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生神金光大神〝生まれ変わり〟と〝百日修行〟の信仰的意義

姫野教善

「生神金光大神〝生まれ変わり〟と〝百日修行〟の信仰的意義」というテーマ

で執筆した本稿は、重要なテーマであるにもかかわらず、その資料は極めて僅少

である。

「生まれ変わり」についての資料はもとより、特に「百日修行」についての資

料は極めて少ない。私の手元にある資料といえば、唯一、『金光教教典』のみで

ある*1。

資料が少ないということは、執筆の困難性の大きな一因である。それを補足す

るものは、その執筆者の信仰である。信仰の高度差、その濃淡、その角度によっ

ては、同一の資料であっても、その理解・解釈には異質の相違が生じうる。場合

によっては、百八十度逆転した理解・解釈も成立しうる。

信仰の高度差、その濃密度、その角度によっては、数少ない資料からでも、そ

の理解・解釈の深度と高度において、無限の拡がりを展開し創造せしめる。

私の場合、資料が少ない上に、思考力と信仰力の観点から見ても、到底、資料

が含蓄する大きく深い信仰内実を読み解くこと、その的確な理解・解釈は不可能

である。

新しい資料が発掘され、新たな深い思考力と高い信仰力によって、それらが読

み解かれる時、また全く別の新たな理解・解釈が生み出されるであろう。

本小論は、それまでの経過的な一試論に過ぎない。それだけに本小論には、誤

解や見落としや分析の甘さがあることは否定すべくもない。あらためて諸賢氏の

御教示を乞う次第である。

安政年間から慶応年間にかけて、日本はまさに未曾有の変革・激動の時代であ

った。

浦賀沖にペリーの率いる黒船が来航(嘉永 6年、1853)し、日本国中の世論が、

開国か尊皇攘夷か、勤皇か佐幕かの二論に大きく分断され、それは煮えたぎる釜

湯のように沸騰しつつ、歴史の舞台は大きく回転し始めるのである。磐石の基盤

を誇った強固な徳川幕藩封建体制が揺るぎ始め、その崩壊過程のなかから、明治
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新政府という新たな資本主義体制が誕生しつつあったのである。これは、これま

での社会構造が根底から覆される一大社会革命・社会変革にほかならない。

この社会革命のために、日本各地で激しい戦争が勃発し、多くの血が流され多

くの物が破壊された。旧弊な社会秩序も思想も信仰も否定され、社会的混乱はそ

の頂点に達した(明治初年から二十年代にかけてもこの混乱は続くのである)。神

も金光大神も、この社会革命の大きな激動・変革の波からは、決して免れること

は出来なかったのである。「お上ご変革に相成り、此方も天地乃神も変革」(『金

光教教典』p.67。以下、特に断りの無い限り、ページ数のみを記したものは『金

光教教典』を引用元とする)せざるをえなくなったのである。

「此方も天地乃神も変革」せざるをえなかったその根因こそが、まさに「お上

ご変革」という要因そのものに存するもの、と断ぜざるをえない。すなわち、未

曾有の明治維新という社会革命・社会変革が、天地金乃神と教祖をして、「変革」

を余儀なくせしめた必然的真因にほかならない。

黒船来航という歴史的外的要因が、徳川封建幕藩体制の内部矛盾をさらに促進

・激化せしめ、明治維新という社会革命・変革を必然化せしめたのであるが、そ

れと同様に、天地金乃神と教祖における「変革」は、明治維新という未曾有の社

会革命・変革という歴史的・外的要因によって、必然的に惹起せしめられたもの

と断じて差し支えない。天地金乃神と教祖との「変革」は、信仰の内部的要因と

いうよりも、歴史的・外的要因が主因となって必然化せしめられたものである。

金神信仰――それのもつ決定的な内部矛盾、すなわち金神の祟り障りから身を

守るための日柄方角を見るという、金神よけ・金神忌避の信仰が、すべての地所

が金神の地所と規定する金神の信仰内実からすれば、日柄方角を見るということ

自体が、実は金神に対する最大の無礼であり、その無礼の蓄積が、七墓築かす・

金神七殺という人間の難儀として出現する真因にほかならないということ。

救済を求めんとする信仰行為が、救済どころか、その正反対の難儀を惹起せし

める原因にほかならないという金神信仰における内部矛盾は、教祖 42 才の九死

一生という大患からの救済という事蹟(安政 2年、1855)(p.10～ p.12)を起点とし

た、金神からの天地金乃神への神自身の「転態」によって、そして教祖の金神信

仰からの天地金乃神信仰への転化・転態によって、一応解決されている。だがし

かし、これは一応の解決にすぎない。絶えず進化し高度化しつつある金光大神の

信仰内実からすれば、教祖 42才の九死一生という大患からの救済という事蹟は、
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重大な一つの起点であり、決定的な金光大神の信仰内実の発展段階であったとし

ても、それはいまだ一応の解決という現在進行形に過ぎないのであって、その完

成形態では決してありえない。金光大神の信仰内実としては、いまだ進展中の過

程なのである。金光大神の信仰内実の完成・完熟のためには、これからも二度、

三度その「変革」が、厳しい修行のなかで必然化されざるをえないのである。

「此方も天地乃神も変革」せざるをえなかった最大の理由こそは、「お上ご変

革」という歴史的・外的要因に存在する。すなわち、明治維新という稀有の一大

社会革命・変革という歴史的・外的要因が、教祖と天地金乃神をして、再度「変

革」を余儀なくせしめたのである。

徳川幕藩体制の多くの残滓を引きずったまま、近代化を急ぐ明治新政府は、旧

来の祈念祈祷を中心とする呪術的信仰を淫祠邪教として、一掃する必要性に迫ら

れていた。明治 4 年 5 月 14 日の太政官布告に基づく「小田県の触書」(p.59)に

よって、教祖広前の「神前撤去」が命じられ、生神金光大神取次の道の信仰と布

教とが全面的に禁止されたのである。これは、まさに明治太政官政府の国家権力

による強権的な教祖広前の「神前撤去」、「布教禁止」という、宗教弾圧、信仰弾

圧、これこそが、教祖と天地金乃神とが「変革」を余儀なくせしめられた真因に

ほかならない。

明治 6年(1873)旧正月「一つ、小田県の触書のこと聞き、神職立たんと申し、

家内中心配仕り候」(p.59)という教祖の記述が象徴するように、教祖一家の生計

手段を奪うものとして、さらには生神金光大神取次の道の信仰と布教とが禁じら

れるものとして、教祖と天地金乃神をはじめ、各地の出社や信者達にとって、ま

さに青天の霹靂とでも言うべき大きなショックと一大危機感を与えたことは、最

早その言を待つまでもない。

教祖と天地金乃神にとって、再度このような生神金光大神取次の道の信仰と布

教が、弾圧・禁止から免れうるためには、その信仰内実の本質を堅持しつつも、

国家権力と妥協できるところは妥協していくという限りにおいて、「変革」が必

要であったのである。

それではその「変革」とは、一体、どのようなものであろうか。その「変革」

の中身とは、神にとっては「負け手」(p.585)であり、教祖にとっては「生まれ

変わり」(p.59)である。さらにその「変革」は、布教と祭式、信仰のあり方にも

影響を及ぼしていく。
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「この金神を、みなの者が恐れるが、恐ろしい神ではない。この度は神が負け

手を出して、金光大神をもって世の人を救ってやる」(p.585)。これは塩田茂八

への教祖理解である。この伝承がいつの時代のものか、どのような情況のなかで

教えられたものかは不明である。だがしかし、神は、建築や縁談、そして金神の

神性等についても、反時代的な旧き悪しき慣習、世人を困らせるような旧弊に対

して、神は、「負け手」を出してでも、出来うる限りこれら悪弊を改良し「変革」

されようとなされたのである。「氏子には何事も負けてやる」(p.157)というお知

らせの通り、人間の難儀の救済をその信仰内実とする天地金乃神は、人間の負担

軽減、難儀救済のために「負け手」を出され、自らを「変革」なされようとされ

たのである。

明治 6年(1873)癸酉の旧正月二十一日、川手戸長より「神前撤去」が申し渡さ

れる。教祖広前は「荒れの亡所」(p.59)と変わり果てたのである。「二十二日よ

り金光大神お広前ひき。天地金乃神様より、力落とさず、私に、休息いたせ、と

仰せつけられ」(p.59)るのである。「一つ、旧二月十五日、金光、生まれ変わり、

十年ぶりに風呂へ入り、おさし許しくだされ。生まれ日改め」(p.59～ p.60)。明

治 6年(1873)、「同じく十二月十日、金光大神縁日に、天地金乃神様お差し向け、

酉の年生まれ、一歳。新甲戌(明治七)一月二十七日の日に当たり、金光大神酉の

二歳」(p.65)。

以上のような『覚書』の資料から見て、教祖の「生まれ変わり」は、「神前撤

去」という生神金光大神取次の道の信仰と布教の上での最大の危機の直後(とい

うよりはその最中)のことであり、この信仰と布教の一大危機という「宗教弾圧」、

「信仰弾圧」が、教祖それ自身をして、「生まれ変わり」という「変革」を必然

化せしめた真因であったことは間違いない。

この教祖の「生まれ変わり」ということは、単なる生命の延長ということでは

ない。「生まれ変わる」ということは、まさに零からの再出発、生命の新たなる

再生、復活、一新ということであろう。「生まれ変わり」ということは、教祖の

これまでの命のすべてが、質的に入れ変わり、更新され、新生される、というこ

とであろう。この「生まれ変わり」という神からの指令が、信仰的には、一体ど

のような理論的意味を含有しているのであろうか。

それは、教祖をして、「生まれ変わらしめ」、過去からの清算、新たな生命の零

からの再出発、生命の新たなる再生、復活によって、生神金光大神取次の道の信
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仰と布教とが、いまだ清算し切れていなかった金神信仰の残滓を切り捨て、より

純粋かつ完熟しつつある生神金光大神取次の道へと進化し高度化するための、決

して避けて通ることの出来ない信仰内実の進展過程にほかならない、ということ

である。

この過程は、まさに神の「負け手」という「変革」と一体的な形態、神と教祖

との相互的響き合いにおいて成立し進行するものであって、一方の要因だけの「変

革」では、この道の純粋化・進化・発展は不可能ということなのである。

「お上」そのものが、徳川幕藩封建体制から、一大社会革命という犠牲と激動

の時代のなかから、明治新政府という資本主義社会が台頭するという変革の時代

を迎えようとする時、「神」も「教祖」も旧来のままでは、その生存が保証され

ない社会の大きな激動・革命の波のなかで、神も教祖もその信仰と布教を護持し、

そして何よりも難儀な氏子救済という神の悲願の達成のためには、信仰の本質は

堅持しつつも、折れなければならない処は折れ、訂正しなければならない処は訂

正するということが、時代の要請として必然的であった。それが「神」と「教祖」

とにおける「変革」にほかならない。「神」においては、神自身が「負け手」を

出すということ、旧来からの金神という神性からのより完全な脱皮ということ、

すなわち「金神」からの「天地金乃神」への「転態」ということである。また「教

祖」においては、「生まれ変わり」という「変革」、すなわち金神信仰からの天地

金乃神信仰へのより完全な脱皮ということであろう。

さてそこで、「変革」が教祖と天地金乃神のみならず、従来からの祭式や信仰

のあり方にも大きな「変革」を必然化せしめる事態を少しばかり考察することに

する。

明治 6年(1873)正月の「神前撤去」に先立つこと 2年前の明治 4年(1871)の正

月に、「一つ、広前、六角畳とりあげ」(p.53)、「またもどのような不時あっても

苦世話にすな」(p.53)。そしてさらに、その年の 4 月 10 日には、「金光大神を六

角畳の上おろすから、よくよくのことと思うてくれ」(p.53)というお知らせが、

神から下されている。神は、すでに 2年前から「神前撤去」という国家権力の発

動があることを予告され、同時に、それに対する心構えの必要性を促されている。

明治 5 年(1872)12 月には、「一つ、もちつき、注連かざりは此方にはいらず。

年ぶん(年中)注連あり。幟は内へみな立て。祝い、祭り、人なみにするにおよば

ず。なんにも(何事も)氏子の供え物でよし」(p.58)。「一つ、たいこ打つにおよ
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ばず。門の鳥居をとり納めおき」(p.58)とお知らせ下されている。「拍手打つな。

拍手打つは法人のこと」(p.140)。「守り札出さん。書付だけ出せい」(p.145)等々

のお知らせに見られるように、太鼓・拍手打つこと、守り札、木札を出すことも

禁じられている。さらには、「ご神号は、明治三年九月、地頭(浅尾藩知事)より

おさしとめにな」(p.896)り、「明治十五年よりは、『ご裁伝は此方一代限りぞ』

とのご神命」(p.911)によって、「ご神号」も「ご裁伝」もともに中止されている。

手みくじやのりくら(神がかり)も廃止され、また「線香は十六年七月十一日限り

おやめになった」(p.894)のである。

そして、明治 9年(1876)新 2月から 3月にかけて、鴨方、玉島の両警察署より、

再三、再四にわたり、「きょうは屯所へ連れのうて行く、支度せい」(p.128)。「人

を拝むことすな、説諭でよし」(p.129)というように、強権的な布教・信仰干渉、

脅迫的警告がなされ、「一つ、説諭だけいたし候。金神お廃しと申し、天地金乃

神書付出されんと萩雄申し候」(p.129)という緊迫した事態にまで追い込まれて

いくのである。

さて、つぎに、日柄方角を占うという金神信仰の内実が、「理解」を中心とす

る布教・信仰のあり方に「変革」されていく問題について論及しておこう。この

「変革」については、すでに明治 4 年 7 月にその兆候が現れている。「同じく七

月二十四日、日天四様ご縁日、仰せつけられ候。運勢のこと、普請、作事、方角

のこと、宅がえ、縁談のこと、理解でよし」(p.94)。そして明治 11年(1878)寅 5

月 6日「一つ、暮れの御礼申しあげ、お知らせ。氏子願いのこと届けだけいたし

てやり。理解がおも。朝晩の礼は軽うてよし」(p.140)。明治 12 年(1879)己卯正

月 24 日「一つ、医師、法人、方角のこと申すにおよばず。此方のは氏子に信心

の道教え、理解だけでよし」(p.146)。さらに、明治 12年(1879)卯 9月 24日、「も

とより、むしん、勧化申さず。神の理解どおり願いて、願いどおりおかげを受け

て、ありがたしと申してお礼にあげまする物は、神も喜ぶ。末の繁盛守り。札の、

守りの代、初穂、益を取るのという神とは、此方は神がちがう。生神金光大神、

天地乃神は、お上、神ほとけ、人民、上下立ち行くように理解申して聞かせ、お

知らせあり」(p.150 ～ p.151)。明治 13 年(1880)6 月 25 日には、「教導職ではい

けん。教導にまぎらわしきことせず、まじないもせず、説教も。出て歩く道でも

なし。内で説諭とも理解とも話をして聞かせ。末を楽しみ」(p.153)。

以上のように、明治新政府の強権的「布教弾圧」、「信仰弾圧」を受け続けた教
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祖と天地金乃神は、それぞれにおける自己「変革」の必要性と同時に、「変革」

することの必然性に迫られるのである。

金光萩雄の伝承につぎのようなものがある。「はじめは、『こういう所に井戸を

掘っているであろう。それで水神のとがめに遭って目が痛むのである。』『こうい

う所に便所をこしらえたであろう。それが不浄で、障りになっている』『こうい

う方角へ嫁にやっているであろう。そのためにお気障りができている』などと言

われ、『おわびをしてやるから、その方も日々信心をせよ』と仰せられていた。

しかし、後には、『信心して、病気さえ治ればよいであろうが。めぐりやとがめ

を言うことはない。信心さえすれば、それでよい』と仰せられた」(p.514～ p.515)。

この伝承が意味するところのものは、一体、何か。それは、金光大神の信心の発

展段階、すなわち金光大神の信仰内実が金神信仰のそれから、天地金乃神信仰へ

と発展し展開されていくという、一つの証左にほかならない、ということである。

運勢、普請、作事、宅がえ、縁談、旅行など日常生活のすべてにおいて、祟り

障りの神としての金神回避という方角日柄を占ういわゆる金神信仰から、全く断

絶、絶縁された次の信仰内実へと発展・転回されていくということである。神に

氏子の願い届けいたし、氏子に信心の道を教える、という「理解」が、布教と信

仰の展開の中心となってくるということである。さらには、無理に寄進勧化を強

制し、守り札、代金、初穂、利益を取る「神とは、此方は神がちがう」として、

これまでの神とはその神性の質的相違性を明確化され強調されたのである。かく

して、難儀な氏子の救済、これこそが、天地金乃神の真髄・本質にほかならない

という新たな信仰内実の道、すなわち生神金光大神取次の道への展開が、さらに

一歩前進し展開されていくことになるのである。

この日柄方角を占うということからの、「理解」へ、という信仰内実における

「変革」の信仰的意義の重要性について、もう一度、考察しておきたい。

一口にして言えば、教祖の「理解」とは、教祖が 42才の大患(安政 2年、1855)

からの九死一生の生還という奇蹟的おかげを受けられてより、明治 16 年(1883)

ご帰幽なされる 28 年間の長きにわたり、昼夜の別なく、寝食を忘れ、身命を捧

げ尽くして、難儀な氏子救済のために取次ぎ祈念された「御教え」そのものであ

る、ということ。この教祖の「理解」すなわち「御教え」そのものが、その後、

活字化され製本されることによって、難儀な氏子が救い助けられたということこ

そが、教祖と天地金乃神の救い助かりにほかならないという、生神金光大神取次
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の道が、教祖亡き後々の世まで伝えうることを、可能ならしめたのである。この

教祖の「理解」＝「御教え」こそが、天地金乃神の信仰内実の真髄・本質を截然

と明示し明確化せしめたものとして、まさに金字塔のごとく屹立せしめているの

である。これによって、生神金光大神取次の道が、全世界に広く普及し、多くの

難儀な氏子が救い助けられる道が全世界に大きく開かれることが、可能となった

のである。

もし、教祖の信仰内実が旧態依然とした金神忌避のための日柄方角を占うとい

う金神信仰を墨守し、そこに跼蹐化したままであったと仮定するならば、淫祠邪

教視されたままの本教は、衰退の一途を辿る以外の道はなく、今日のような金光

教の姿は、決して現存してはいないであろう。金光教が旧弊と訣別し、生神金光

大神取次の道を明確化し、確立するためには、近代化・合理化という革新的信仰

内実の展開、すなわち教祖と天地金乃神との両方の「生まれ変わり」＝「変革」

が必要であったのである。

教祖が神との「変革」によって、難儀な氏子の救い助けられる道を「教え」と

して、「理解」として書き留め、その「理解」を受けた直信達が、これを教祖理

解として大切に伝承されたことで、生神金光大神取次の道の信仰内実が判然と明

示され明確化されてきたのである。「此方の道は祈念祈祷で助かるのではない。

話で助かるのである」(p.900)として、「理解」・「話」を中心とする布教と信仰内

実の「変革」、この信仰的意義は、まさにここに存するのであって、このことは、

いくら高く評価されてもされ過ぎるということは決してない。このことは、固く

銘記されなければならないことである。再度強調しておく。教祖の「生まれ変わ

り」とは、まさに教祖自身の質的な「変革」である。これは、神が「負け手」を

出すという神自身の「変革」と同時一体的なものである。教祖の「生まれ変わり」

と神の「負け手」という、この二つの同時一体的な「変革」が、生神金光大神取

次の道のより高度化されより深化されより純粋化される進展過程における絶対的

に必要かつ不可欠な要因なのである。

さてそこで、いよいよ教祖「百日修行」についての信仰的意義について論究し

ていくことにする。

明治 16 年(1883)7 月 2 日、「片岡次郎四郎師参詣の折、「『今日より百日間修行

せよ。しからば、金光大神の修行成就すべし』と神伝あり」とお伝えありしが、

その百日の修行成就は旧九月九日にして、ご帰幽前一日なり」(p.917)。これは、
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佐藤範雄の記述「内伝」の最後の部分である。

教祖御帰幽の一日前、命の燃え尽きるまで身命を捧げて、神の命ずるままに修

行に精励され尽くされた「百日修行」についての資料は殆ど無く、その具体的内

容は全く不明である。

片岡次郎(才崎教会二代教会長)の伝承によれば、「百日修行の内容については、

教祖のも祖父のも明らかでない。祖父の修行は形の上のことは何も改まったこと

はなかった」（「〈資料〉金光大神事蹟集(二)」紀要『金光教学』第 25 号、1985

年、p.130）。近藤藤守による伝承、「百日修行につきては、本部にて誰かに聞き

たるも、半信半疑なりき。百日も休まれると言うことはなき筈なり」(「〈資料〉

金光大神事蹟集（三）」紀要『金光教学』第 26 号、1986 年、p.133 ～ p.134)。高

橋富枝による伝承、「百日修行の事は知らず」(「〈資料〉金光大神事蹟集(五)」

紀要『金光教学』第 28号、1988年、p.167)。

このように、教祖最晩年の重要な「百日修行」については、全く資料不足、不

明のなかで執筆することは、到底不可能である。後は、私の貧弱な想像力を働か

せる以外には、その道はない。したがって、思考力、信仰力、想像力の未熟さ、

貧弱さから来る誤謬、読み違い、分析の不徹底さは、当然のことと言わなければ

ならない。

ところで、教祖は、その帰幽の前日までの「百日修行」以外にも、それに先立

つこと 8年前の明治 8年(1875)10月から、明治 9年旧正月にかけて「百日修行」

をなされている。「一つ、同じく十八日早々お知らせ。百日修行楽しみ。子(明治

九)の正月二十八日、無事に相たち、御礼申しあげ」(p.70)。

ここでの教祖の「百日修行楽しみ」という記述は、一体、どのような意味を包

含しているのであろうか。一般的に言って、「修行」といえば、「楽しみ」どころ

か、その反対に「辛く苦しい」ということが、実体であり実感である。その「辛

く苦しい」修行を、なぜ「楽しみ」として喜び待ち望んでおられるのであろうか。

この意味は、一体、何なのであろうか。

「修行」の形態とその数は、それは、例えば断食、不眠の行、寒修行、水垢離、

滝行、お百度詣り、裸参りの行、蚊帳を吊らない行、裸足の行、洒掃、端座の行、

五体投地、山岳修行等々をはじめ、行住坐臥という日常生活のすべてが修行とい

ってよいほど、数え切れないくらい多数存在している。「修行」には形の行だけ

ではなく、心の行も存在している。この形と心との修行は、表裏一体的・不可分
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離的な密接な関係性にある。教祖が重要視されたのは、この心の修行ということ

である。

教祖にとっては、今回の「百日修行」は、形態上は従来通りの日常生活と何ら

変わりはなく、神の広前に端座し祈念すること、神と対面し、神と会話し相談す

ることであったであろう。神から、今回はどのようなお知らせが頂けるのか、ま

たどのような御教えが授けられるのか、そして、より一層以前にも増して、神に、

距離的・心情的にも近接し、神との一体感のなかで、大きな和ぎと安らぎが与え

られる、これこそが、教祖の「百日修行」をして、その「辛く苦しい」厳しい修

行のなかに、喜びと楽しみを実感せしめる要因があったのではなかったのではな

かろうか。このことが、教祖をして、「百日修行楽しみ」と待ち望ましめるとこ

ろの真意にほかならないのではなかろうか。

さてそこで、教祖「ご帰幽一日前」までの「百日修行」についての考察に先立

って、それ以前からの教祖の病状について、簡単に列記しておく必要がある。そ

れは、つぎのようなものである。

①明治 10 年(1877)「八月三日夜七つごろ、腹、通じつき、一度きりに毒お取

りさばきくだされ、ありがたし仕合わせ存じ奉り」(p.131)。「四日早々御礼申し

あげ。日々手水へ行かぬように、着り物(着物)も汚れぬように、三日四日ぶりに

行くようにしてやる、とお知らせ。仰せどおり四日より八日早々手水へ出。うち

うちにお知らせ、おいおい目も夜に見えるようにしてやる」(p.131)。②明治 12

年(1879)正月 26 日「一つ、金光大神大便通じ、二十七、八日には、夜日に五度

も手水出。いどが出(脱肛)難儀。地合の冷え(持病の痔)が起こり。毒の取りさば

き、とお知らせくだされ。二月朔日よりよし。十日までに粗毒取れ。腹の内に毒

あり、おいおいに毒取り。体毒と申すが、腹の内の毒取ること知らんから氏子が

難儀するのじゃ。好きな物食べて体の丈夫をつけて、おかげを受け」(p.146)。

③「またおいおいに腹がぐうぐうごろごろと鳴り、手水出。屁がかつかつ出、腹

の内はぐあいよし。三月十五日よし、六日、両日は手水へ行かず。四日ぶりに出。

内の丑一昨年(明治一〇)の八月三日夜大便通じ。同じく四日お知らせ。仰せどお

り」(p.146)。④「当年卯正月二十六日通じ。この度は長の間冷えがそい、三日

ほど肛門の出。気分にさわりなし。腹の内ごろごろ鳴るだけで毒の取りさばきく

だされ、ありがたし」(p.146)。⑤「また閏三月、腹鳴り手水三度出。四月五日、

腹。六月一日、また五日夜、六日早々通じ。ぞうぞう下り、一度きり。二度目に
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は平生のとおりになり」(p.146)。⑥「その後十三日の昼手水へ出、八日ぶり。

十八日夜、六日ぶりに手水へ出。六月入りてから、腹鳴り、治まり」（p.146）。

⑦「また七月二十日ばんより夜、腹下り、朝までに四度ぞうぞう下り。二十二日

よし。二十三日治り。頭痛、熱、おかげで一夜きり。二十七日夜、五日ぶり手水

出」（p.147）。⑧明治 12年（1879）7月「二十日ばんより、金光大神、熱、頭痛。

腹ぞうぞう下り、四度。宵、朝、七度で治り。二十一日の朝は声がかれ。ご理解

あり、おかげで朝のうちに声も治り、通じもとまり。五日ぶりに大用に出、一夜

に毒の取りさばきくだされ」（p.149）。⑨「食事は、二十日、一日、丸一日違い、

二十二日より平食に相成り。五日ぶりに大用に出。よそにはコレラと申す病気は

やり、みな心配いたし。此方には神様のおかげ受け」（p.149）。⑩明治 12年（1879）8

月「一つ、九日昼より目玉痛み、十日ばんよりよし。十二日早々目の内澄みやか

になり、へりへ出物出。十四日元の晴眼に相成り、一日もさしつかえなし。全快

日々願い。ありがたしこと、御礼申しあげ。金光大神のこと」（p.149～ p.150）。

⑪明治 13年(1880)「金光大神、辰の七月六日より気分悪し。十三日砂糖水飲み、

夜に腹二度通じ、十四日よし。二度きり、通じやみ。十五日気分治り。十日ぶり

に澄みやかになり、ありがたし。御礼申しあげ」（p.154）。⑫明治 16 年（1883）

「未六月六日より、夜、七日朝まで頭痛いたし。朝うち四つより頭痛治り、足は

治り。十日待ち。十三日は寝なと。十五日楽しみ。十六日土用入り。ところてん

食べ、ばんに杉なり一杯食べ。始終ない熱」（p.177）。「十七日穀気食べなとお知

らせ。十八日ようなるとお知らせ。十八日朝ご膳食べかけ。麦やめ切りても食べ

とお知らせ。半膳ほど食べ。茶、水、砂糖水食べられず。香類、品物食べず」（p.177）。

「十九日買い、もち、まんじゅうのようなあん、末為神買うて、二つはじめ食べ。

二十日正才神、同様なもち三つ、玉島へことづけ、買うてよこし、食べ。二十一

日甘酒、杉なり一杯、うえ（古川家）末為神よこし、食べ」（p.177）。「二十二日、

二十三日、四日よりよし。ご膳半膳も食べ。大用、六日より二十五日四つ前まで

に四度出。ご膳は食べん日あっても、一日もお広前さしつかえなし。二十七年こ

のかたのこと」（p.177）。「茶と水と湯。水食べ。水腹一時。水、薬にしてやる。

なにを食べいでも、一心願い、治る、とお知らせ。病気中、日々お知らせ。二十

五日改めよし。書きおき、安心のこと。仰せどおり治りてみれば、ありがたしこ

と」（p.177）。「七月二十一、二日、元の本身になり、飯、平食になり。二十四日

より平生のとおり。御礼。八月十日より飯、小一膳食べ。あげに魚食えん。始終
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一膳、食べん時もあり。二十日夕飯よりおとめになり。水飲み」（p.177）。⑬明

治 16 年「未八月二十日夕飯よりおとめになり。水食べて休み」（p.178）。「二十

一日早々お知らせ。今明日、飯、茶も食べず。菓子、水だけ。人民のため、大願

の氏子助けるため、身代わりに神がさする、金光大神ひれいのため」（p.179）。

また、佐藤範雄は、「教祖ご帰幽前後の御事ども」として、つぎのように記し

ている。明治 16 年「九月二十九日、旧八月二十九日夜のこと、休んでおると、

金光様のお夢を見た。「『金光大神、長日の道を説きたり。萩雄、手代わり勤めよ』

［…］」」（p.914）。その後、高橋富枝と、「ともに急ぎ参ったが、萩雄様お勤めあ

り、「二十七日の夕方ご祈念の時、『金光大神、長々道を説きたり。萩雄、手代わ

りせよ』とておひきになった」とのことを承った」（p.915）。「金照明神は西の方

の裏にお回りになり、お休みのご容体を雨戸敷居の外から無言にて拝し」（p.916）、

「明神様のお言葉に、『金光様、いとお静かに、あお向けにお休みであるが、た

だ、少しほおがすいて拝せられた』とのことであった」（p.916）。

「明治十六年正月元旦のご祈念に、『本年、金光大神の身に虫入りたり』とあ

り、夏となりては、なんとのうお元気なく拝せられ、七月十七日、『金光様、い

つまでお生きなされて人を助けなされますか』と伺いしに、『いつまでもと思う

が、肉体を持っておれば痛いかゆいこともあり、本当に人を助けることもできな

いように思う』と仰せらる」（p.917）。

さらに、唐樋常蔵の伝承として、明治 16 年 8 月の頃、「『周防国の氏子唐樋常

蔵、此方金光大神は百日の修行が足れば神になるのぞ。西三十三ヶ国は其方等に

頼むぞ。』と仰せられた。その御言葉に師は胸迫り、『金光様、貴神が御隠れにな

りましたら、此の御道は如何なりましょうか。』と、思わず知らず御伺い申され

た。すると教祖は、『氏子、心配することはない。面影（かたち）を隠すだけじ

ゃ。肉体があれば世上の氏子が難儀するのを見るのが苦しい。体が無うなれば願

う所に行きて氏子を助けてやるわい。』と仰せられた」（「〈資料〉金光大神事蹟

集（二）」紀要『金光教学』第 25 号、1985 年、p.135）。島村八太郎の伝承、「金

光様、神去りの前に、『生神金光大神といいしも、今までは形があったから暑さ

寒さも感じたが、これよりは形を去りて真の神になるから、一目に氏子を守るこ

とができるわい』」(p.328)。伍賀慶春の伝承として、「明治九年の秋ごろ参拝し

た時、いろいろとご裁伝があった後、金光様は、「旧暦と新暦とがあるが、先で

両方が九日十日と連れ合っていく時がある。その時には神上がりする」と小さな
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声で仰せられた」(p.501～ p.502)。金光萩雄による伝承として、「『百日が今日で

すむから、今日からは後へひくぞ。貴様がつとめねばならぬ。』と仰せられ、そ

れより引かれて少しく御病気の様なりき。一週間余り御病気にて、前より御病気

なりしも押して勤められ、百日修行満つる迄はつとめられたり。『もう愈、九月

十日の朝日のお照しを拝礼したら、それが限りじゃ。』と仰せられ、『もう何時頃

じゃろうかなあ。』と仰せらる」（「〈資料〉金光大神事蹟集（三）」紀要『金光教

学』第 26号、1986年、p.123～ p.124）*2。

さて、これからいよいよこれら諸資料が含有する信仰的意義をどう読み解き、

究明し、理解するのかという課題に取り組まなければならない。

教祖は、明治 10 年頃から、一日に四度、五度、七度も、トイレに行く暇がな

いほど下痢が「ぞうぞう」と続き、度々、着物を汚されていたようである。目も、

痔も、足の具合も悪化し、声もかすれ、また頭痛や熱も出て、難儀をされている。

それでも、その都度、神に願いおかげを頂かれ、結界取次という重要な神前奉仕

には、一日も差し支えがなかったことについて、「ありがたし仕合わせに存じ奉

り」として、お礼を申し上げられているのである。

明治 12 年（1879）頃には、全国的にコレラや麻疹が流行していた。教祖の一

日五、七度の激しい下痢症状は、このコレラに罹患されていた疑いが濃厚である

が、この真偽の程は全く不明である。食事についても、これまで通りの三度三度

の普通食が摂取出来難くなりつつあった。ところてんや、餅、饅頭、甘酒などは、

少しばかり食されていたようであるが、肝心の主食については、「半膳ほど食べ」

というほど食も細り、香物、その他のおかずも食べられず、「茶、水、砂糖水」

も喉を通らぬようになりつつあった。

しかし、「ご膳は食べん日あっても、一日もお広前さしつかえなし」、「なにを

食べいでも一心願い、治る」とのお知らせの通り、明治 16年 7月には、「元の本

身になり、飯、平食になり。二十四日より平生のとおり」と健康を回復され、お

礼を申し上げられるのである。

このように、一旦、健康を回復されたものの 8月に入り、ご飯も「食べん時」

もあったりして、とうとう、神から「八月二十日夕食よりおとめ」になり、水を

飲んで休まれる状態にまで、身体が衰弱し、21 日には、「今明日、飯、茶も食べ

ず。菓子、水だけ」を食されるというところまで病状が進行し、体力が消耗され

ていくことになる。
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佐藤範雄は、明治 16年正月元旦のご祈念に、「金光大神の身に虫入りたり」と

記しているのであるが、この「虫」とは、一体、何であろうか。これが、教祖の

死の原因であろうが、これについては、もはや解明することは絶対的に不可能な

永遠の謎である、といってよい。

同年 7月 2日、「『今日より百日間修行せよ。しからば、金光大神の修行成就す

べし』と神伝あり」とお伝えありしが、その百日の修行成就は旧九月九日にして、

ご帰幽前一日なり」。教祖が死の床にありながらも、なおその病魔との闘いに、

死の前日まで、肉体と精神との限界点の最極点にまで、修行成就のために渾身の

力を振り絞って勤め上げられた壮絶なる「百日修行」の中味とは、一体、どのよ

うなものなのであろうか（この点についての資料は皆無と言ってよい）。

元来、「修行」とは、主としてその肉体を極度に酷使し苛め抜くことで、その

精神力を鍛錬することであろう。それは、まさしく「辛く苦しい」難行苦行その

ものである。しかし、同時に、その苦行のなかから、全く別の新たなる境地が切

り開かれ、新たな視点が生ずるということも、修行の含有するもう一つの重要な

局面でもあろう。

教祖の「修行」においても、「辛く苦しい」苦行にもかかわらず、それを「楽

しみ」にされていることの最大の理由は、神と対面し、神と会話をし、神からの

さらなる新たな御教えが授けられる、ということであったであろう。教祖の「修

行」の度毎に、「修行」を通して、教祖と神との「関係」が、相互的・照応的に

共鳴し応答し合う信仰的「関係」として、より一層、高度化され深化されていく、

信仰内実の進化でもあり、変革でもあったということであろう。「修行」とは、

その度毎に、以前にも増して、教祖と天地金乃神との相互的・照応的な応答「関

係」が、より一層、共鳴し合い響き合う「関係」として、近接化し重層化し一体

化してくる、ということであろう。この教祖と神との二つの共鳴・応答「関係」

のなかから、それまで存在していなかった信仰内実、すなわち、教祖だけでも生

み出すことの出来ない、そして神だけでも生み出すことの出来ない、今までとは

別の新しい質的に高度化し深化した、いわば、第三のより進化し進展した信仰内

実が、生誕し出現してくる、ということであろう。「修行」という厳しい難行・

苦行のなかに楽しみが生まれ喜びが生じてくる。「辛く苦しい」修行が、「楽しみ

と喜び」へと質的に転化してくるのである。「百日修行楽しみ」という教祖の言

葉は、まさにこのことを明示しているのではなかろうか。
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教祖「百日修行」の形態は、例えば水垢離を取るとか、高き峰々を渡り歩き踏

破する千日回峰という山岳修行などとは異なって、昼夜の別なく、寝食を忘れ、

身命を抛って、難儀な氏子救済のために、広前に端座し、神に取次ぎ祈念する日

常と変わらない神前奉仕のお姿であったであろう。これほど厳しく過酷な「辛い

苦しい」修行は、他の何処にも存在しえない。

人間は、自分の身体が頑健で、しかも精神力も充溢し切っている時には、他人

の事柄についても配慮し、その救済を祈る余裕が生まれて来る。ところが、身体

が病魔に犯され、精神力も衰弱し切っている時期には、他人の事などこれっぽっ

ちも配慮する気力が全く湧いて来ない、ということ、これが通常である。まして

や、病状が重篤化するなかで、難儀な氏子救済のために、神に懸命に取次ぎ祈念

するという、それこそ辛い苦しい「修行」など、肉体的・精神的に到底不可能で

ある。しかし、教祖の場合は、そうではなかった。

難儀な氏子のことが、寝ても醒めても頭から離れず、夢の中でも神に祈り願い

続けられるという「修行」、氏子の救済を、我を忘れて渾身の力を振り絞って、

「神に一心に願」い懸命に祈るという「修行」、これほどエネルギーを消耗する

ものはない。難儀な人々の救い助かりを、我が事のように、否、それ以上に救済

せしめずにはおかないという、炎の如き熱烈なる祈念、世人の楽しむ娯楽さえも

忘れ、寸暇も惜しんで神前に額ずき一心不乱に神に取次ぎ祈る「修行」、この「修

行」にはもうこれでよいという限界点は存在しえない。死ぬまでの一生が「修行」

なのである。この行為こそ、まさに死んだと思い、全ての欲を放さなければ、な

しえ難い行為は他には存在しえない。難儀な氏子救済のため、神前に端座し身命

を懸けて祈念するという行為ほど、厳粛かつ苛酷な「修行」はない。これこそが、

「修行」中の「修行」である。このような「修行」の完遂のためには、健康で頑

健な肉体と不撓不屈、強靱な精神力が、絶対的に必要不可欠な条件をなす。

しかし、教祖「百日修行」の場合はそうではなかった。一日、四度から七度も

ザアーザアーと下痢が続き、トイレに行く前に粗相をし着物を汚すことも再三で

あった。食事も段々と細くなり、普通食は取れなくなり、ところてん、餅、饅頭、

甘酒などを少々とお茶、水、砂糖水などで、辛うじて命を繋ぐ状態、しかも、痔、

頭痛、目、熱、足などの病状も併発し、その肉体はどんどん衰弱していくばかり

となる。

精神は肉体が健康であってこそ、それと比例して気力横溢となり、元気溌剌と
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なる。肉体が衰弱すればするほど、やはりこれと比例して、精神も気力も萎え、

やる気が失せてくる。精神は肉体によって、規制され規定されている。健康こそ

が、行動力、精神力の源泉なのである。

しかし、教祖の場合は、強靱な精神力が肉体を支配しているのである。教祖に

おいては、「ご膳食べん日あっても一日もお広前さしつかえなし」。教祖は、病状

が進行し、肉体が衰弱していくなかで、歩行ができなければ、這いながらでも神

前に進み、神取次の御用を懸命に勤められたのである。そして、旧 8月の下旬頃

より、いよいよ病状も重くなり病床に臥すことも多くなっていく。その死の床に

横臥されていながらでも、教祖は、神と対面し、神と会話し、相談し、そして、

難儀な氏子救済のために、普段の健康時と同様に、死の一日前まで、神に取次ぎ

御祈念下されたのである。これこそが、「修行」であり、これこそが、教祖以外

の余人には到底、想像すら出来難く、また絶対に実行不可能なる教祖最後の「百

日修行」の中身であり内容ではなかろうか。教祖の「修行」においては、「辛い

苦しい」、「痛いかゆい」、「休みたい、楽をしたい」という肉体的苦痛を超越し

た限界点において、その苦痛が、「楽しみ」に転化していくのである。この「楽

しみ」こそが、教祖をして、「百日修行」を持続せしめた中身であり、内容なの

ではなかろうか。食事はもちろん、睡眠も取れず、日々病状も悪化し、苦痛が増

大し、衰弱しつつある苦しい死の床にありながらも、死力を尽くして、難儀な氏

子救済のために神に取次ぎ祈り続けられた姿こそ、「百日修行」の究極の中身で

あり内容であった、と言わなければならない。

明日をも知れぬ重篤のなか、病床に横たわりながら、独り静かに、難儀な氏子

の救済を神に取次ぎ祈念され続けられたのであろう。これをもって「百日修行」

の中身・内容といわずして、何をもって「百日修行」のそれと断じうるのであろ

うか。死との引き換えのこの「百日修行」の成就によって、教祖が、神として昇

華する、「真の神になる」(p.328)、その準備が全て整うことになる。「金光大神

は形がのうなったら、来てくれと言う所へ行」き、「本当に人を助ける」という

ことを可能ならしめ、実現化しうるものこそ、肉体を離れて神として昇華するこ

と、生身の生神金光大神から、その肉体が滅した霊神としての生神金光大神とし

て、「痛い、かゆい」という肉体的制約から解放されて自由になった時、はじめ

て難儀な氏子救済という生神金光大神取次の道の完成・完遂がなされたのであろ

う。「今日よりは百日間修行せよ。しからば、金光大神の修行成就すべし」とい



*1 本小論の執筆途中ではあったが、金光教教学研究所の大林浩治所長より、つ

ぎのような諸資料を御送付いただいた。

「生まれ変わり」に関わる先行研究及び資料については、早川公明「「覚書」

「覚帳」の執筆当初における視点の相違について」（紀要『金光教学』第 29号、1989

年）。渡辺順一「諸人救済の視座―差別・暴力を視点とした「生神の宮」試論
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うご帰幽一日前までの金光大神の「百日修行」は、まさに、この肉体的・精神的

修行の総仕上げ、総括である。そして、同時に、この肉体的・精神的「修行」の

成就によって、これまで以上に、難儀な氏子が救い助けられることを可能とし実

現化する生身の生神金光大神からの霊神としての生神金光大神への昇華・飛躍・

転態の準備が、完了したということではなかろうか。教祖「百日修行」とは、教

祖が神上るまでのぎりぎりの瞬間まで、教祖が、最後の死力を振り絞り、その生

命を懸けての「修行」であり、この「修行」こそが、生前の生神金光大神をして、

神上りし後の霊神としての生神金光大神の御働きを完熟させ、完成させるもので

はなかったのではなかろうか。

「百日修行」の信仰的意義とは、生身の生神金光大神が、霊神としての生神金

光大神として昇華していく上での、そして「真の神になる」ための避けて通るこ

とのできない神が与えた通過儀礼、儀式であり、それは、教祖神上りての後々の

世においても、難儀な氏子救済のための「修行」であり、教祖の霊神としての命

の永遠の循環と再生・復活・新生の「修行」にほかならない、ということである。

「もう何時頃じゃろうかなあ」という、教祖の最後の言葉には、42 才の九死

一生という奇蹟的なおかげの出現以来、今日までの 28 年間の長年月、懸命に結

界取次を果たされ「百日修行」も無事に終了されたことへの大きな安堵感とそれ

らについての深い感懐、そして、いよいよ真の神に昇華することへの喜びと楽し

みの想いが込められている。そして、それと同時に、いよいよこれで 70 才とい

う人生との終焉の時刻が刻々と迫りくるなかで、御家族との永別の刻の避けるこ

との出来難い、どうしようもない近接に対して、一抹の淋しさの滲み出ている人

間教祖の呟きではなかったのではなかろうか。

（以上）

（令和 3年（2021）12月 14日脱稿）



*2 百日修行についての金光萩雄の伝承につぎのようなものがある。「「百日修行

をせよ」と言われるので、「どういうことをするのですか」とたずねたら、「心で

するのである」と仰せられた」（p.523）。

私の問題関心の一つに、「教祖と神との信じ合う関係、教祖と神との相互的・

照応的信用関係の信仰的進展・展開過程」というテーマが存在している。

どうして、そしてどのようにして教祖と神との信頼・信用関係が、日増さり年

増さりにどんどん深化し、高度化し、進展していったかということ。その理由は、

一体、何か、ということである。このことを教祖と神との信仰事蹟において、具

体的に歴史的に理論的に究明させて頂きたい、ということである。ここでは、そ

の概略を記するに留めたい。

教祖 42 才の九死一生という大患からの奇跡的な生還というおかげの出現（安

政 2年、1855）。この教祖の信仰の重要な転換点としての起点において、教祖が、

「方角見てすんだとは私は思いません」（p.11）という神への返答について、「戌

の年はよい。よし。ここへ這い這いも出て来い」（p.11）という神の言葉が、ま

ずもって教祖と神との相互的・照応的信用関係構築の第一歩である、といってよ

い。

人間は同じ人間としての思念や行動に対して、無限の感動、感銘を覚える時が
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―」（紀要『金光教学』第 38 号、1998 年）。小坂真弓「「生神金光大神」の自覚

とその意味について」（紀要『金光教学』第 41号、2001年）。

そして、「百日修行」に関わる先行研究及び資料については、「『百日修行』に

ついて、先行成果では、その具体的内容に及んで言及したものは特にございませ

ん。同様に資料もほとんどなく、挙げるとするならば、紀要掲載の『金光大神事

蹟集』にある伝承になろうかと思います」ということで、つぎの四本の伝承資料

を御送付頂いた。

片岡次郎の伝承（「〈資料〉金光大神事蹟集（二）」紀要『金光教学』第 25号、1985

年、p.130）。唐樋常蔵の伝承（「同」、p.130）。金光萩雄による伝承（「〈資料〉金

光大神事蹟集（三）」紀要『金光教学』第 26 号、1986 年、p.123 ～ p.124）。近藤

藤守による伝承（「同」、p.133 ～ p.134）。高橋富枝による伝承（「〈資料〉金光大

神事蹟集（五）」紀要『金光教学』第 28号、1988年、p.167）。

大変参考になりました。ここに、あらためて厚く御礼申し上げます。
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ある。例えば、自己の生命を顧みることなく、自己の生命を犠牲にしてまでも、

他人の生命を救助する勇敢な行動、あるいは人を労る優しい温かい心根に触れた

時などもその一例であろう。

人間が人間の思念、行動に感動するのと同様に、神もまた人間のある思念、行

動に心底深く揺さぶられ感動されることがあるのではなかろうか。その最たるも

のが、教祖 42才時の神に対する態度であろう。

九死一生という教祖 42 才の大患時に、「普請わたまし」につき、日柄方角を占

ったことに対して、「豹尾、金神へ無礼」（p.10）であるという、神からのお知ら

せが下った。妻の実父古川八百蔵が、「当家において金神様おさわりはないと申

し、方角を見て建てたと申し」（同上）と抗弁したことに対して、「私びっくり仕

り、なんたこと言われるじゃろうと思い。私がもの言われだし、寝座にてお断り

申しあげ。ただいま氏子の申したは、なんにも知らず申し。私戌の年、年回り悪

し、ならんところを方角見てもらい、何月何日と申して建てましたから、狭い家

を大家に仕り、どの方角へご無礼仕り候、凡夫で相わからず、方角見てすんだと

は私は思いません。以後無礼のところ、お断り申し上げ」（p.10 ～ 11）。このよ

うな教祖のお断りに対して、神は、「戌の年はよい。よし。ここへ這い這いも出

て来い、と。今言うた氏子の心得ちがい、其方は行き届き」（p.11）というよう

に神の教祖に対する気持ちが述べられている。

教祖の神を神と立て仰ぐ素朴、実直な心、神への徹底的な畏敬の念、無礼に対

する心底からの真一心のお断り、お詫びの心、「其方は行き届き」と神が称賛さ

れるほどの稀有なる実意丁寧神信心の姿勢、それをどこどこまでも貫き通す真心、

これこそが教祖が、神をして感動せしめた唯一の要因ではなかろうか。これこそ

が、教祖が神をして感銘せしめ信頼せしめた最初の神と教祖との信用関係の構築

なのではなかろうか。

その後、「普請入用金神が頼む」（安政 4 年、1857）（p.13）という、いわゆる

神の頼みはじめを経て、「天照皇大神様、戌の年氏子、私にくだされ候」（p.19）

という「伊勢天照皇大神氏子金光大神、金神が元もらい」（p.174）という事蹟

（安政 5 年、1858）によって、「金神の一乃弟子」（p.19）として、「此方で金神

が教えする」（p.19）。その手始めとして、「秋中、行せい」（p.19）という本格的

な「修行」が始まるのである。

「神の頼みはじめ」も、「金神の元もらい」も、「秋中、行せい」ということも、
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教祖 42 才の大患時の教祖と神との信用関係構築という最初の基盤の上に成立す

る信用の発展過程である。これらの事蹟を通して、教祖と神との相互的な絆が深

まり、教祖の神に対する、そして神の教祖に対する信用が、より揺るぎない強固

なものへと深化し進展していく。

そして、このような信用・信頼関係の構築の蓄積が、いよいよ「立教神伝」

（安政 6年、1859）へと繋がっていくのである。

慶応 3 年（1867）には、「いよいよ当年までで神の頼みはじめから十一か年に

相成り候。金光大権現、これより神に用い。三神天地神のひれいが見えだした。

かたじけなく、金光、神が一礼申し、以後のため」（p.48）というように、教祖

と神との相互的・照応的信頼・信用関係は、「神が一礼申し」というまでの絶対

的絶大なものへと成熟していくことになる。

さらに、信仰の一大危機としての「神前撤去」という国家権力による宗教・信

仰弾圧も、教祖と神との強大な信仰的絆と揺るぎない信仰的信用関係の醸成・進

展過程のなかから、明治 6 年（1873）3 月 15 日「天地書附」（p.62）が神より授

けられ、ここに生神金光大神取次の道の奥義・真髄が明確に確立されることにな

る。

このような教祖と神との相互的・照応的な信仰の信頼・信用関係の深化・進展

が、さらに明治 6 年（1873）10 月 10 日の御神伝、すなわち、教祖 42 才の大患

の原因としての日柄方角を見ることへの無礼が、人間の難儀の根因にほかならな

い、ということへの再度の厳しい指摘、そして、それと同時に、「立教神伝」に

おける「此方のように実意丁寧神信心いたしおる氏子が、世間になんぼうも難儀

な氏子あり、取次ぎ助けてやってくれ」（p.33）という神の懇願・依頼が、つぎ

のように神からの指令・使命としての「差し向け」の御神伝として授けられるの

である。すなわち、「今般、天地乃神より生神金光大神差し向け願う氏子におか

げを授け、理解申して聞かせ、末々まで繁盛いたすこと、氏子ありての神、神あ

りての氏子、上下立つようにいたし候」（p.64）。この明治 6 年 10 月 10 日の御神

伝は、14 年前の「立教神伝」の内容を受け、さらにそれを質的により高度化し

明確化した御神伝にほかならない。

そして、いよいよ明治維新という一大社会革命に伴う、「お上ご変革に相成り、

此方も天地乃神も変革」（p.67）という、教祖と神との変革が必然化することと

なる。
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これは、さきの国家権力による「神前撤去」に続く 2 度目の信仰の一大危機に

ほかならない。これも教祖と神との強固な相互的・照応的な信頼・信用関係の深

化・熟成によって、教祖においては「生まれ変わり」という、そして神において

は「負け手」という、これまでには決して存在していなかった新たなる信仰内実

の展開によって、この宗教的・信仰的危機が救済せしめられるのである。

さてそこで、いよいよ、教祖御帰幽一日前までの「百日修行」についてである。

このことは本文にも触れたように、死との引き換えの「百日修行」の成就によっ

て、教祖が「真の神になる」（p.328）、真の神に昇華するための神が与えた「心

行」である。

生身の生神金光大神から、その肉体が滅した霊神としての生神金光大神として、

肉体的制約から解放されて自由になった時、はじめて教祖亡き後の世々の代まで、

難儀な氏子救済という生神金光大神取次の道の完成・完遂がなされた、というこ

とである。教祖の霊神としての難儀な氏子の救済という命の永遠の循環と再生産

・復活・新生の「心行」ということである。

当初の問題意識「教祖と神との信じ合う関係、教祖と神との相互的・照応的信

用関係の信仰的進展・展開過程」の解明は、以上のような教祖と神との信仰的事

蹟のなかで、日増さり年増さりに育みそだてられてきた教祖と神との深く強固な

信頼・信用の絆が、どのように深化され醸成されて来たのか、ということの検証

が必要である。この検証のための主柱が「心行」の考究ではなかろうかと愚考し

ている。

「心行」―神との関係においては、自己の我を全て捨て去り無になること、自

己を空にすること、自己のこれまでの知識や生活の規範、価値基準、全ての欲望、

そして自己の命さえも放擲するということである。これは、常人のなしえ難い事

柄である。しかし、そのなしえ難い事柄をなし遂げようとする修行が「心行」に

ほかならない。「これも神様お指図、何事も仰せどおりに仕り」（p.29）という

「心行」こそが、教祖そのものである。

この自己の一切を無しに空っぽにして、「信心は神様のことを疑わないで、ば

かになって」（p.430）神の仰せどおりに仕えるという「心行」、これは一般的に

は自己の主体性・自律性を放棄した人格無視・人間失格のように見える。だがし

かし、これこそが、神からの信用が得られる唯一絶対の方法なのである。真の自

己の主体性・自律性を形成し、真の人格・人間性の成熟のためには、神の信用の
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裏付けが必要なのである。真の人格・人間形成ということと神の信用ということ

とは相即不離な関係であり、比例的関係にある。神の信用なくして、人間の信用

などありうるはずはないのである。己を無にすればするほど、空にすればするほ

ど、ばかになればなるほど、何事も神の仰せどおりに仕えれば仕えるほど、その

実現のための「心行」を積めば積むほど、そして、神から与えられ神と繋がって

いる神心が、神心にならせてもらえればもらうほど、神からの信用・信頼は深化

し強固なものとなる。その神からの絶大な信用が教祖に響き、それがまた神に反

響し、ともに共鳴し合い応答し合うことによって、ここに教祖と神との相互的・

照応的信仰の信用・信頼関係が深化し進展し成熟していくのではなかろうか。

「心行」こそが、「神心」を育て上げるものとして、「教祖と神との信じ合う関

係、教祖と神との相互的・照応的信用関係の進展・展開過程」を解明しうる主要

な鍵といいうる。

「神は万能である」とよく言われるが、神は「万能ではない」。神自身は姿も

見えず、その声も聞くことの出来ない存在である。神がいくら人間を助けたいと

もがき苦しんでいるとしても、神御一人の力では、人間の難儀を救い助けること

は絶対に不可能である。神は、人間の生身の肉体、つまり頭脳を働かせ、手足を

動かし、言語を喋り、そして何よりも神より神心を授かっている現存する人間の

形姿を借り、人間の信仰を通してしか神自身は出現しえない。すなわち、唯一、

生身の人間の形姿と心を通してのみ、神は、はじめて神としてのお働きを出動し

うるものなのである。神の人間救済という切願は、人間の側の神を信じる心、つ

まり信仰の濃淡、その高度化、その深度の差異によって、神自身の切願たる人間

救済という神の御働きを、生身の人間の体を通し、そして人間の信仰を通して、

はじめてこの世に発現しうるのである。「立教神伝」における「欲を放して天地

金乃神を助けてくれ」という金光大神への懇願がそうである。また、「そなたの

心と体を貸してくれ」という、神の切願もそうである。これ以外の方法では、神

の人間救済というお働き、つまりおかげの現出は、断じてありえない。

人間が神を信じ切り、何事も神の仰せ通りに仕える、という神への不動の信頼、

神への全面的な没入が神の心に響き、それがまた人間に反響する、神と人との共

鳴的・共振的な相互的・照応的信仰関係の熟成、進展こそが、神のおかげの出現

の唯一絶対的条件である。これが、生身の人間の体を通して、そして人間の信仰

を通して、神が出現され、おかげが顕現する唯一絶対の方法である。これ以外の
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方法では、神の出現もおかげの発現も絶対に不可能なのである。

神と人間との共鳴的・共振的な相互的・照応的信仰関係、これが、すなわち神

と人間との「あいよかけよ」ということにほかならない。この「あいよかけよ」

によって、これまで現存しえなかった救済世界、すなわち「神も助かり氏子も立

ち行く」という、神も人間も共に助かり立ち行くおかげの世界が現出することに

なる。

神の力でも人間を救い助けることはできない。また人間の力だけでも「おか

げ」は出現しえない。

人間が助かり立ち行き、そしてそのことが、同時に神も助かり立ち行くことに

なるという、神も助かり氏子も立ち行く「おかげ」の顕現は、神の力だけではな

い。そして人間の力だけでもない。いわば第三の力、すなわち「関係」である。

「おかげ」は、神と教祖との相互的・照応的な「信仰」の応答「関係」のなかか

ら、現出するものといってよい。

教祖 42 才時の九死一生という大患からの奇蹟的生還という「おかげ」の出現

に対して、教祖自身と家族はもちろんの事、神自身がそのあらたかなる霊験、神

自身すら説明のつき難い、その不可思議さに驚嘆され、神自身がつぎのように述

懐されている。「金光大神、其方の悲しいのでなし。うれしいやら悲しいやら。

どうしてこういうことができたじゃろうかと思い、氏子が助かり、神が助かるこ

とになり、思うて神仏悲しうなりたの」（p.11）と。

この「どうしてこういうことができたじゃろうか」という神自身の驚きの言葉

は、まさに「おかげ」というものが、神御一人の力でもなく、また教祖御一人の

力でもない、第三の力、すなわち神と教祖との相互的・照応的信仰の応答「関

係」が出現せしめたもの、ということの何よりの証左ではなかろうか。この神と

教祖との「あいよかけよ」の「関係」こそが、「おかげ」の現出の唯一絶対の源

泉なのである。

信仰とは、まさにこの神と人間との相互的・照応的信仰の応答「関係」の構築

でなければならないのであり、神と人間との共鳴・共振し響き合う信頼・信用

「関係」の深化・高度化でなければならないのではなかろうか。

「金光大神が神を世に出してくれたのである」として、「神からも氏子からも

両方の恩人は金光大神である」、神が、「まさかの折には天地金乃神と言うに及ば

ぬ、金光大神助けてくれと言えばおかげを授けてやる」と神称えられる「関係」、
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これこそがまさに金光大神が天地金乃神を信頼し、また天地金乃神が金光大神を

信頼するという、最高の相互的・照応的信用「関係」の熟成・完成形態の極地点

にほかならない。生神金光大神の、まさに神を神と立て仰ぐ実意丁寧神信心の信

仰こそが、神をしてこの世に出現せしめ、人間の難儀を救い助けるという神のお

かげを人間に取次ぐという信仰内実そのものにほかならないのである。

これらの問題については、またあらためて別稿で考究の予定である。


