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山﨑 好裕 

 

 

概要 

 

 金光教は昭和九・一〇年事件を経て、取次を信仰の根本として教義の軸心に置く現在の

体制を確立した。取次は何よりも神と人間の対話を媒介することである。金光教の信仰と比

較される対話の哲学は、新カント派のヘルマン・コーエンが、神がモーゼに我と呼びかける

ことを信仰上の決定的な転換点とするという認識を示したことに始まる。マルティン・ブー

バーは我―汝を根源語として捉えて、真の汝である神との対話のなかで我が真の我となる

ことができるとした。金光教でも、対話の哲学に見られる神と人間の人格的相互関係を教義

の中心としている。神と人間との対話的関係は、人の側だけでなく、神の側にも変容をもた

らさずにはおかない。神と人間という二極構造を基本としている点は宗教の種類を問わな

いが、神と人との対話構造は、言語や取次者という媒介を不可欠とし、両者の人称的区別を

最後の最後まで前提にする、ある種の緊張を伴う相互作用を重視する点で、また異なった信

仰の在り方を示している。 
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The Concept of “Evolving God” 

in Philosophy of Dialogue and Konkokyo Religion: 

A Religio-Economic Approach into the Psychohistory of Modern Japan 

 

Yoshihiro Yamazaki 

 

 

Abstract 

 

     Konkokyo sect of Shintoism set the transmission at the center of their faith through 

Showa 9 to 10 movement. The transmission means mediating people with God. 

Philosophy of dialogue, which this paper compares with Konkokyo, started when Cohen 

thought of the dialogue between God and Moses as a most crucial event. Buber called I 

and You the most essential relation and wrote that people become true I through the 

dialogue with God the true You. The dialogue between God and people will transform 

God, too. In the Old Testament, God of anger was becoming one of love gradually. 

Konkokyo’s God also changed from a terrible god of curse into one of compassion. Every 

religion, of course, has a bipolar system of gods and people. The dialogue structure of 

gods and people is, however, so unique in that some medium like the transmitter or 

language is indispensable and that it keeps a very tense interdependence between gods 

and people till the end. This paper concludes that Konkokyo religion and the dialogue of 

philosophy show another form of faith which based on the relationship represented by 

personal pronouns. 

 

JEL classifications: B190, N950 

 

Keywords: Showa 9 to 10 movement, transmission, language, philosophy of dialogue, I 

and You. 
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はじめに 

 

 一九三四年、地方紙『国粋新報』が金光教副管長であった金光摂胤を誹謗する記事の掲載

を始めた。この捏造記事は金光家邦管長の指示のもとに掲載されたものであった。事を重く

見た小林鎮教監は、大教会所神前奉仕の神聖不可侵、大教会所会計の厳正、教監の責任制、

金光家家訓の制定からなる四カ条の覚書を管長に提出し、実行を求めることで事態の鎮静

化を図った。しかし、真相を知った教派会有志議員および支部長会は管長の辞職を勧告した。

事態は辞職を拒む管長と全教信徒の対立という様相を呈したため、文部省当局は、大教会所

会計規則の制定、教管責任制の確立、管長の肉親が教政に参画することの禁止を支持する一

方で、二代管長の地位・身分を保証する措置を行った。家邦管長は強権的な姿勢を崩さず、

辞任した阪井永治教監に代えて、あえて実弟の金光文孝を任命し、反対派の解任を画策して

強引に事態を終息させようとした。こうしたなか、元老とも言うべき佐藤範雄が抗議の意を

示すために宿老位を辞退するに至った。これを受けて、翌年三月五日には全支部職員が辞職

願を提出、青年会連合本部の教団改革運動参加、信徒有志の教団粛正期成会の結成が行われ

た。さらに、管長側の大祭に参加しない代わりに教団本部で、四月二一日に全国青年信徒大

会、四月二八日に全国信徒大会を開催して対立が激化していった。 

 この間、多久安信岡山県知事が管長の覚書不履行を遺憾とする談話を公表し、これに応じ

た家邦管長は文孝教監の辞任を確約した。他方で多久知事は佐藤範雄に宿老辞退書を取り

下げることを命じた。佐藤宿老は家邦管長に高橋正雄を教監に推薦して認められた。五月一

〇日には文部省宗教局において、高田休広宗教局長、金光家邦管長、高橋正雄教監、金光文

孝前教監、佐藤範雄宿老、小林鎮有志盟約中央委員代表らが協議し、教則及び本部職制の改

正、布教興学基本財団寄付行為の改正、大教会所規則の制定、大教会所復興事務局規則の制

定の四案件について交渉した。八月二九日、高橋正雄教監の具申に基づき、小林鎮、和泉乙

三、関口均、畑一が専掌に、佐藤一夫が大教会所事務長に任命され、本部の新体制が発足し

た。 

 これが昭和九・一〇年事件の経緯である。この事件のなかで大教会所規則第六条に「大教

会所ノ神前奉仕ハ本教至高ノ聖務ニシテ他ノ侵犯ヲ許サザルモノトス」と規定された。これ

を受けて一〇月七日と一〇日の教祖大祭は教団史上初めて、神前奉仕者が斎主となって執

り行われ、一〇月二六日には金光摂胤は副管長職を辞任して大教会所神前奉仕に専念する

ことになった。 
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 ここで言う神前奉仕は無論取次のことである。金光大神は一八八三年に没するまで四半

世紀に渡って、広前と呼ばれる神前を離れることなく神意を取り次いで神と人間とを仲立

ちした。昭和九・一〇年事件は何よりも教団の在り方の中心にある信仰の内実について明確

化したという、金光教自体の自覚運動であったということが理解される。金光家邦管長は、

天地金乃神を祭ることを中心とした教派神道化を推し進めようとしていた。これに対して、

一般信徒たちは、当時金光摂胤が行っていた本部広前での取次こそ自らの信仰の中心であ

ることを教団に再確認させるために立ち上がったのである。 

 取次は何よりも神と人間の対話ということである。こうした神と人間が相互に依存し、一

種対等な関係を取り結ぶところに、金光教という信仰の最も本質的な特徴が見られる。本稿

はこの信仰が何を意味するのかを明らかにしていくが、そのときに比較対照の視座として

選ばれるのは、一九世紀以降ユダヤ人思想家たちによって展開されることになった対話の

哲学である。 

 

 

一．対話の哲学の展開過程 

 

 ヘルマン・コーエンは一九世紀後半のカント哲学復興の中心人物である。彼は盟友であっ

たパウル・ナトルプと共に新カント派のうち、マールブルク学派と呼ばれている。コーエン

はカントの想定した物自体がもたらす哲学上の難点を排除するために、認識を悟性の能動

性から始めて考えるべきだとした。この結果、カントでも決してそれ自体としては知りえな

いものとされた物自体は、もはや存在すら想定する必要がなくなる。こうした立場から宗教

を考えるならば、神という物自体も存在するかどうかは考える必要はないということであ

る。神は実践理性が生み出す倫理的な要請の一つであって、善を行い、悪を避けるために理

性が必要とするものとなるのである。 

 周知のとおり一九世紀末から二〇世紀初にかけて高まった反ユダヤの動きに対抗し、コ

ーエンはマールブルク大学を辞してベルリン大学へと移った。その後、コーエンの思想はユ

ダヤ教へと明確な旋回を遂げていくが、その集大成がコーエン（一九一九）1であった。コ

                                                        

1 Cohen, H., Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentu 

mus, 1919, Fourier Verlag, 1988. 
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ーエンはまず、神が単一であるということと神は世界と同一であるという汎神論とを厳密

に区別する。汎神論は単一性の概念を世界と神との同一性の概念とすり替えているとして

批判するのである。コーエンは旧約聖書の出エジプト記で、神がモーセに語り掛ける場面を

取り上げ、神が自らを私と呼んでいることを神の存在が普通名詞から人称へと変えられて

いる事態として述べた。コーエンによれば、神が人称でもって自らを表すのは、神を物とし

て客観化することはできないということであり、神は神以外の何かではありえないという

ことである。これをコーエンは神の単一性と区別して単独性と称した。 

 このことは神が他の存在者とは全く区別されるものであり、存在というカテゴリーでと

らえることができないということである。言い換えれば、神はすべての存在者と全くの接点

を持たず、神と世界を媒介するものは何もない。両者の間には無限の深淵があるわけだが、

神が世界を創造したとするならば、そこには何らかの対応関係が存在しなければならない。

コーエンはこうした矛盾した関係概念を相関関係と呼んだ。 

 神の行う啓示も神が世界に闖入する相関関係の一種であるが、これまで啓示は人間の側

に存在する神の似姿、つまり、理性や魂との呼応のように説明されてきた。しかし、これも

また神と人間のある種の類似性、あるいは同一性を前提とするものであり、神のあるべき単

独性に抵触する。したがって、啓示もまた何らかの人称的関係であるべきであるが、それは

対話ということである。ここからコーエンの、人間と神との関係は人間と人間との関係に即

して理解されなければならないという言葉が生じてくる。 

 人間と人間との関係は倫理的関係ということである。通常倫理的関係は自己と他者との

客観的な関係と考えられているが、コーエンは本来「私」と「君」との人称的関係でなけれ

ばならないと言う。それは、自己があってそれと区別される他者があるのでは全くなく、「君」

の発見が「私」の発見をもたらし、「私」の倫理的認識ということを与えてくれるからであ

る。 

 コーエンによれば、「君」の発見は他人の苦しみを共に苦しむという共苦によってもたら

される。他人における苦しみの発見が「彼」を「君」へと変化させる。共苦は決して自己の

感情ではなく、「君」と「私」という人称的関係がそこから分かれてくる根源なのである。

コーエンは、ユダヤ教は罪の担い手として個人というものを見出したと言う。罪を背負った

「私」という事実性に向かい合い、罪を悔い改めるとき、人間は初めて神と出会う。 

 神による世界の創造という場面で問題にされた神と世界の相関関係も、コーエンではそ

うした根源的相貌でしか問題にされえない。コーエンはそれをユダヤ教のメシアニズムの
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文脈であらためて捉え返す。コーエンによれば、メシアニズムとは終末にメシアが現れると

いう思想ではない。メシアニズムとは、時間がひたすら未来になり、過去も現在もそうした

未来の時間のなかに沈み込むという思想である。コーエンがここで言っている未来は、現在

の、何らかのかたちで理想化されたイメージでは決してない。メシアニズムの未来は決して

想像力でも希望でも捉えることはできない。未来は決して現在となってはならない。未来は

永遠の発展のなかにとどまり続けなければならない。したがって、コーエンの永遠は時間と

いう概念を否定したものである。 

 こうしたコーエンの対話の哲学は、フランツ・ローゼンツヴァイクによって引き継がれた。

若き日、キリスト教に改宗しようとしていたローゼンツヴァイクは、最後にシナゴーグで行

われた贖罪日の礼拝式に参加した。そこで彼は一種の啓示的体験をして、一生をユダヤ教の

研究にささげることを心に決めたのである。ローゼンツヴァイクは第一次世界大戦のバル

カン戦線で従軍中に書き綴った原稿をもとにローゼンツヴァイク（一九二一）2を出版した。

同時に彼は自由ユダヤ学舎をベルリンで開校し、マルティン・ブーバーやゲルショム・ショ

ーレムが学んだ。だが、直後にローゼンツヴァイクは筋萎縮側索硬化症を発病し、一九二九

年に没した。ローゼンツヴァイクが病床で手掛けた旧約聖書の新ドイツ語訳は、ブーバーの

手によって完成された。 

 ローゼンツヴァイクはモノローグに基づく従来の思考を、言語の本来的な在り方に根差

した自然な思考に転換しなければならないという。西洋の哲学では伝統的に本質とは何か

ということを問題にしてきた。本質とは一般的なものであり、本質を考えることは個別的な

ものを無視することにつながる。それは死を無視することに他ならない。なぜなら、個別者

だけが死ぬことができるからだ。 

 このように本質を重視する哲学は言葉というものを敵視しているとローゼンツヴァイク

は言う。と言うのは、言葉は対象に名前を与え、対象を指示しはするが、本質を語ることは

ないからである。言語は対話のために生まれてきたものである。言語行為においては、かけ

がえのない「私」と「君」とが対面して語り合う。それが言語の本来的在り方ならば、言語

に根差した自然な思想は、モノローグの哲学ではなく対話の哲学でなければならない。 

 人と人が対話するのは、「私」は「私」であって「君」ではなく、「君」は「君」であって

                                                        

2 Rosenzweig, F., Der Stern der Erlösung, 1921, Franz Rosenzweug Gesammelte Schriften, 

Dd. 2, Martimus Nijhoff, 1876. 
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「私」ではないからである。人間は孤独に生まれてきて孤独に死んでいくのであって、「私」

と「君」との間には深い深淵が横たわっている。人間は互いに決して完全には分かり合えな

いゆえに対話をするのであって、だからこそ言語を必要としている。神との対話も全く同じ

である。人間の本質が神と同じであるなら、つまり、そこに同一性が担保されているならば、

どうして対話する必要があるだろうか。 

 真理は時間を超越していると西洋哲学は考えてきた。しかし、ローゼンツヴァイクは対話

の時間性ということから、こうした思考を否定する。ローゼンツヴァイクによれば、世界が

認識可能になるためにはすべてが過去へと投影されなければならなかった。自然の法則性

は移ろいやすい現在へと還元されることはできない。むしろ、現在の瞬間すらも過去という

静止した形式に投影されなければならないのである。これに対して、対話では話し相手の絶

対の他者性が前提となっている。私たちは相手が次に何を話すかを事前に予測することは

できない。対話は言葉のキャッチボールであって、相手の発話を受け止めた瞬間に我々は自

らの語りを初めて考え、次の発話を準備することができる。つまり、私たちは対話の場面に

おいて過去からも未来からも切り離された純粋な現在を生きることを迫られる。こうして、

対話にあっては新たな現在が次々と出現してくる。だが、これは我々が生きる世界そのもの

の本来の在り方ではなかったろうか。ローゼンツヴァイクはこう語っている。世界は隅々に

至るまで一つの到来するものである。いや、到来することそれ自体であると。 

 

 

二．人称代名詞と「我」・「汝」 

 

 言語学者のヴィルヘルム・フォン・フンボルトはフンボルト（一八二七）3において双数

を問題にした。ギリシャ語、アラビア語、サンスクリット語などでは、単数と複数の他に、

二人、二個を表現する方法がある。それが双数である。フンボルトは双数を言語の根源的本

質に根差すものと考えたが、それが呼びかけと応答という言語の二元性である。呼びかけと

応答ということが言語の根源あるならば、人称代名詞のうち、「我」と「汝」が根源的であ

って三人称は付け足し的なものになる。三人称は呼びかけと応答の主体である「我」と「汝」

                                                        

3 Humboldt, W. von, Über den Dualis, 1827. （村岡晋一訳『双数について』新書館、二〇

〇六年。） 
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以外のものであって、その定義はネガティブなものにならざるをえない。 

 フランスの構造主義言語学者エミール・バンヴェニストはバンヴェニスト（一九六六-一

九七四）4で人称代名詞の機能について次のように述べている。「我」という言葉は発話主体

の同一性を指し示しているが、それが必要なのは目の前に発話の相手である「汝」がいる場

合である。二人称はもちろん発話の相手の同一性を指しているのだが、それは発話の聞き手

であるという資格を帯びている。つまり、一人称と二人称は相互規定的に他方に依存してし

か成り立たない。 

 「我」と「汝」が発話の主体と聞き手が同時にその場に居合わせているという関係性にお

いてしか成り立たない人称であるのに対して、「それ」は単なる知覚の対象ということを意

味する人称にすぎない。バンヴェニストによれば、三人称は人称ですらないかもしれない。

ヨーロッパ言語で天候の表現などに「それ」を主語とする非人称構文が用いられるのは、そ

もそも「それ」が特定の動作主を指さないからである。 

 伝統的な言語観は、言語とは対象を記述し、それを客観的に伝達する手段であるというも

のであったと言ってよい。これに対して現代の普遍文法理論では、言語は思考の反映である

ということになっている。これに対して、フンボルトは既に全く異なる言語観を表明してい

た。すなわち、すべての言語活動は対話に基づいている。全く異なった人間の間での対話が

言語の本質であるとするならば、言語を通じた相互理解は決して完璧なものでありえない。

言語を通じた理解は必ず誤解を含むのであって、それでこそ生きた言語なのである。言語の

曖昧さをすべての誤謬の原因と考える分析哲学的な発想は不自然な言語理解である。 

 「我」、「汝」、「それ」という三極に基づいて自らの思想を構成したのは、言うまでもなく

ブーバーであった。当初ブーバーはニコラウス・クザーヌスやヤコブ・ベーメといった宗教

改革期のドイツ神秘主義について研究を行っていた。そんななか、一時近づいたシオニズム

を通してブーバーは自らの内のユダヤ性に目覚める。ブーバーはハシディズムと言うユダ

ヤ教再生運動の創始者であるバール・シェム・トブの遺言を読むことで霊感を受け、ユダヤ

教の本質が神と人間との生き生きとした対話にあるという理解に到達した。 

 ブーバー（一九二三）は冒頭で、〈我―汝〉と〈我―それ〉という二組の根源語を区別す

る。二つの対に現れる「我」は全く異なったものであって、〈我―汝〉が自らの全存在を以

                                                        

4 Benveniste, É., Problèmes de lingistique générale, Paris, Gallimard, 1966-1974.（岸本通

夫監訳『一般言語学の諸問題』みすず書房、一九八三年。） 
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てしか語りえないのに対し、〈我―それ〉は逆に決して全存在を以て語ることのできないも

のである。「汝」は決して「我」の対象ではない。「汝」を語る人は関係のなかに生きている。

これに対して「それ」はどこまでも対象であって、「それ」を知覚しても単なる知識が堆積

するだけである。「それ」の認識について、ブーバーはローゼンツヴァイクと全くよく似た

語り方をしている5。 

 

 根源語〈われ―それ〉の〈われ〉、すなわち、〈なんじ〉と向かい合わず、多様な〈内

容〉にかこまれている〈われ〉は、単なる過去であって、現在ではない。言葉をかえて

いえば、人間が経験し利用する事物で満足しているかぎり、彼は過去のみに生き、瞬間

瞬間は現在のなかにない。現在は対象としてなにものももたぬ。対象とはじつは過ぎ去

ったものの中にある。 

 

 〈我―汝〉関係は、常に過去へと送り返される〈我―それ〉関係と異なり、永遠の現在の

なかに存在している。このことは決して「それ」化しない「汝」である神との対話でももち

ろん同じである。ブーバーは神について次のように語り出す6。 

 

 それぞれの個々の〈なんじ〉は、永遠の〈なんじ〉へのかいま見の窓にすぎない。そ

れぞれの個々の〈なんじ〉を通して根源語は、永遠の〈なんじ〉に呼びかける。すべて

の存在の関係が充されるか充されぬかはすべての存在に宿っているこの〈なんじ〉の媒

介をとおして、〈われ―なんじ〉の関係の実現、非実現がおこる。生まれながらの〈な

んじ〉は、それぞれの関係の〈なんじ〉を現実化しはするが、しかし、いかなる〈関係〉

をも完全なものとはなし得ない。ただ絶対に〈それ〉となり得ない〈なんじ〉と直接関

係にはいるときにおいてのみ、完全となるのである。 

 

 神と関係を結ぶとき、人間はブーバーがかつて熱中した神秘主義のように自我を無化す

るのではない。むしろ、「我」が真の「我」になって神との人格的関係に入るのである。ブ

                                                        

5 Buber, M., Ich und Du, 1923. （植田重雄訳『我と汝・対話』岩波文庫、一九七九年。）、

翻訳二一ページ。 

6 同上、翻訳九三ページ。 
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ーバーは従来の宗教理解のあり方として二つを区別する。自我が消え去って神へと合一化

するという解釈と自我が昇華して神へと至るという解釈である。前者では自我が消えて神

に溶け込むことでエクスタシーがもたらされる。後者では自己観照の極みとして自己が神

のような絶対の存在者となる。こう書いたとき、おそらくブーバーは前者をキリスト教神秘

主義と、後者を仏教的な解脱と重ねていたように思う。だが、いずれも最終段階においてす

べては静態的な一様性に陥っている。神と人間とはあくまでも人格的に区別され、永遠の

〈我―汝〉関係にあるのでなければならない7。 

 

 神は一切を包む。しかし、神は一切ではない。神はわたしの〈自己〉を包む。しかし、

神は〈自己〉ではない。このいかなる言葉によってもいいつくし得ないもののゆえに、

わたしの言葉で、他のものが自分の言葉で、〈なんじ〉というように、〈なんじ〉を語る

ことができる。このいいあらわしがたいもののゆえに、〈われ〉と〈なんじ〉がり、対

話があり、原行為である精神があり、言葉が永遠に存在するのである。 

 

 とは言え、永遠の「汝」との関係は言語以前に沈黙によって特徴づけられる。ブーバーに

あって、永遠の「汝」との関係はすべての〈我―汝〉関係が生まれてくる根っこにあるもの

だから、この沈黙も言語が生まれてくる根源である8。 

 

 関係の世界をつくっている領域は三つある。第一は、自然との生活。ここでは関係は

言語のきざはしにまつわりついている。第二は、人間との生活。ここでは関係は言語の

形をとる。第三は、精神的存在との生活。ここでは関係は言語によらず、沈黙の中にあ

るが、ここから言語が生まれてくる。 

 

 

三．あいよかけよ 

 

 『金光大神覚』は金光大神（戸籍名は金光大陣）の自伝的著作であり、金光教の教義の原

                                                        

7 同上、翻訳一一九―一二〇ページ。 

8 同上、翻訳一二七―一二八ページ。 



9 

 

点となっている中心教典である。同書は一八七四年一一月二三日に起筆し、一八七九年以後

に擱筆している。同書を書くことになったきっかけも、天地金乃神から「生神金光大神、生

所なにか古ゐ事、前後共書出し」9という「御知らせ」10があって命じられたことであった。 

同書は、金光大神の息子で二代目取次者である金光宅吉が筆写した通称四神様本として

保存されていたが、教団内でも長く知られることはなかった。これが本部教庁から公刊され

たのは一九六九年になってからのことである。内容は大きく前半と後半に分かれる。前半は

金光教開教以前の一農民、赤沢文治の生活の記録と言うべきものであり、後半は開教後、一

八七六年に至る広前での言行を記録している。このように同書には金光大神の晩年の記録

は収められていないため、その分に関しては明治末年に直信が伝聞した事績をまとめた『金

光大神理解』によって補われている。 

 重要な教義的内容は、金光大神に与えられた神からの言葉と、それを金光大神が信者に取

り次ぐ際の言辞に集約されている。たとえば、安政六年一〇月二一日に天地金乃神からあっ

た「お知らせ」は金光教教義の核心を成している11。金光教ではこれを立教神伝と呼び、「御

知らせ」の下った日を立教の日としている。 

 

 其方、四十二才の都市には病気で医師も手を放し、心配いたし、神仏に願、御蔭で全

快いたし。「其時死んだ」と思ふて欲お 放
はなし

て、天地金乃神お助てくれ。家内も後家にな

つたと思ふてくれ。後家よりまし、もの言はれ相談もなり。児供連れて、ぼと〱農業し

ようてくれ。此方のように実
りつ

意丁寧神信心いたしおる氏子が、世間なんぼふも難儀な氏

子あり、取次助てやてくれ。神も助かり、氏子も立行き、氏子あつての神、々
かみ

あつての

氏子、末々繁盛いたし、親にかゝり、子にかゝり、あいよかけよ立行き。 

 

 これは天地金乃神が金光大神に初めて取次を頼む場面である。この前段に、安政五年九月

二三日の話として、金光大神の夢とも窺える話が出てくる。12すなわち、天地金乃神が天照

皇太神に金光大神のことを指す戌年の氏子を私にくださいと言う。天照皇太神が了解した

                                                        

9 村上重良校注『金光大神覚―民衆宗教の聖典・金光教』平凡社、一九七七年、三ペー

ジ。 

10 同上、三ページ。 

11 同上、五二ページ。 

12 同上、二四ページ。 
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ので、天地金乃神は金光大神にお前は金神の一番弟子だと告げる。すると、惜しくなった天

照皇太神が戌年のような氏子は他にいないから、やはりあげることはできないと口をはさ

む。天地金乃神は、一度やると言っておきながらくれないなら、神の言葉がそれでは偽りに

なってしまいます、絶対にもらいます、と強く言う。ただし、巳年の息子の方が成長したら

奉仕させるという条件をつける。そこで、天照皇太神も、そこまで言うなら、と承諾したと

いうのである13。 

 引用の個所では、一度大病をして医者からも見放されたのだから、そのとき死んだと思っ

て家業を妻に任せ、取次に専念せよ、と金光大神に神が述べている。取次は金光大神のよう

に篤信でありながら苦労している信徒たちを助けることになる。そして、それが神をも助け

ることになるというのが重要である。何よりも神と信徒とは相互依存的な関係にあること

がここで明確に述べられる。さらに今日に至るまで金光教の最重要なタームとなっている

「あいよかけよ」がここに初出する。直前に「かかる」という言葉があることから文脈的に、

「あいよかけよ」は「相まみえて関わり合い助け合う」という意味で解釈できるだろう。 

 神が二間四方の社殿の建立を依頼した元治元年一月一日の「御知らせ」では、「あいよか

けよ」が明確に神と人間との関係として現れてくる。 

 

 天地金乃神が宮え入りおつては、此世が闇に成
なり

。正真、氏子の 願
ねがい

礼
れい

場所。其方の取

次で、神も立行き、氏子も立ち。氏子あつての神、神あつての氏子、児供の事は親が頼、

親の事は子が頼、天地の如し、あいよかけよで頼合
や

いいたし。 

 

 ブーバーを含めた対話の哲学で言えば、ここで神と人間とが〈我―汝〉の対話的関係に立

つことが述べられている。人称代名詞の構造からして、「我」は「汝」がいて初めて成立す

るし、「汝」も「我」を前提にしなければ成立しない。だから、金光教の根本教義は対話の

哲学を参照枠にしたときによりよく理解できる。ただし、金光教の特色として取次の存在が

ある。金光教では神と人間の対話構造が成立するための前提として、取次者が存在すること

があるのである。この独自の媒介構造は、「我」と「汝」とをつなぐ「と」の在り方を考察

することへと我々を導くであろう。 

                                                        

13 『金光大神覚』には黒住宗忠の黒住教に言及した箇所がある。ここでの天地金乃神と天

照皇太神との掛け合いは黒住教との関係を暗示していると考えられる。 
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 ブーバーは真実の言葉が支配する時代と言葉だけが拡大流布する時代とが繰り返される

と言う。前者は神が我々に近づく時代であり、後者は遠ざかる時代である。そのように円環

的時間観を示したように読者が思いかけたとき、ブーバーは今一度その理解に否定的な叙

述を行うのである14。 

 

 しかし、この路はけっして円ではない。ただ一すじの道があるだけである。宿命はす

べての新しい永続的
ア イ

時間
オ ー ン

を押しつぶす。しかるに転換はこれを粉砕する。そして、神の

現示はますます近くなり、神の現示はますます〈存在の間〉の領域に近づき、われわれ

のただ中、すなわち、〈間の領域〉の中にかくれている王国へと近づく。歴史とは神秘

にみちた接近である。歴史の道のそれぞれの螺旋は、われわれを深い崩壊へと導くが、

同時に、それよりもいっそう根源的な転換にも導く。しかも、生起する出来事は、この

世界の側からは転換とよばれ、神の側からは救いを意味するのである。 

 

 神が遠い時代は言葉だけが空虚に拡大し、価値が失われるニヒリズムの時代である。我々

は近代以降そうした時代を生きてきたのではなかったか。そうした時代、フリードリヒ・ニ

ーチェが言うように神は死んだかと思われる。時間は空しく永劫回帰を繰り返し、新しい未

来は決してやってこない。だが、それでもニヒリズムを粉砕する転換がやってくるとブーバ

ーは希望を捨てない。神の顕現は近いのである。それでは、神はどこに顕現するのか。それ

は〈存在の間〉、または〈間の領域〉と呼ばれる場所である。それは〈我―汝〉の間であり、

「我」と「汝」をつなぐ「と」のことである。そもそも、「我」と「汝」は互いを前提にせ

ずには存在できないものであった。「我」は「汝」を前提にして初めて存在できるし、「汝」

は「我」を前提にしてこそ存在する。だから、「我」と「汝」はそれぞれ単独で存在できず、

むしろ、〈存在の間〉、あるいは〈間の領域〉の方がより根源的な場所、存在が生起してくる

場所なのである。この意味で、我々は永遠の「汝」の前でこそ真の「我」になることができ

る。この文章がブーバーによって書かれたとき、ヨーロッパは既に第一次世界大戦を経験し

ていた。歴史の螺旋が意味するのはそうした絶望の時代が繰り返し出現するということで

ある。実際、その後、ヨーロッパはより破滅的な第二次世界大戦を経験することになる。そ

れでも、人類にはより根源的な転換、神への接近の時代がやってくるはずである。こうブー

                                                        

14 ブーバー前掲書、翻訳一五〇―一五一ページ。 
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バーは言っている。そして、我々はその転換を救いと呼ぶのだと。 

 取次者である金光大神はまさに「我」と「汝」の〈存在の間〉に立っている。取次が行わ

れる広前は〈間の領域〉である。それは「我」と『汝｝が生起してくるより根源的な場所で

あるから、それ自体が聖別されざるをえない。赤沢文治が生神金光大神となった根本的な機

構がここにある。慶応三年一二月二四日の「御知らせ」で、神は金光大神に対して感謝すら

しているのである15。 

 

 日天四、月天四、鬼門金乃神、取次金光大権現のひれいをもつて、神の助かり氏子の

難なし。安心の道を教
おす

え、いよ〱当年迄で、神の頼始めから十一か年に相成候。金光大

権現、これより神に用え。三神、天地神のひれいが見え出した。かたぢけなく。金光、

神が一礼 申
もうす

。以後の為。 

 

 鬼門金乃神は天地金乃神のことである。金光大権現はこの時点での金光大神の呼び名で

あった。「ひれい」は神威が顕現することを意味しているが披瀝のことであろうか。まず、

金光大神が日天子、月天子、天地金乃神と並んで神に列せられ、取次者・金光大神のおかげ

で神も信徒も救われているとする。その上で、金光大神を神に叙することがあらためて告げ

られ、最後に神が金光大神に一礼までするのである。ここには、〈存在の間〉に立つ取次者

が極めて高い神聖性を帯びることが明示されているのである。「我」と「汝」をつなぐ対話

の媒体は言語である。取次者は言語そのものとして両者を媒介する。 

 

 

四．神の進化 

 

 鬼門金乃神は元々恐るべき祟り神であった。安政五年の年末と思われる「御知らせ」のな

かで天地金乃神は自らの祟りについて述べている16。 

 

 内内の事を考いてみい。十七年の間に七墓築
つ

かした。年忌〱〱に知らせいたし。実
りつ

意

                                                        

15 村上前掲書、六〇—六一ページ。 

16 同上、二八ページ。 
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丁寧神信心のうえ夫婦は取らん。「知てすれば、主から取、知らづにすれば、牛馬七匹、

七墓築かする」と言が此方の事。 

 

 当時金神は七殺の祟りによって一家に七つの墓を築かせると恐れられていた。天保七年、

金光大神の養父母が二か月の間に相次いで亡くなり、二頭目の飼牛が嘉永四年に死ぬまで

の十六年間に起こったことは、この七殺の祟りであったと神自ら告げている。金光大神の子

ども三人も養父母の三年、七年の年忌の年に亡くなった。金神からの警告であったという。

最初の飼牛が嘉永三年の七月一六日に発病し、獣医が薬や鍼で治療したにも関わらず七月

一八日に死んだ。そして、翌年、二頭目の飼牛が同じ日に発病し、同じ日に死んだのである。

金光大神は「御知らせ」を受けて、すべては金神への無礼が原因だったと理解し、「御知ら

せ」を受けたことを感謝している。 

 このことから想起されるのは、旧約聖書の創世記二二章一節から一九節にかけて語られ

るイサクの燔祭の逸話である。アブラハムは年老いてから不妊だった妻サラとの間に一人

息子のイサクを得る。しかし、神はその奇跡の業によって生まれた息子イサクを生贄として

捧げるよう、直接アブラハムに命じる。翌朝早く、アブラハムは驢馬に鞍を置いて生贄を捧

げるための薪を積んで、二人の若者とイサクを連れてモリヤ山の山頂へと向かう。イサクは

生贄の羊を連れていないことを父に問うが、アブラハムは、きっと神が与えてくださるとし

か答えない。アブラハムが祭壇に載せたイサクの上に刃物を振り上げた瞬間、天から神の御

使いが現れてアブラハムを止めた。アブラハムがあたりを見回すと藪に角を絡ませた雄羊

がいたので、それをイサクの代わりに生贄としたのであった。 

 ここでの神は金神と同じく、人を生贄として求める恐るべき神である。だが、旧約聖書の

神も金神も人間との対話を通じて変化していく。神が人との接点を持たない超越神である

ならば、その本性は永久不変のものであろう。しかし、神は人間との〈我―汝〉関係に入る

永遠の「汝」であった。対話は対話の当事者双方に変化をもたらさずにはいないはずである。

金光大神が金神の「御知らせ」を受けて変化し、取次者としての自覚を深めていく一方で、

神もまた神としての自分を自覚していくことになる。 

 旧約聖書の神の場合、神の自覚はモーセとの対話を通じて深められていくような気がす

る。出エジプト記でモーセは神に言う。「私はイスラエル人のところへ行きます。私が彼ら

に、私はあなた方の父祖の神からあなた方のところへ遣わされた、と言えば、彼らは、その

名は何かと聞くでしょう。私は何と答えればいいでしょう。」と。神はモーセに答える。「私
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は、私はある、というものである。」と。このときの神は、何か覚醒したばかりの原初的な

意識のように感じられる。神はさらにモーセに告げる。「イスラエル人に言え。あなた方の

父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が、私をあなた方のもとへ遣わさ

れた、と。それが永遠に私の名、代々に渡っての私の呼び名である。」神は明らかにここで

自らを想起しているように思われる。神としての自覚が高まり、イスラエルの長老たちに父

と蜜の流れる地を約束するのである。 

 旧約聖書の神と同様に天地金乃神も徐々に自らの名を明かしていく。それは神としての

自覚の高まりと相即している。金神を信仰していた赤沢文治に直接神からの「御知らせ」が

あるようになったのは安政四年からであるが、『金光大神覚』を見る限り、当初神は名乗っ

ていない。「御知らせ」の記録を読む限り、初めて天地金乃神を名乗ったのは元治元年一月

一日の「御知らせ」においてであったようだ。その後、慶応二年一一月二四日には、「鬼門

金乃神大明神、神力明賀
みょうが

命。金光大権現、人力 威
おどし

命」17という天地金乃神の名のりと金光大

神への命名があっている。さらに、明治二年三月一七日に「日天四、月天四、両天惣
そう

身
み

命。

大将軍不残
のこらず

金神、土田命」18という「御知らせ」もあっている19。日天子と月天子は天地金

乃神と共に天地乃神と総称される神々であり、農民・赤沢文治の日月に対する素朴な信仰心

が後々まで残存したものと思われる。大将軍不残金神は詳細が不明な神であるが、金光教信

徒が拝礼の対象とする天地書附に現れる神である。天地書附はいくつかのヴァージョンが

あるが、ここに登場する神々と並んで生神金光大神が必ず登場している。本稿では一貫して

最終的な金光大神と呼んできた金光教教祖であるが、実際には「御知らせ」の各段階で神号

が変化していく。それは宗教者・金光大神の自覚の深化を表現するものであると同時に、金

光大神が見出した天地金乃神自身の自覚の高まりを間接的に表現するものである。 

 天地金乃神が赤沢文治に初めて神号を与えたのは安政五年一二月二四日のことである。

最初金光大神は文治大明神と称した。翌年六月一〇日、金子
こ ん し

大明神の神号が許される。文久

二年一一月二三日には金光大明神を名のるように神から言われ、ここに初めて金光の名が

登場した。元治元年六月一〇日には、金光の名を残したまま、金光大権現という名称になり、

最終的に生神金光大神となるのは、慶応四年九月二四日の「御知らせ」によってであった。 

                                                        

17 同上、五六ページ。 

18 同上、六四—六五ページ。 

19 ここで神道的な神名が登場する背景には、幕末の復古神道イデオロギーの隆盛とそれを

受けた明治政府の神道国教化政策への金光大神の意識があることは明らかである。 
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 こうした神号の変遷の過程で金光大神自身の取次者としての意識は高まっていったと思

われる。それは金光教の教団としての拡大の過程でもあったから、取次者，すなわち、生神

を増やしていくことを余儀なくされてもいったのである。『金光大神覚』のなかにも、向明

神・藤井きよの、笠岡金光大神・斎藤重右衛門、玉島金光大明神・小谷清蔵といった生神た

ちが現れる。皆、明治にかけての教団の草創期に活躍した重要な取次者たちである。 

 それでも、こうした金光家以外の生神たちが次第に姿を消すのは、金光教が教団としての

組織整備をしていく過程では避けようのない動きであった。金光大神には明治に代わって

間もない一一月一日に、金光大神の妻と子供五人に神号を与えるという「御知らせ」が下さ

れた。妻とせは一子大神
だいじん

、息子金吉は金光正 神
しょうじん

、息子萩雄は金光山神、娘くらは正才神
じん

、

息子宅
いえ

吉は金光四神、娘このは 末
すえの

為
ため

神という。昭和九・一〇年事件のとき、改革派の信徒

たちが指示した金光摂胤は金光四神の息子であり、その後の教主位はこの系統に受け継が

れて現在に至っている。二代管長であった金光家邦は金光山神の息子であったが、昭和一六

年に結局教団を追われ、本部敷地内の立教聖場と金乃神社を拠り所として天地金光教を創

始した。実は家邦が進めた教派神道化の方向は、父である金光山神の方針を継承したもので

あった。金光山神こと金光萩雄は二代金光大陣を襲名して本部神殿の神社化を推し進めよ

うとした。これに対して、三直信と呼ばれた二代目白神新一郎、近藤藤守、佐藤範雄の三人

は、金光教の本来の在り方として生神金光大神取次の道を明確に掲げて教団隆盛の礎を築

いたのであった。 

 こうした死後の変遷を知らぬ金光大神は、明治五年七月二八日に次のような「御知らせ」

を受けている20。 

 

 「天地乃神の道を教
おす

ゑる生神金光大神社お立ぬき」と信者氏子に 申 附
もうしつけい

。金光大神、

「拝む」と言な。「御願届けいたしてあげましよう」と申してよし。「 願
ねがう

氏子の心で頼

めい」と申て聞かせい。我が心にお蔭はあり。時節を待ち、おい〱には、「金光」神よ

り許
いる

し、信者氏子。 

 

 神は、三神の道を教える金光大神を立て抜け、と信徒に命じている。そして、その金光大

神には、神を拝するのではなく、取次をすると言え、と念を押しているのである。三直信た

                                                        

20 同上、七二―七三ページ。 
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ちが守り伝えたように、金光教が絶対神に対する服従を要求する宗教ではなく、対話の宗教

であるということが明言されている。神への願いの効能は既に信徒の心に顕現している。つ

まり、神との〈我―汝〉関係において、永遠の「汝」である神を見出すことのうちに真の「我」

が見出されてくる。そののち、取次者が必要なくなるときが来ると神は言っている。信徒が

皆金光、つまり、生神となることをいずれ許そうというのである。そのとき、人間は言語を

媒介とすることなく、沈黙のうちに〈間の領域〉で神と対面することになるのであろう。 

 

おわりに 

 

 シナイ山でモーセによってイスラエルの民に与えられたのは、神の一回限りの啓示であ

る律法、すなわち、トーラーであった。しかし、旧約聖書に記載されてないが、モーセに与

えられ、口伝で伝えられた律法があるという。それをタルムードと呼ぶ。コーエンたち対話

の哲学者が取り組んだのは、神との対話である啓示が真実のものであるということをいか

にして理性的に跡付けるかということであったと言っていい。ブーバーが若いころ魅せら

れたハシディズムは、こうした律法という根源に立ち返ってユダヤ教の信仰を復興させよ

うという運動であった。 

 一方でハシディズムは、ユダヤ教神秘主義であるカバラから多くの力を得た。ハシディズ

ムはカバラから聖なる火花とシェヒナという二つの教義を受け継いだ。神の創造の恩恵を

注ぎ込まれた世の最初の容器は、その炎のような力に耐え切れずに粉々になって飛び散る。

そのときの火花がこの世のあらゆる被造物に潜んでいて、常に神への還流を希求している

というのである。他方、シェヒナとは神の住居を意味していて、カバラでは神の流出である

一〇個のセフィロートの最後のものである。このシェヒナはこの世の至るところに偏在し

ているから、我々の日常茶飯事もすべては神の住居である。ここから、ハシディズムは日常

生活のすべての場面で我々は信仰的な生き方をすべきであり、そのときに神の遍在を感じ

ることができるとするのである。 

 金光大神の信仰生活も全く同様のものであった。金光大神は「如何なる所、如何なる時、

如何なる方位も、人間に宜きは吉 所
よきところ

、吉日、吉方なり」と説いた。最後に定まった天地書

附は「生神金光大神、天地金乃神、一心に 願
ねがえ

、おかけは和賀
わ が

心にあり、今月今日でたのめ

い」である。神と日々対話する生活に入る。真の「汝」が見出されれば、真の「我」も見出

される。そうして開かれる安心の境地は、それ自体既に神の恩恵である。それはまさに今こ
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こにある神の住居なのである。 

神と人との対話構造は、両者の人称的区別を最後の最後まで前提にし、ある種の緊張を伴

う相互作用を重視する点で、また異なった信仰の在り方を示しているように思われる。この

点で、対話の哲学が追求していったものと、金光教が自らの信仰の核心を反省していくなか

で見出したものとは、きわめて類似していると言わざるを得ないのである。 
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