凡そ四十三ヶ村の代表は寄合し、護法連判の協議をしていた。同

月二十七日に凡そ六十五ヵ村は友兼村専福寺へ連判状を持参す。 

 事件後の竹尾五右衛門の口述書によると、「耶蘇宗に不立入候様、相防法談

御免の義」を出願し、「福井御支庁ニテ御採用無之候ハヽ、本県ハ勿論東京迄

も罷出、其節ハ仏号ノ籏ヲ立銘々竹鎗等ヲ携罷出候様下致約定致シ、就テハ

村々連判致シ置一人ニテモ捕縛被致候ハヽ、南無阿弥陀仏ノ籏ヲ立銘々竹鎗其

外携可押出評議ニテ其場ヲ引取」59と示したとおり、要するに、石丸を「耶蘇

宗の者」とみなし、「耶蘇」の侵入には、村ごとに「南無阿弥陀仏」の旗を押

                                                      
58 三上一夫校訂「明治六年三月暴動始終奏上簿」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史

料集成』第十三巻：騒擾、750頁。 
59 同前、755頁。 
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し立て、断固一揆という強硬手段で対抗することを誓い合ったのである。そし

て、福井支庁で受け入れられなければ、敦賀県本庁、さらには東京の中央政府

まで強力に訴えるため意思の統一を図っていた。 

 こうした情勢の中、たまたま大野町の辻々に立てられた「今般東西両部の名

号を廃停し爾後一般に神道と称すべき事」60の高札に、門徒農民は「東西両部」

を「真宗東西両本願寺」と誤解したという、村々を護法に一段と結束させるこ

とになる。 

 門徒農民は真宗の習俗に馴染んでいたので、真宗寺院との関係やその信仰を

奪われることは日常生活の支柱の一つを奪われることを意味した。しかも大野

郡の農村地帯は真宗一色であり、真宗が大野郡全体を一丸たらしめる可能性は

十分あったと考えられる。 

 

（三）一揆の展開とその顛末 

 このように、一揆の準備が出来上がったが、三月六日、福井支庁から派遣さ

れた役人は、連判状のあることを知り、急遽専福寺の金森顕順・竹尾五右衛門

らの中心人物を「護法連判」の主導者として逮捕したが、竹尾五右衛門は役人

の隙を突いて逃亡した。竹尾五右衛門は竹尾は最寄の寺院に駆け込み、寺鐘を

乱打した。この鐘の音を聞いた農民達が、かねて約束通り次々に各村の寺鐘を

乱打した。この早鐘を合図に「南無阿弥陀仏」の旗を押し立て、竹槍などの武

器を携えた三千余人の一揆衆は大野町に押し寄せ、旧足羽県支庁はじめ豪商・

戸長・商法会社・教導職寺院・高札場などを打ち毀したり、放火したりをし、

また、農村では、豪農の区・戸長宅を攻撃するなど猛威を振るった。 

 福井支庁ではこのことを非常事態として重視した。動乱を一刻も早くおさめ

るために、官員の西川忍夫を現地に派遣して、大野の一揆衆に説諭した。一揆

勢が掲げた「三ヶ条の願書」（一、耶蘇宗拒絶の事・一、真宗説法再興の事・

一、学校に洋文を廃する事）を福井支庁に提出することを約束して、その交換

条件として、一揆勢は暫く解散し、残り四、五名の代表者は、「三ヵ条」の要

求が聞き届けられたかどうかを待つために、大野善導寺に留められた。 

                                                      
60 金森顕真編「越前暴動一件」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻下、

758頁。 
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 ところが、県側は一揆側が提出した願書に対する回答が遅れたため、一揆の

参加者はそれを知って、「大野市中又騒然、竹槍林立立錐ノ地モ無シ」61とある

ようにして、群衆が再び竹槍を持って集まったという最悪の事態となった。し

かも一揆側はまた新たな要求を提出し、その内容は「一、耶蘇宗門越前国中ヘ

布教アルベカラズ」、「一、於学校蟹文習学アルベカラズ」、「一、法話説経差止

メ間敷事」62との願意であった。 

 官員は一秒も早くその窮地を脱するため、やむを得ず一揆勢の要求する「三

ヵ条」を承認する証書を一揆勢の代表に手渡した。そして、「此度ノ沸騰ニ付

テノ魁首タルモノハ敢テ捕縛処刑等ノ事ハ有之間敷ノ事ヲ誓イタル由ナリ」63

一揆の主謀者の処刑はしないことを約束した。一揆勢は願書のすべてが承認さ

れたと思い、意気揚々と帰村した。このことから、権利側は一揆の猛勢に対し

て、どれだけ脅威を抱いたのかを明確に窺い知ることが出来る。しかし、事実

上では、県側は十一日に名古屋鎮台へ出兵を要請し、兵力を増やしてから一揆

の主謀者摘発をしようとしている。三月二十二日、大野に到着した援兵は 

直ちに首謀者金森顕順等の検挙に着手し、八十余人を逮捕した。 

 ところで、一揆の火は今度は大野隣接の今立郡に蔓延した。三月十日、偽名

田井玉久唯(本名玉田菊雄)という人が官員と偽り、小坂村戸長富田重右衛門宅

に当宿していた。官員と偽った田井玉久唯は、近所の者に断髪を強いたため、

耶蘇教の手先と間違えられ、数千の群衆が当宿した戸長富田重右衛門宅に押し

寄せ放火、断髪に関わった副戸長宅などを打毀した。十二日に大野を引継いで

一揆が勃発した。「二万人余ノ頑民愈集合暴戻ノ拳動甚敷、教導職中ノ寺院、

区戸長ノ家屋等ヲ焼亡毀折シ」64と記されたように、小坂村をはじめとする各

村の農民階層、凡そ二万人ほど集合して、戸長宅・教導職寺院はじめ豪農商の

宅や土蔵などに対して、破毀焼却のかぎりの暴動を尽した。なお今立郡の門徒

農民から、大野郡と同様の「三か条の願書」が差し出されたが、官員はこれを

拒絶していた。一揆勢の高揚に対して、県当局は官憲を派遣し大砲・実弾など

                                                      
61 「石川雪大野ヨリ九日十字帰庁報告」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』

第十三巻：騒擾、736頁。 
62 同前。 
63 同前。 
64 「動乱ノ各郡鎮定ノ始末御届」、同前、748頁。 
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の武器を使って、武力鎮圧の方針をとった。十三日に至り、一揆の参加者は権

力側の鎮圧に耐えられず、退散を余儀なくされた。 

 一方、同十三日の午後二時ごろ、坂井郡の各所も農民蜂起が起こり、「弥陀

の名号を記した旗を擎げ、竹槍を携へ鐘鼓を鳴らし、沿道の各村を強脅し、直

ちに福井へ侵入の勢」65とのように、約一万人に達した一揆側は、福井をめざ

して進撃する。一揆側はまた大野郡と同じ「三か条の願書」を嘆願したが、権

力側に拒否された。両方とも一歩を引く気配もなく、猛然と進撃する一揆側に

対して、官憲側は更なる武力制圧を加えた。厳しい制圧に敵えず、十五日にな

って一揆勢はようやく退散した。 

 

（四）一揆の収束 

 一揆の再発を阻止するために、大野町では小隊取締（堀寛）はじめ小隊長

（正・副）・弾薬方・小荷駄方・探索方（斥候）など一小隊の部隊編成を行っ

た。そして、同月二十二日からの鎮台兵の進駐により、一揆参加者に対する厳

しい検挙と探査の下に、八十余人が逮捕され、主導者の友兼村専福寺住職金森

顕順・柵専乗らは遺言を残し、自首して事態を収拾した。 

 県当局は一揆参加者に対し、厳しい処分を行った。一揆主導者の刑罰はきび

しく、逮捕されてまもなく四月四日に処刑が行われ、福井監獄での斬首刑は金

森顕順(当四十一歳)、柵専乗(三十八歳)、竹尾五右衛門(当二十八歳)、高橋太

右衛門(当三十九歳)、桶屋治助(当三十四歳)、絞首刑は桑崎与八郎(当四十九

歳)66などであった。 

 また、他の一揆参加者に対して、拷問に等しい取調べで、その後有罪とされ

た人は、八〇〇〇人をこえた。その多くが懲罰金の支払いを命じられ、中には

投獄された者もいた。この一揆に関係した村々は大野郡一三五村、今立郡七十

五村、坂井郡一二一村、吉田郡四村、合計八〇二八人が懲罰金（竹槍・棒等の

所持者三円、不所持者二円二十五銭)で支払いを命ぜられた67。 

                                                      
65 土屋喬雄・小野道雄編著『明治初年農民騒擾録』（勁草書房、一九五三年）247頁。 
66 「暴動首魁ノ者処刑御届」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：

騒擾、751頁。 
67 『福井県史』通史編 5 近現代一

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T5/T5-h010.htm）2013.12.12参
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 明治二十二年（一八八九）帝国憲法発布とともに、大赦注十三の恩典が発令

された。金森顕順の遺族は、この恩典を受けるため明治二十七年（一八九四）

五月福井地方裁判所へ赦免証明願を提出した。同裁判所は願書を検討、大赦に

関する勅令第十二号に該当すると判断し、明治二十七年六月二十一日にそれを

認可した。 

 明治六年以来、一揆教唆という罪名のもとに悲嘆の年月を過ごした遺族にも、

ようやく明るい春が訪れた。それから数年経った明治三十四年（一九〇一）四

月四日顕順の遺族を慕う門徒、有志らの寄進によって、専福寺境内に顕順の殉

教碑が建立され盛大な落成法要が営まれた。 

 

（五）文明開化と民衆 

 さて、明治六年(一八七三)三月十一日、敦賀県参事村田氏寿、敦賀県権参事

寺島直より史官宛の報告書には、以下の九つの要求が記してある。 

 

1.耶蘇宗拒絶ノ事 

2.真宗説法再興ノ事 

3.学校ニ洋文ヲ廃スル事68 

 

一揆側の要求は、「耶蘇宗」（キリスト教）を越前に入れないこと、これまで通

りに真宗の法談を認めること、学校で洋文を用いないこと、の「三ケ条」の願

書にまとめられた。「三ケ条」のほかに一揆衆は、 

 

4. 朝廷耶蘇ヲ好ム 

5. 断髪洋服耶蘇ノ俗ナリ 

6. 三条ノ教則ハ耶蘇ノ教ナリ 

7. 学校ノ洋文ハ耶蘇ノ文ナリ 

8. 地券ヲ厭棄シ諸簿冊灰燼トシ 

                                                                                                                                                        
照。 

68 「管下大野郡土民騒擾御届」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：

騒擾、727頁。 
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9. 新暦ヲ奉セス 旧暦ヲ固守シ69 

 

等の新政に対して反感を持っている。ほぼ同じ内容の要求は、大野に続く今

立・坂井一揆の展開過程では、それそれ権力側に提出したが、権力側は強行的

な態度で全くそれを受け入れなかった。 

 上記の内容の中に、最もよく使われているのは「耶蘇」の二文字である。し

かし、県が政府に対して、「無識愚頑ノ土民、洋伝ニ属スル物、悉ク皆耶蘇ト

相心得候」と伝えたように、一般民衆は西洋からもたらされた文物のすべてに

「ヤソ」のレッテルを貼り、これらを一括して排除しようとしていた。一般民

衆にとって、耶蘇教の強要は仏教の廃滅を導くという危機意識を醸成していた。

この一揆の発端として、大きく働きかけた寺院側の立場は、「耶蘇」の語を機

会あるごとに宣伝し、護法活動を排耶蘇的な要素を盛り込めば、寺院側もより

早く民心を掌握しうる、というものであった。 

 それに、このような要求条項の中で、耶蘇教と直接矛盾或は衝突が生じなく

ても、今回の一揆のように、単に「反対すべきもの」とか「好ましからざるも

の」という嫌悪意識の表現として、用いたものと見なすべきであろう70。 

 次いで、「真宗説法再興ノ事」について、既に明治六年（一八七三）一月、

足羽県は「社寺は勿論、平民之宅ニ於テ、多少不拘、男女招集メ、私ニ説教候

義、堅令禁候」という、私的な説教の禁止を告げた。これは事実上、真宗門徒

の間で行われていた法談や説法を禁じたものであり、寺院や門徒にとって、恐

らく耐え難いものと考えられる。 

 一方、「学校」「断髪」「洋文」「地券」「新暦」などの条項は、いずれも明治

政府の新しく実施した諸政策であり、護法とは一見関係ないのようだが、一揆

を引き起こす一因かもしれない。 

 これらの条項の中で特に注目すべきのは、「地券ヲ厭棄シ諸簿冊灰燼トシ」

の主張である。「地券」とは、地券調書類の提出と石代納の上納が挙げられる

                                                      
69 「管下大野郡土民騒擾御届」、青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：

騒擾、727頁。 
70 三上 一夫「明治初年越前大一揆についての一考察」（校倉書房『歴史評論』221号,一九六

九年一月）37頁。 
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が。地券(壬申地券)は明治五年(一八七二)二月の土地売買解放令に伴い、明治

政府が土地所有者に発行した土地所有権を証明する証である。今回の事件では、

旧足羽県支庁はじめ豪商・戸長・商法会社・教導職寺院・高札場、農村では、

豪農の区・戸長宅などが一揆衆の攻撃対象となった。当時、地券調査・発行に

携わった旧足羽県支庁は、一揆衆の焼き討ちにより、その地券調査の書類が全

部焼失した。足羽県を併合した敦賀県が、旧足羽県下諸町村の地券調書類の作

成を性急に進めたことが、かえって農民側のきびしい反発を招いた。地券取調

の実務担当の区・戸長が敵視され、大野町の阿部善四郎（商）・鈴木重明（同）

の両戸長が預かっていた地券を悉く一揆勢に奪われて、焼却されたのも、権力

支配機構への反発を意味するものである。 

 さらに、今回の一揆では、政府寄りの立場をとる豪農・豪商が一揆衆の攻撃

の矛先となった。居宅が破却・焼討されていた内山七郎右衛門は、政府との結

びつきが強く、幕末における福井藩の財政の立て直しのため、全国各地に藩営

の商社大野屋をひらくことに成功し、大いに利益を得た。彼は政府の施策に協

力的な態度をとり、特権商人の性格を持っている。そのため、民衆は財政の見

直し強行により生じた不満を、彼にぶつけることも考えられよう。 

 「農村においては、貧農・賃労働者が豪農・商層の商業高利貸付業者、地主

層への攻撃、都市においては、町民・雇人層が豪商への攻撃」71という世直し

の性格は、今回の一揆にも見られる。 

 次いで、一揆と学制との関連点については、まず、明治五年（一八七二）近

代日本の学校制度に関する最初の基本法令「学制」が公布され、その趣旨を分

かりやすく説明した太政官布告第二百十四号（当時「学制序文」と通称された）

が発せられた。この「学制序文」は、従来の封建制下の教育の在り方を強く批

判して、学問は「其身ヲ立ルノ財本」72であると、個人主義、実学主義などの

教育を説き、これと同時に「一般ノ人民華士族農工商及婦女子必ス邑ニ不学ノ

戸ナク、家ニ不学ノ人ナカラシメン事ヲ期ス」73と、基礎的な学校教育をすべ

ての人々に付与しようとする制度構想とそれへの民衆の自発的参加を促して

                                                      
71 庄司吉之助「世直し一揆再考」（福島大学経済学会『商學論集』一九六七年）68-69頁。 
72 文部省『学制百年史』（帝国地方行政学会、一九七二年）11頁。 
73 同前。 
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いる。 

 これを受けて、足羽県74は明治五年（一八七二）十月、「学制」の趣旨をあら

ためて庶民に向け補足・解説した「農商小学大意」を公布した。学問の方針に

ついて、四書五経や史記漢書などを習読させる「旧来ノ学問」とは異なり、「皇

国日用普通ノ言語文字」「西洋文字」「算術」「書道」を学び、「人ノ人タル所以

ノ道理」「事ニ処シ、物ニ接ハルノ要領」を会得し、「太政官日誌・御布令文・

新聞雑誌ノ類」を読んで「朝廷御趣意」や「時世」を知り、「翻訳ノ洋書類」

を読んで「外国ノ事情」を察し、「商法物産ノ損益得失ノ道理」を悟るもので

あるとした。一揆勢が要求した「学校ニ洋文ヲ廃スル事」、恐らく新しい学制

により「洋文」という「西洋文字」「翻訳ノ洋書類」などの学問方針を指すの

であり、学校での洋学教育に対して断固拒否の姿勢をとっていた。 

 ちなみに、大野では、大野第一番小学校に次いで「私立小学」二校が、それ

ぞれ年明治六（一八七三）一月八日、九日に最勝寺、誓念寺を仮校舎として開

校した。しかし大野では、三月五日に護法一揆が起こり、六日から八日にかけ

て、市街の豪商・高札場・近隣の豪農の区・戸長宅などが打ちこわされ大混乱

となった。六日には最勝寺・誓念寺の仮小学校を休業にして生徒を帰したとこ

ろに一揆勢が襲来、黒板（塗板）や机・筵等が毀損・紛失する被害を受けた。

そして「従前之通学校ニ復」すことをたびたび願い出ていた旧足羽県支庁舎（元

明倫館）はこの騒動のなかで焼失してしまったが、その後、新校舎の完成と共

に、大野の教育制度はまた新しい展開を示した75。 

 また、「新暦」の条項について、維新政府は、旧暦（太陰暦）を用いて対外

的にも通用する公文書を作成することは不可能であったため、それまでの太陰

暦にかえて新暦（太陽暦）を採用することにした。明治五年（一八七二）十一

月九日（この日付はまだ旧暦の日付である）に、政府が改暦の詔書を発表し、

太政官布告で「来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日」76と定められた。こ

れと同時に、江戸時代に庶民が使用した時刻表現「不定時法」に替わって、一

                                                      
74 現在の福井県嶺北の大半にあたる。 
75 柳沢芙美子「学区取締吉田拙蔵の『静斎日誌』－福井県大野郡下の学制期小学校の創設過

程－」、『福井県文書館研究紀要』第九号、二〇一二年、80頁。 
76 太政官布告第三百三十七号「改暦の詔書下る」、新聞集成明治編年史編纂会 編『新聞集成

明治編年史』第一卷（林泉社、一九三六年）512頁。 
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日を二十四時間とする定時法が採用された。さらに改暦とあわせて、旧来の人

日（旧暦一月七日）・上巳（同三月三日）・端午（同五月五日）・七夕（同七月

七日）・重陽（同九月九日）の五節句が廃された。、また、新しく祝祭日が定め

られ、神武天皇が即位した日(後の紀元節)と天長節(今の天皇誕生日)の両日が

祝日に決めらた。しかし、農作業を始めいろいろな行事はすべて旧暦で算出さ

れている。農業生産と強く結びついていた旧暦（太陰暦）と不定時法は、すで

に農民の生活の基盤となっている。民衆にとって、生活様式の大きな変化を強

いることとなり、さまざまな問題をひきおこした。 

 さらに、明治四年（一八七一）八月九日に太政官によって「散髪制服略服脱

刀共可為勝手事、但礼服ノ節ハ帯刀可致事」77という「散髪令」が出された。

同年の十一月、敦賀県・足羽県では「散髪」奨励の布達が発せられ、「散髪」

を「旧弊一洗」「文明開化」の先取りとし、実行を強く求めた。 

 しかし、地域では散髪を行う者を「周章者」と誹謗する傾向があり。ある者

が家内の理解を得られず散髪が原因で離縁放逐されたという78、暗に散髪奨励

を非難するうわさ話も広がっていたようだ。そこで、同六年（一八七三）二月

に新敦賀県は、「区中、結髪之者有之は、区戸長ニ於テ其責免カルヘカラス」79

と、散髪の徹底を区長や戸長に強くせまった。これをうけて、旧敦賀県の管轄

下にあった今立・南条郡では、区長が戸長に散髪を拒む者の名簿を差し出すよ

う命じており、散髪の強制は三月十二日に勃発した今立郡の一揆の原因の一部

である。 

 そこで、本一揆の歴史的性格については、いわゆる「真宗地帯」での「護法」

的課題を直接的な契機としながらも、一揆勢の諸要求や攻撃目標・主導的諸階

層などからみて、本質的には、明治初年の「世直し型」の性格をはらみながら、

同時に「惣百姓型」一揆の動向がきわめて顕著に現れている。したがって全国

的にみて、おもに明治四年から六年にかけて生起し、とくに六年段階でピーク

                                                      
77 内閣官報局『法令全書』明治四年、一九一二年、316-317頁。「国立国会図書館近代デジタ

ルライブラリー」より 
78 『福井県史』通史編 5 近現代一

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T5/T5-0a1-02-05-01-06.htm）

2013.12.12参照。 
79 同前。 
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を迎える「護法一揆」の特質を、きわめて明瞭に示すものであった。 

 

第四節 民衆蜂起の意識 

 明治時代にはいり、政府による政治・経済・社会・文化など諸方面にわたる

積極的な開化政策は、西洋文明を手本とした風俗習慣、生活様式、衣食住など

の改善を民衆に要求した。 

 しかし、政府が意図した生活様式や衣食住などの改善に関しては、政府関係

機関や東京・大阪・横浜・神戸などの一部階層に浸透したにとどまり、国民の

大部分を占める地方都市や農村の民衆には一朝一夕に及ばなかったのが実態

であった。地方都市や農村においては、依然として新風俗の導入を拒み、村落

共同体の伝統が根強く残り、政府や県の急激な改善要求に対して抵抗する者も

いた。 

 特にこの時期には、特に異人（外国人）に関する流言が飛び交っていた。明

治四年（一八七一）三月上旬の三河大浜騒動では、当時天拝日拝・神前で祝詞

を読むこと、寺院廃合などの神道国教化的な施策の強行により、真宗僧侶・門

徒の反感を買った。蜂起した民衆は、交渉しに来た役人を見ると、「耶蘇がで

た」と騒ぎだし、つい竹槍で残虐に突き殺して、一人が死亡した事件になった。

民衆は新政を強力に推進した少参事服部純を耶蘇のこととし、彼が遣わした教

諭使の僧侶は耶蘇を引き入れようとするものと誤解したという。 

 明治四年（一八七一）十月石見地方の安濃・邇摩両郡下で戸籍法に反対した

農民や僧侶は蜂起しようとしたが、事前発覚されて未発に終わった。その中で

も、「百石高ニ付人三人牛一疋宛御付取 異人ヘ渡ル哉ノ風聞、其外下方一統

衣類諸具農具ニ至ル迄付立テ御取上ゲト云評判モ有之」80、「静間村辺ニハ牛ヲ

釣上ゲ血ヲ取、耕作ノ役ニ立ザル様致し候趣、是等異人ヨリ伝リ候事成ルヨシ、

彼是ヲ案ジ番札等モ不審ニ存ジ候モノ多く」81という噂が囁かれている。 

 明治六年（一八七三）三月福井県大野・今立・坂井郡一揆では、「頑民共名

トスル処ノモノハ耶蘇宗拒絶ノ事、真宗説法再興ノ事、学校ノ洋文ハ耶蘇ノ文

                                                      
80 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、133頁。 
81 同前。 
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ナリ、斯三条ニシテ、彼ノ頑民共唱フル処ノモノ、朝廷耶蘇ヲ好ム、断髪洋服

耶蘇ノ俗ナリ、三条ノ教則ハ耶蘇ノ教ナリ、学校ニ洋文ヲ廃スル事、其他地券

ヲ厭棄シ諸簿冊灰燼トシ、新暦ヲ奉セス、唯旧暦ヲ固守シ、囂々浮説妄誕ヲ唱

エ、兎角旧見故態ヲ脱セズ」82、「教部ニ於テ追々御改正ニ相成、教導施行ノ御

趣意ヲ誤解シ、耶蘇宗教御布行仏教御廃絶ニ相成候ヲ、無拠ノ妄誕浮説紛々流

布候ヨリ、其議愚頑ノ土民洋伝ニ属スル事柄悉ク皆耶蘇ト相心得候ヨリ、散髪

及洋服・洋巾ヲ着ルモノヲ見レハ、耶蘇宗徒ト称ヘ罵詈誹謗シ、或は彼等従来

信仰スル処ノ寺僧モ、偶教導職ニ被為補、三条ノ御趣意ヲ以説教致候得は、忽

チ洋教ニ馴染シ彼ノ宗徒江誑誘スル抔申唱仇視拒絶スルニ到ル83」、と示された

ように、維新政府の新政策に対して民衆の完全拒否な態度が窺え知ることが出

来る。 

 上記にあげた資料のように、当時の地域社会では、異人に関わる流言蜚語が

飛び交い、さらに維新政府の諸政策は異人への恐怖感と結びつき、農民を恐慌

状態に陥れた。この問題ついて、幕末以来の民衆の対外観について若干触れな

がら論及したい。 

 江戸幕府の鎖国体制下に置かれた民衆は、外国人との接触が遮断されて、民

衆は伝統的な意識に止まり、キリスト教を邪宗と見なし、異国(外国)や異人(外

国人)は民衆の日常意識の外にある存在であった｡ 

 ところで、幕末の外国船来航により、民衆は異人(異国船)の渡来を凶兆とし、

民衆に災いをもたらすものであるという意識が形成されつつあった。 

 こうした状況の中で、攘夷を打ち出した長州藩は四国連合艦隊下関砲撃事件

によって欧米列強の力の強大さを見せつけられて、攘夷の不可能を悟り、藩論

を尊攘から討幕へと展開させていった。同藩は対外和親の方針に転じるように

なった。それにもかかわらず、維新期の民衆にとって攘夷は相変持続すべきこ

とであった。 

 その後、薩長を中心とする勢力が討幕運動を展開し、やがて維新政府を成立

させるに至った。維新政府は｢民衆の伝統意識からは理解しがたい諸政策｣84を

                                                      
82 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、727頁。 
83 同前、728-729頁。 
84 安丸良夫著「日本の近代化と民衆思想」（青木書店、一九七四年）273頁。 
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次々と実施していった。 

 幕府は西洋列強の脅威によって開国を強いられた。そして、幕府を倒して成

立した維新政府は、本来の攘夷の方針と違って、「異人」に倣って諸政策を推

進していった。幕末以来、敵対的な〈他者〉（異人）のイメージが新政府と結

びついて、新政府が民衆を脅かしす敵対的な〈他者〉となった85。民衆の伝統

意識からは理解しがたい諸政策を出した維新政府の背後には、異人の勢力があ

って、そうした「異人」を排除することこそ、民衆の幸福と安寧があるという

意識が潜んでいた。 

 したがって、維新政権が全体的に敵対的な〈他者〉として見なされていたた

め、その諸政策も全体的に反発された。例えば、大野・今立・坂井郡一揆のよ

うに、三条の教則（敬神愛国・天理人道の明示・皇上奉戴と朝旨遵守）をはじ

めとし、断髪・学制・地券・新暦などの政策が民衆に反抗されて、「既ニ大野

町地券役所ヲ放火シ、亦戸ニ強壮ノ者ヲ募リ殆ト三千人余ニ及ヒ、福井支庁ニ

襲来ノ勢ヒ有リ」という官側を攻撃するような情勢になっていった。「古帳役

人ヲカタキ取ル事86」「大野出張所放火焼失、…（中略）夫ヨリ戸長佐々木脩方

破却87」とあるように、権力側の地方組織である官吏及び地域での政策推進者

戸長も、敵対的な〈他者〉と同一視されて、一揆側の攻撃の対象となった。 

 明治維新は江戸時代の封建体制を一挙に改革したが、民衆にとって、すでに

根ざした旧習や諸政策を廃棄して、一挙に新規なものに切り替えるのが、そう

簡単には出来ない。当時不穏な状況が続くなか、民衆の維新政府に対する不信

感が高まり、異人に対する恐怖感を伴いつつ、維新政府が推進する開化政策に

対する様々な疑惑・反発が高まるようになったと考えられる。 

 

小結 

 明治初年において明治政府の宗教政策を主要な原因とする有名な農民闘争

に、明治四年（一八七一）三河大浜の騒擾事件や明治六年（一八七三）越前の

                                                      
85 安丸良夫著「日本の近代化と民衆思想」（青木書店、一九七四年）274頁。 
86 安丸良夫・宮地正人校注『日本近代思想大系 5宗教と国家』、127頁。 
87 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、734頁。 
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一揆及び未発に終わった明治四年（一八七一）島根県安濃・邇摩二郡一揆など

がある。これらの一揆は護法一揆及び新政反対一揆の両性格を持っている。 

 三河大浜の騒擾事件の原因について、維新政府の路線に沿ってに積極的に新

政策を展開した菊間藩少参事服部純が、寺院の廃合、僧尼の制限などをすすめ、

法談講釈などの私的集会を禁じ、国学の天拝日拝や産土神の唱言を念仏から祝

詞に変えようとしたことなどがその原因であった。 

 島根県安濃・邇摩二郡一揆の原因について、廃仏毀釈の状況を背景に、戸籍

制度と氏子調が仏教破滅という噂を助長した。さらに、石代納のような経済問

題も農民に不安をもたらした。 

 越前の場合は、西本願寺の僧石丸八郎が門末に寺院廃合をすすめ、三条の教

則を説いたりしたことが直接的なきっかけとなり、農民たちは、（一、耶蘇宗

拒絶の事・一、真宗説法再興の事・一、学校に洋文を廃する事）三か条を要求

したという。「耶蘇宗拒絶」というのは、三条の教則など、大教院制度の下で

の神道国教主義的な教説を「耶蘇宗」としたので、農民たちは、「学校ノ洋文

ハ耶蘇ノ文ナリ、朝廷耶蘇ヲ好ム、断髪洋服耶蘇ノ俗ナリ、三条ノ教則ハ耶蘇

ノ教ナリ」88などととらえていた。この一揆は真宗信仰の根強い地域で始まっ

たものであったが、地券の廃棄など、新政の全体に反対するいわば新政反対一

揆の性格をも持っていた。 

 三河大浜一揆の場合でも、農民たちは天拝日拝などを耶蘇の教えとし、洋服

姿の役人を「耶蘇」だと批判し、それらの人を殺した。新しい中央集権的な国

家の成立が、民衆の既存の生活を脅かすとき、民衆の行動は廃仏への批判や「耶

蘇」への攻撃に転化したのである。民衆は自分の生活様式を外から脅かすあら

ゆる威力を敵対的な〈他者〉と見なし、「耶蘇」がその最も排除すべき敵対の

〈他者〉にほかならなかった。 

 強権的な開化政策が人々の意識に、不安や恐怖をもたらす。新政反対一揆に

おいては、戸籍制度、徴兵令、コレラの隔離病院の設置などが、生血をとる、

生肝を取る、などという奇怪な風聞を伝播させ、上からの強権的な開化政策が

「異人」の策謀と見做されて、新政権そのものが民衆の生存を脅かす敵対的「他

                                                      
88 青木虹二・森嘉兵衛共編『日本庶民生活史料集成』第十三巻：騒擾、727頁。 
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者」と位置づけられた。 

 明治新政府は日本の近代化を目指し、先導的な政策の実施によって制度の変

革を行ったため、日本社会の仕組みや民衆の生活に大きな変化が生じた。しか

し、地方にいる民衆は、近代化を目指して生活習慣や生活規範・宗教的信仰を

変えようとした新政府の政策に対して抵抗を示し、混乱や一揆を起こした。そ

こで、新政府はその路線を徐々に修正しながら、政策を推進していき、それに

よって、地方の慣習や風習に関わる側面にも緩やかな変化を見せ始めている。 

 また、これらの一揆の歴史的性格については、つまり「真宗地帯」での「護

法」は直接的な契機でありながら、一方、新政に対する不満を持っている一揆

勢の本質、新政反対一揆の性格もきわめて顕著に現れている。明治初期に発生

し、とくに同六年にピークを迎えた護法一揆は、仏教擁護と新政反対という両

面性を持っており、またその特質をきわめて明瞭に示したものであるといって

も過言ではなかろう。 
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結論 

戦国の世が終わり、統一政権が確立する中で、大きな課題となったのは強大

な仏教勢力をどう扱うかという問題であった。中世末期には、浄土真宗の一向

一揆の勢力は勿論、京都の聴衆を背景とした日蓮、また比叡山の天台宗、高野

山の真言宗などの旧仏教勢力が、それぞれ大きな経済力と武力を持っていた。

キリスト教に対しては寛容的な態度を取った信長は、自分の天下統一を邪魔す

る仏教勢力に対しては容赦なく弾圧した。信長は比叡山延暦寺を取り囲み焼討

ちした。また、彼は石山本願寺、伊勢長島、越前一向一揆を徹底的に弾圧し、

戦いの最後はしばしば皆殺しを行った。元亀元年（一五七〇）から天正八年（一

五八〇）まで、十年にわたった石山合戦は顕如の退去によって結末を迎えた。 

 信長と敵対した一向一揆衆の多くは、地元の農民門徒、在地武士、漁師、鍛

冶屋などの職人により組織されたのである。加賀では「百姓の持ちたる国」と

いう門徒より成立した一つ地域自治組織が形成された。真宗門徒は「自らを〈王

孫〉あるいは〈公儀の御百姓〉と捉え、本願寺の聖なる支配者を〈国王〉にし

ようと公言した。」「一向宗の徒は、最高権威である王すなわち天皇、あるいは

本願寺の聖人と自分たちとの間にどんな介在者も許さなかった。」という、農

民門徒は新しい大名勢力に対抗する立場を取った。門徒にとって、最高権威で

ある天皇あるいは本願寺の最高指導者と自分たちの間に、信長みたいな中間権

力者の介在は拒絶されたものである。 

 「タヽフカクネカフヘキハ後生ナリ、マタタノムヘキハ弥陀如来ナリ、信心

決定シテマイルヘキハ、安養ノ浄土ナリトオモフヘキナリ」 という蓮如の教

えのように、弥陀一仏をひたすら信じ、後世を願う。そして信心が定まったら、

念仏を「仏恩報謝」と見做す。そしたら、阿弥陀如来に救われ、後生の一大事

が解決されて、いつ死んでも浄土往生間違いない身になることである。仏法の

ために死ぬのは、阿弥陀と親鸞に対する報謝であり、「救済への確かな保証と

なる」のであるという。こうした「死を恐れずに敢然と敵に立ち向かう」真宗

門徒の持つ宗教観が、支配の邪魔という点に気付いた信長は、一向一揆を残虐

に殲滅する理由は恐らくここにあると考えられる。 
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 また、秀吉の場合は、根来寺征伐や、伴天連追放令を出し、キリスト教を禁

止することになった。キリシタンの信仰が禁圧された理由として次の諸点を指

摘することができる。まずその信仰では、天地創造の神デウスを唯一の神とし、

神仏信仰を異教・異端として排したことである。つまり排他性が強いという真

宗とよく似ている教義である。 

 そして、告解や殉教という宗教行為は権力者にとって反秩序の行為とされた。

キリシタンの信仰では神への絶対的崇敬を基本とし、その崇敬のために生命を

捧げることを殉教として讃美する。一方封建社会では主君への絶対的忠誠が要

求され、主君のために生命を捧げることが美徳とされている。キリシタンの武

士の場合、神への信仰が常に主君への忠誠より優先することとなり、主君のた

めにまた主君の命令によって切腹をしたり、殉死をしたりする封建的慣習を自

殺行為として拒否し、また切指・血書・血判あるいは神仏の名による起請など

も受け容れなかった。支配者の側からすればそれは叛逆思想であり、封建社会

の秩序を乱すものと解され、その信仰が広まり、大名以下武士・農民が信仰を

通じて結びつくことは支配者の地位を脅かすものとして最も惧れられたので

ある。 

 このように、秀吉は日本を「神国」と表明すると共に、キリシタンをそれに

反する邪教と決め付けた。その後、家康は秀吉の宗教政策を引き継ぎ、慶長一

八年（一六一三）側近の僧侶崇伝が「伴天連追放の文」を起草し、キリスト教

に更なる厳しい禁令を加えた。その後、厳しい弾圧を受けたキリシタンは、そ

れに反抗し島原の乱を起こしたが、禁制が一層強化されることになった。 

 また、対外問題などによりキリスト教禁止令を出した幕府は、切支丹ではな

いことを証明するために寛永十七年（一六四〇）寺請制度を施行した。庶民は

みな寺の檀家に加入する証明と、寺請状を奉行所に提出した。寺請制度を通し

て、人々は形式上特定の寺院に檀家として結びつけられ、檀那寺は経営が安定

することになり、僧侶が葬式や法事に係わることが多くなったのも江戸時代か

らである。近世の寺院や僧侶は結果として封建的支配の末端を担うことになっ

た。 

 一方、戦国時代という武力の時代では、権力者は自分の支配を正当化・神聖

化するために、まずは「自己神聖化」を通じて、その「露骨な支配装置である
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軍事権力」を「大明神、権現、神君、明君という聖なるもの」と結合させたた

め、同権力は「宗教性を帯びた政治的権威」へと変質したのである 。 

 死後自ら神として祀られることを表明し、それによって自己の神格化を求め

る具体例としてあげられるのは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康である。信長

は民間神道における「盆山」を自らの化身として、総見寺本堂ご本尊の上に「仏

龕」を造って祀った。秀吉の場合は、吉田神道の方式を援用し、豊国大明神と

いう神名で豊国社に祭られている。家康の場合は、天海の建言によって、「東

照大権現（東を照らす偉大な化身）」という天台系の山王神道の方式で徳川幕

府に祀られていた。 

 これらの例は、現世での最高権力者が大明神、権現、神君、明君という神聖

なるものとなって、死後も神として天下に君臨しようとするにほかならない。

こうして、個人的な権威が形成されつつ、その支配が正当化・神聖化が図られ

ていた。 

 江戸幕府は儒教の厳粛な道徳主義を利用して、封建的秩序を樹立した。一般

に近世仏教に対する評価は、封建仏教、形式仏教、堕落仏教などの表現が多用

されている。それは仏教を国教に相当するものとしての公的地位が保障され、

各宗寺院は、人民の戸籍を掌握して、封建支配機構の一翼を担うこととなった

が、本山、本寺に定例や臨時の上納金を納める義務があったため、経営を圧迫

され末寺が末寺役などの大部分を檀家に転嫁し、寺請証文の拒否や葬儀の際に

引導を渡すことの拒否を武器に、檀家の締め付けを盛んに行った。 

 寺請制度の施行による檀家制度の弊害は、封建支配における矛盾を激化し、

寺院・僧侶を攻撃する理論が活発に行われていた。特に儒者と国学者が排仏論

の中心人物である。近世の排仏論をまとめると、概ね以下の説があげられる。

経済的な理由で寺院整理と僧侶還俗を主張する経世思想や、国体思想・神国思

想の立場から行われた偏狭な仏教批判がそれである。そのような排仏論には、

仏教の非人倫性や寺院僧侶の腐敗への攻撃がよく見られる。 

 また、排仏の立場に立った殆どの国学者は、日本の古代文化を良しとし、国

風を求め、古の素朴な自然的、現世的精神の復活を目指した。復古的な国学は

幕末に本居宣長・平田篤胤の影響を受けて大いに発展していた。そして、『古

事記』『日本書紀』をはじめとする古典を根拠として天皇崇拝の絶対化が主張
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されるようになった。 

篤胤の没後、平田派国学の復古主義・尊王主義は幕末の郷村名主・神主層に

多くの支持者を得て、藩学に国学を採用する藩も現れた。そして、明治初期に

おける神祇官再興の背後には、平田派の活躍が見られ、国家神道を支える柱と

なって、明治維新の思想的原動力の一つとなった。 

 一方、水戸学は神道を主とし、儒教を翼とする立場から尊王を唱えるだけで

なく、その影響が攘夷論とその実践にまで及んだ。「尊王攘夷論」のイデオロ

ギーは維新の変革のために動いた志士たちに止まらず、草の根つまり国民全体

にまで浸透していったといえよう。 

 排仏論を実際に藩政の中に取り入れて仏教排斥を行った実例が、主に寛文年

間（一六六一～一六七三）に集中して現れた。会津藩は藩主保科正之が寺社整

理を進め、その過程の中で、甚だしきに至っては新しく建てた寺院の破却を断

行した。岡山藩では、藩主池田光政が廃仏主義を唱える儒者熊澤蕃山を登用し、

寺院整理に着手し、特に日蓮宗不施不受派に対して厳しい弾圧を行った。さら

に、寺請け制度を廃止し、領民に対して仏教から神道起証文への改正を命令し、

これまで主流であった仏葬祭から儒葬祭に変えさせた。水戸藩では、二代藩主

徳川光圀が寺院の調査書類に基づいて、神仏分離を断行し、寺院整理を行った。

光圀が行った領内の社寺整理の実態を見ると、全体の寺院数は二千三百七十七

か寺で、破却された寺院は一千四百三十三か寺、およそ全体の六割に当たり、

残った寺は九百四十四寺だけであった。また、新建寺院の九百九十七寺をやめ、

三百四十四寺の破戒僧侶を還俗させ、淫祠二千八十八を取り払うことにした。 

 光圀が寺院、神社の整理を行った理由について、それは単に仏教を否定する

だけではなく、あくまでも神仏習合の否定、寺社の経営の安定化に重点を置い

た政策であり、そこから仏教それ自体の精神を正そうとし、その改正を図ろう

とすることが窺える。 

 次いで、九代藩主斉昭の時代になると、藤田東湖・会沢正志斎らの尊攘改革

派により、更なる徹底的な神仏分離が行われた。天保元年（一八三〇）から弘

化元年（一八四四）まで、強烈な排仏思想に基づく宗教政策が次々に実施され

ていた。 

 一方、長州藩では天保改革に際して、水戸藩と同じような寺社整理を行った。
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主導者の村田清風はまず仏教を財政面での弊害を批判した。また、民衆の迷信

を打破しようとするために、寺社整理と淫祠破却を強行した。民間信仰の性格

が強い寺社堂庵・石仏・金仏などは悉く破却された。ここで留意すべきは、こ

うした寺院と淫祠の整理では、権力が民衆の宗教意識に介入し、祭祀すべき

神々と祭祀すべきではない神々とを明確に峻別し、それによって民衆の心の統

合しようとするということである。かかる神仏分離・廃仏毀釈政策が藩の権力

者によって強行された例は、明治時代に勃興する廃仏毀釈の原型となるのであ

る。 

 祭政一致と神祇官再興を求める動きは、幕末の尊王思想や国体思想の発展か

ら生まれた。慶応二年（一八六六）から三年（一八六七）にかけて提出された

神祇官再興を求める建白書や意見書の思想内容の具体的な現れと言っても良

い。 

 倒幕と王政復古の実現によって誕生した新政府は、成立直後の慶応四年（一

八六八）正月十七日に、太政官のもとに七科をおいて政務を分掌したが、七科

の筆頭に神祇事務科が設置された。神祇を管掌する中央官衙には、古代律令制

を確立した大宝元年（七〇一）の大宝令に倣って、神祇官が置かれた。これは

近代の法制上最初の例である。 

 また、同年二月三日、官制改革のため、神祇事務科を神祇事務局に改めた。

そして、新政府は、一八六八年（慶応四）三月十三日、祭政一致、神祇官再興

の政令を布告した。同年閏四月二十一日には神祇官が設置され、翌年七月八日

の官制改革では、神祇官はついに太政官の上位に置かれるようになった。 

 一方、平田派の平田銕胤・矢野玄道、津和野派の亀井茲監・福羽美静らの国

学者・神道家は、祭政一致という共同目標を目指し、まず、慶応四年（一八六

八）三月から四月にかけて、数回の布告を総称する神仏分離令を発し、神社の

別当・社僧などの僧職者を還俗させ、神社に権現などの仏号や、仏像を神体と

することを禁止した。これによって長年に続いてきた神仏習合という信仰状況

に終止符が打たれ、既存の宗教形態に大きな変容をもたらした。 

 神仏分離令は直ちに廃仏毀釈を意味するものではないが、神道優位の気運の

下に廃仏的な雰囲気が高まり、廃仏毀釈運動を招くことになった。廃仏毀釈の

内容としては、初期には寺堂・仏像・仏具・経巻などの破毀・焼棄、僧侶に対
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する立ち退きや還俗の強要が多かった。破壊行動と言えば、比叡山坂本日吉山

王社、石清水八幡宮・奈良興福寺などでの廃仏毀釈が有名である。寺院の廃止

併合について、佐渡・富山・松本・美濃苗木などの各藩では、激しく行われて

いた。 

 ところが、実際に仏教はやはり大きな社会的影響力を持っており、神道のみ

を国教化することが不可能である。神祇官再興・神仏分離によって展開された

いわば神道国教化政策は、明治四年（一八七一）半ばまでは華々しい展開を見

せたが、同年七月十四日の廃藩置県を境として、急速に衰退の一途を辿ってい

った。そして、ついに明治五年（一八七二）三月の神祇省廃止、教部省設置と

なると、これまでの政策に大きな路線修正を加えることになった。教部省は、

仏教を含める全宗教を組織的に動員し、国民教化運動を進めた。教化の基準と

して、三条の教則（敬神愛国・天理人道の明示・皇上奉戴と朝旨遵守）を制定

した。 

 その後、地方における神職と僧侶との対立が深まるに連れて、この政策の実

効性を疑問視する声が高まった。明治八年（一八七五）年、真宗四派が大教院

を脱退し、信教の自由を求めた。こうして、国民教化運動は挫折に遭い、各宗

教の教化活動もある程度認められるようになった。 

 神道国教化政策の展開と破綻は、当時の歴史状況から言えば、かなり象徴的

なものであった。王政復古と御一新（明治維新）という二つの言葉に表わされ

たように、復古と維新が錯綜して、同時進行的且つ互い牽制しあいながら展開

していったのである。維新政府は、設立当初から、この矛盾を抱えながら、新

国家の構築を進めていき、これらの神道国教化政策は結果として試行錯誤とな

ったのである。しかし、この試行錯誤をもとに、維新政府の宗教政策はようや

く天皇制宗教原理の枠内で、各宗教に対して、その信教の自由を容認する方向

に歩みだした。 

 明治初年において明治政府の宗教政策を主要な原因とする有名な農民闘争

に、明治四年（一八七一）三河大浜の騒擾事件や明治六年（一八七三）越前の

一揆及び未発に終わった明治四年（一八七一）島根県安濃・邇摩二郡一揆など

がある。これらの一揆は護法一揆及び新政反対一揆の両性格を持っている。 

 三河大浜の騒擾事件の原因について、維新政府の路線に沿ってに積極的に新
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政策を展開した菊間藩少参事服部純が、寺院の廃合、僧尼の制限などをすすめ、

法談講釈などの私的集会を禁じ、国学の天拝日拝や産土神の唱言を念仏から祝

詞に変えようとしたことなどがその原因であった。 

 島根県安濃・邇摩二郡一揆の原因について、廃仏毀釈の状況を背景に、戸籍

制度と氏子調が仏教破滅という噂を助長した。さらに、石代納のような経済問

題も農民に不安をもたらした。 

 越前の場合は、西本願寺の僧石丸八郎が門末に寺院廃合をすすめ、三条の教

則を説いたりしたことが直接的なきっかけとなり、農民たちは、（一、耶蘇宗

拒絶の事・一、真宗説法再興の事・一、学校に洋文を廃する事）三か条を要求

したという。「耶蘇宗拒絶」というのは、三条の教則など、大教院制度の下で

の神道国教主義的な教説を「耶蘇宗」としたので、農民たちは、「学校ノ洋文

ハ耶蘇ノ文ナリ、朝廷耶蘇ヲ好ム、断髪洋服耶蘇ノ俗ナリ、三条ノ教則ハ耶蘇

ノ教ナリ」などととらえていた。この一揆は真宗信仰の根強い地域で始まった

ものであったが、地券の廃棄など、新政の全体に反対するいわば新政反対一揆

の性格をも持っていた。 

 三河大浜一揆の場合でも、農民たちは天拝日拝などを耶蘇の教えとし、洋服

姿の役人を「耶蘇」だと批判し、それらの人を殺した。新しい中央集権的な国

家の成立が、民衆の既存の生活を脅かすとき、民衆の行動は廃仏への批判や「耶

蘇」への攻撃に転化したのである。民衆は自分の生活様式を外から脅かすあら

ゆる威力を敵対的な〈他者〉と見なし、「耶蘇」がその最も排除すべき敵対の

〈他者〉にほかならなかった。 

 強権的な開化政策が人々の意識に、不安や恐怖をもたらす。新政反対一揆に

おいては、戸籍制度、徴兵令、コレラの隔離病院の設置などが、生血をとる、

生肝を取る、などという奇怪な風聞を伝播させ、上からの強権的な開化政策が

「異人」の策謀と見做されて、新政権そのものが民衆の生存を脅かす敵対的「他

者」と位置づけられた。新政反対一揆の「開明的」な為政者対「無知蒙昧」な

民衆という図式ではなく、むしろ維新政府こそが、民衆の「民俗」や地域社会

を破壊する元凶である。 

 明治新政府は日本の近代化を目指し、先導的な政策の実施によって制度の変

革を行ったため、日本社会の仕組みや民衆の生活に大きな変化が生じた。しか
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し、地方にいる民衆は、近代化を目指して生活習慣や生活規範・宗教的信仰を

変えようとした新政府の政策に対して抵抗を示し、混乱や一揆を起こした。そ

こで、新政府はその路線を徐々に修正しながら、政策を推進していき、そして、

地方の慣習や風習に関わる側面にも緩やかな変化を見せ始めている。 

 また、これらの一揆の歴史的性格については、つまり「真宗地帯」での「護

法」は直接的な契機でありながら、一方、新政に対する不満を持っている一揆

勢の本質、新政反対一揆の性格もきわめて顕著に現れている。明治初期に発生

し、とくに同六年にピークを迎えた護法一揆は、仏教擁護と新政反対という両

面性を持っており、またその特質をきわめて明瞭に示したものであるといって

も過言ではなかろう。 

明治時代は、廃藩置県を断行して全国を統一し、資本主義制度を移植してい

くための基本条件をしき、中央集権的権力のもとに、殖産興業・富国強兵を志

向する統一的な「文明開化」政策を展開しだした時代であり、また「自発的に

国家に奉仕する国民をつくろうとした」時代でもある。こうした時代背景に起

きた民衆運動に含蓄された護法思想及び新政反対思想を分析した本研究とは、

近世近代仏教史、また明治初期の民衆思想史を解明する上で、それなりの意義

があると考えている。 
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末木文美士『新アジア仏教史 13 日本Ⅲ 民衆仏教の定着』、佼成出版社、二

〇一〇年。 

圭室文雄『江戸幕府の宗教統制』、評論社、一九七一年。 

圭室文雄『神仏分離』、教育社、一九八五年。 

辻善之助『廃仏毀釈』、岩波書店、一九三五年。 

辻善之助『日本仏教史』第八巻、岩波書店、一九五三年。 

徳重淺吉『維新精神史研究』、立命館出版部、一九三四年。 

徳重浅吉『日本文化史の研究』、目黒書店、一九三八年。 

徳重淺吉『維新政治宗教史研究』、歴史図書社、一九七四年。 

芳賀登『幕末国学の展開』、塙書房、一九六三年。 

羽根田文明『仏教遭難史論』、国光社出版部、一九二五年。 

藤井貞文『明治国学発生史の研究』、吉川弘文館、一九七七年。 

へルマン・オームス（Herman Ooms）、黒住真、清水正之、豊澤一、頼住光子訳

『徳川イデオロギー』、ぺりかん社、一九九〇年。 
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村田安穂『神仏分離の地方的展開』、吉川弘文館、一九九九年。 

安丸良夫『神々の明治維新－神仏分離と廃仏毀釈－』、岩波書店、一九七九年。 

安丸良夫編『近代化と伝統－近世仏教の変質と転換』、春秋社、一九八六年。 

安丸良夫『日本の近代化と民衆思想』、平凡社、一九九九年。 

安丸良夫『近代天皇像の形成』、岩波書店、二〇〇一年。 

吉田久一『日本近代仏教社会史研究』、川島書店、一九九一年。 

安丸良夫『日本ナショナリズムの前夜－国家・民衆・宗教』、洋泉社、二〇〇

七年。 

吉田久一『日本近代仏教史研究』、川島書店、一九九二年。 

米地実『村落祭祀と国家統制』、御茶の水書房、一九七七年。 

 

（三）論文 

石川勇吉「思想史からみた明治四年の鷲塚騒動－石川台嶺の護法思想について

－」、歴史科学協議会『歴史評論』四四九輯所収、一九八七年。 

柏原祐泉「明治初年の護法一揆に就て」、大谷学会『大谷學報』第二十八卷三、

四號所収、一九四九年。 

加藤隆久「神葬祭復興運動の一問題－津和野藩を中心として－」、國學院大學

日本文化研究所『国学院大学日本文化研究所紀要』十八輯所収、一九六六年。 

加藤隆久「総（祖）霊社の一考察－津和野地方を中心として－」、國學院大學

日本文化研究所『国学院大学日本文化研究所紀要』二十二輯所収、一九六八

年。 

木場明志「国家神道体制下における真宗の対応」、日本仏教学会編『仏教と神

祇』所収、平楽寺書店、一九八七年。 

黒崎征佑「真宗と『世直し』状況：廃仏毀釈反対運動を中心に」、立教大学史

学会『史苑』五〇巻二号所収、一九九〇年。 

阪本是丸「明治神祇官の再興過程」、神道宗教学会『神道宗教』九四号所収、

一九七九年。 

佐藤眞人「日吉社の神仏分離序論－慶応四年四月一日の廃仏毀釈を中心に－」、

國學院大學日本文化研究所『国学院大学日本文化研究所紀要』五十九輯所収、

一九八七年。 
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佐藤眞人「日吉社における神仏分離遂行の経緯－慶応四年(明治元年)迄を中心

に－」、國學院大學日本文化研究所『国学院大学日本文化研究所紀要』六十

一輯所収、一九八八年。 

庄司吉之助「地租改正前後における農民運動－地代金納と地価修正をめぐって

－」、福島大学経済学会『商學論集』二四巻二号所収、一九五五年。 

庄司吉之助「世直し一揆再考」、福島大学経済学会『商學論集』三十六巻二号

所収、一九六七年。 

圭室文雄、「岡山藩の寺社整理政策について」、人文科学研究所『明治大学人

文科学研究所紀要』四〇号所収、一九九六年。 

圭室文雄「江戸時代の村鎮守の実態-水戸藩領村鎮守の数量的検討－」、明治

大学教養論集刊行会『明治大学教養論集』通巻三六八号所収、二〇〇三年。 

羽賀祥二「神道国教制の形成－宣教使と天皇教権－」、日本史研究会『日本史

研究』二六四号所収、一九八四年。 

藤井貞文「神祇官復興論」、國學院大學日本文化研究所『国学院大学日本文化

研究所紀要』二十三輯所収、一九六九年。 

藤井貞文「教導職廃止の要因」、神道学会『神道学』八十六輯所収、一九七五

年。 

藤井貞文「明治初期の宗教意識」、國學院大學日本文化研究所『国学院大学日

本文化研究所紀要』四十九輯所収、一九八二年。 

藤原正信「〈公開学術講演〉国家神道体制と浄土真宗」、國學院大學日本文化

研究所『国学院大学日本文化研究所紀要』八十四輯所収、一九九九年。 

前田勉「明治前期の『学制』と会読」、愛知教育大学『愛知教育大学研究報告、

人文・社会科学編』所収、二〇一三年。 

三上一夫「明治初年越前大一揆についての一考察」、歴史科学協議会『歴史評

論』二二一号所収、一九六九年。 

三宅紹宣「幕末長州藩の宗教政策ー長州藩天保改革における『淫祠』解除政策

について－」、河合正治編『瀬戸内海地域の宗教と文化』所収、雄山閣、一

九七六年。 

宮地正人「形成過程からみた天皇制イデオロギーの特質」、歴史科学協議会『歴

史評論』三一五号所収、一九七六年。 
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柳沢芙美子「学区取締吉田拙蔵の『静斎日誌』－福井県大野郡下の学制期小学

校の創設過程－」、福井県文書館『福井県文書館研究紀要』第九号所収、二

〇一二年三月。 

山折哲雄「親鸞における『内なる天皇制』化身土巻の魔的世界」、丸山照雄編

『天皇制と日本宗教』所収、亜紀書房、一九八五年。 

 

 

（四）辞書 

『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース） 

『デジタル大辞泉』、小学館、ジャパンナレッジ(オンラインデータベース) 

『日本国語大辞典』、小学館、ジャパンナレッジ（オンラインデータベース） 

『日本大百科全書』、小学館、ジャパンナレッジ(オンラインデータベース) 

『日本歴史地名大系』、平凡社、ジャパンナレッジ(オンラインデータベース) 

日本歴史大辞典編集委員会『日本歴史大辞典第 8巻 は－ま』、河出書房新社、

一九七九年。 

永原慶二監修『岩波日本史辞典』付録「日本史備要」、岩波書店、一九九九年。 

 

（五）電子資料 

池田光政『池田光政日記』十一巻（東京大学史料編纂所 近世編年データベー

ス）（http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller）2014.06.06

参照。 

会津藩編『会津藩家世実紀』二五、二八巻（東京大学史料編纂所 近世編年デ

ータベース）（http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller）

2014.06.06参照。 

『太政類典』二編二五〇巻、国立公文書館 デジタルアーカイブ所蔵。 

（http://www.digital.archives.go.jp/dajou/）2014.06.06参照。 

『筑波根於呂志』、早稲田大学「古典籍総合データベース」所蔵。 

（http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php?cndbn=%92%7D%94g

%8D%AA%89%97%98C%8Eu）2014.06.06参照。 

『福井県史』通史編 5 近現代一 デジタル版
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（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T5/T5-00.htm）

2013.12.12参照。 

福井県史統計編 付録 統計データ 寺院、住職

（http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/tokei/hyou(Excel)/600h

yo.xls）2013.12.12参照。 

 


