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日本宗教の変化

麻原 シャクティーパット

1970年代以前 1980年以降

物質的不幸の克服 むなしさの克服

貧（創価学会） 現世離脱

病（生長の家） 神秘体験と自己責任

争（立正佼成会） 世界破局



日本の政治と宗教

• 創価学会

– 公明党の母体組織

– 党員は創価学会会員

• 安倍政権

– 閣僚たちは日本会議メンバー

– 日本会議： 「日本青年協議会」生長の家学生運動

– 霊友会、崇教真光



創価学会 文化会館



崇教真光

http://www.sukyomahikari.or.jp/img/slide_01.j
pg



新宗教の視点

(1)貧困からの脱出

(2)病気の治癒



1980年代新々宗教の視点

(1)「絶対的な私」の発見

(2)死の意味



麻原：＜見えない世界＞への誘い



麻原：エネルギー注入

• 1987年放映



麻原のメッセージ

• 人は死ぬ、必ず死ぬ。絶対死ぬ。死は避けられ
ない。死を前にして、恋愛が有効だろうか。死を
前にして、物質が有効であろうか。死を前にして、
お金持ちになることが有効であろうか。死を前に
して、権力を得ることが有効であろうか。一切無
効である。

• 死を前に、何が有効だろうかと。それは大いに徳
を積み、そして戒律を守り、五感を制御し、深い
意識状態に入り、死を知り、死を克服することで
ある。
– (オウム真理教『真理の芽』1997年)



北米：マインドフルネス

• カバット・ジン：

–ストレス減退療法

•病人に瞑想法を教える

–受容と同情



1980年代新々宗教の目的

• アメリカでの仏教

– 個人が＜見える世界＞への意識を変える

• 自己・他者への受容と同情

• 「目はなぜ二つあるのか？」「わからない（不識）」

• 個を保持したままの共同体（僧伽ｻﾝｶﾞ）

• 日本での＜仏教＞

– 個人が＜見えない世界＞に直接触れる

– 超能力・神秘体験の重視



神秘体験：変容した意識状態

(1)霊的存在をリアルに感じる

(2)時間感覚の混乱

(3)自己統括の喪失

(4)身体イメージの変化



超能力・神秘体験

ヌミノーゼ
(1)畏怖の念：

• 身震いを伴う、ひれ伏したくなるような感情

(2)魅了

• 限りなく心が引かれてしまう

オットー『聖なるもの』



神秘体験の効用

1. 自分自身の内部に、自分と触れ合う
「拠りどころ」の獲得

2. 「拠りどころ」によって、自分の振るまい
が支えられているかという確認



二種類の問い

• 根源的な問い

– どこから来て、何者で、どこへ行くのか

超越的な視点をもつ人間 homo religiosus

• レクサスの問い

– 効率的で、評価に値するか

自立した強い個人像 homo mentis



神秘体験の言語化拒否

• いいがたいエネルギーの流動ともいうべき幻
影は、

• (1)もし神話的コスモロジーが存在しなければ
単なる流動であり、

• (2)それ自体を記述する言葉が見あたらず、と
ても描写することができない。

– 上田紀行『宗教クライシス』



神秘体験のイメージ化

(1)独自の宇宙体系

(2)「腑に落ちる」自覚

(3)定まった新イメージへの固着化



新々宗教の異様：イメージ化

• ＜見えない世界＞の絶対視

– ＜見える世界＞の常識無視

• ライフスペース

• 「被害者の死因は司法解剖。」
» （成田ミイラ化遺体事件）



新々宗教の社会化

• 教団：

– ＜見えない世界＞が＜見える世界＞に受肉

– ＜見える世界＞からの孤立化

• スカラー電磁波→白装束による防備→移動用車両



新々宗教への賛同

• 源流回帰

– 日本の仏教は世俗化

– 新々宗教こそ仏教の正しい系統

• 仏教では、この世における生活はすべて苦

• 世俗的なものを一切断ち切る出家を重視
» 島田裕巳『オウム：なぜ宗教はテロリズムを生んだのか』



新々宗教の罠：個人的思考放棄

• 絶対的なものに帰依

– 精神的問題の棚上げ

• 自分の位置付け、やるべきこと、目標が明快

＜私＞ は＜自分＞ について悩まない

依存・寄生のポピュリズム（＜大衆＞）



新々宗教の社会病理：破滅願望

• サリン事件：

– 平和と秩序の破滅物語

• 「小さいながらも幸福な家庭」の人々

• 「ちょっとした運命のいたずら」でサリンに遭遇

• 終わりなき日常風景への倦怠

– 日常の破滅の瞬間を待ち望む。 9.11テロ



新々宗教自体の堕落

• 自力修行（禁欲）→インスタント解脱法

– 機械・薬物による覚醒

• 精神的共同体→宗教自治区

– 国家型経営（組織＋防衛力）

• 真理国基本律

「真理国基本律第一次草案



神秘体験のすりかえ

• 「私は、ツァンダリーの修習によって、エネル
ギーを上昇させると快感を感じるようになりま
した。最初は背中をゾクッと寒気が昇るだけ
でした。・・・その上昇感が強くなってゆくと、と
ても気持ちいい快感のようなものになりました。
現在では、この世で味わえる最高の快感だと
思っています。射精などの快感などとは比べ
ようもありません。」

• 麻原彰晃『イニシエーション』



社会の鏡：

• 快楽主義の神秘体験

• 超高度資本主義

– 個性：欲望を素直に表現すること≠恥
– 自立：心の中の欲動を解放する＝真の勇気

• ノーパン喫茶, 愛人バンク, 援助交際



プロテスタント：神秘体験の否定

• 神の存在

1. 人間の内側にいない

2. 人間が把握できない＜見えない世界＞にいる

3. イエス・キリストを通じてのみ、

4. ＜見えない世界＞にいることを知ることができ
る。

• 急ぎつつ待ち望む

– 終末にいたる「中間時」



参考文献

• 上田紀行『宗教クライシス』

• 吉田司『新宗教の精神構造』

• 島田裕巳（2001）『オウム : なぜ宗教はテロリ
ズムを生んだのか』

• 佐藤優 (2016)『資本主義の極意 : 明治維新
から世界恐慌へ 』

• 佐藤優 (2009)『はじめての宗教論』



これ以後のスライドは資
料用で、発表とは直接
の関係がありません。

コピーは不要です。



神秘体験と宗教体験

• 神秘体験：

• コスモロジーなしに認識するもの

• 宗教体験：

• あらかじめ認識できるものがコスモロジー的
に解釈されている



日本宗教の危険

宗教多元主義

(1)「開くこと」：神秘体験

(2)「閉じること」：宗教体験



宗教多元主義

(1) 信者を囲い込まない

(2)世界を敵として見みず、教団内に
差別化を持ち込まない

(3) ひとつの解答を与えない。人間存
在の奥深さ・多様性を探求する場



大川vs田原

(1) 離脱の自由

(2) 布施を強要しない

(3) 罰則がない



日常世界と宗教世界

多様性に開かれていない

日常：表層意識の合理性のみ正しい→宗教
は不要

宗教：自団の教義のみが正しい→日常は汚
れ



個人 自助

共助

因縁

社会

才能相違

平等感覚



開かれる：
神秘・
他者

偽りの開き：
グローバリズム



山越阿弥陀図
12～13世紀



＜見えない世界＞への接近

ペラギウス論争（5世紀初頭）

人間には自由意志がある

人間には独力で善をなしうる能力はない。神の恩
寵によってのみ可能である



聖と俗

宗教 国家

異様 日常

神秘 合理的

かけがいのなさ 交換可能な人間

エネルギー言語 分析言語



聖と俗の人間像

俗
社会：法的・政治的・経済的地位、役職、身分、役
割からなる構造

個人：社会的人格の陰に隠れるあいまい

聖
社会：未分化で同質

個人：具体的で個性を持つ、全人格的存在

ヴィクター・夕ーナー『儀礼の過程』



• 大学生のオカルト信仰に関する研究 : オカルト信者の
社会心理的特性と超心理教育による社会観の変容A 
Study on the belief in occultism of college students : 
Social psychological characteristics of occultists and 
change of social perspectives throught the 
parapsychological education

• 中村雅彦Nakamura Masahiko
• 愛媛大学教養部紀要 [巻号一覧]愛媛大学教養部紀

要 28(1), 29-55, 1995-12-00 [この号の目次]
• 愛媛大学

http://ci.nii.ac.jp/author?q=%E4%B8%AD%E6%9D%91+%E9%9B%85%E5%BD%A6
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00024833_ja.html
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00024833/ISS0000037262_ja.html


宗教と国家の相似

宗教 国家

教祖・カリスマ 総理・大統領・総督

教義・教典 民主制度・資本主義

教会・神殿 官公庁

教化活動 教育機関

信徒 国民



宗教と国家の違い

宗教 違い 国家

教祖・カリスマ 祈り
必要 適当

総理・大統領・
総督

教義・教典 信じる
必要 適当

民主制度・資
本主義

教化活動 価値観共有

必要 適当
教育機関

信徒 意味の問い

回答授与
国民





宗教が政治に関わる



個人・社会

• グローバル化の問題点
1. 入れ替え可能性

2. 環境管理型権力

• 処方箋
1. 自助（1万時間と掛け合わせ）

2. 共助

• 疑問
– 才能の相違

– 平等感覚
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