
宗教宗教
イチからわかるイチからわかる
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天理教

危ない宗教

オウム真理教

世界平和統一家庭連合

あなたにとって宗教とはどのような存在ですか？

現代の日本を生きる若者にとって宗教というものに

良いイメージを抱く人は少ないでしょう。

しかし、私たちの言語、思想、生活の根底には必ずと

言っていい程に「宗教」が強く根付いているのです。

特に中東や欧州などの海外では、宗教が色濃く

反映された生活を見ることができます。

今回は現代宗教の基礎となっている世界三大宗教

最近、度々話題になるカルト宗教を取り上げていきます。

さらに日本の政教分離まで掘り下げて現代の社会におけ

る宗教というものについても紹介していきます。
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仏 教
創設

信仰対象 仏陀 (宗派によって違いあり)

紀元前 4～ 6世紀
ブッダ (ガウタマ・シッダールタ)
によって設立。

仏教は、インドの釈迦（ゴータマ・シッダッタ、ガウタマ・シッダールタ、ゴータマ・シッ

ダールタ）を開祖とする宗教。仏陀の説いた教え。キリスト教・イスラム教に次ぐ世界

宗教の 1 つで、世界で 4 番目に大きな宗教である。世界人口の 7% である 5 億 2000 万

人以上が仏教徒であり、特に東アジア、東南アジア、南アジアで広まっている。

教義は苦の輪廻からの解脱を目指す。原因と結果の理解に基づき、諸々の現象が縁起す

るとされる。

仏教は釈迦仏、その教えである法（ダルマ）、その実践者である僧からなる三宝を中心

に組織される。実践における戒定慧の三学は、戒律、心を集中する禅定、ものごとの縁

起を観察する智慧。2 つは併せて止観とも呼ばれる仏教の瞑想法。実践にて重要となる

能力は六波羅蜜や八正道のように、いくつかの方法でまとめられている。

紀元前 450 年頃にインドで始まり、今では初期仏教として研究される。釈迦は、他の宗

教者の主張であるアートマン（真我）の存在を否み無我とした。釈迦の死後数百年で部

派仏教が生まれ、大衆部と上座部に分かれた。更に細分されたが、今なお大きな勢力と

して続くのは、南方に伝播した上座部仏教で、初期の教えを模範とする。紀元前の終わ

り頃に北方に伝播し日本にも伝わることになる大乗仏教が始まり、教義や団体は多彩に

発展しており、禅那の瞑想法の様々、チベットや日本の真言宗に残る密教、一方で浄土

信仰のような信仰形態の変化など多様である。
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キリスト教キリスト教
創設

信仰対象 イエス・キリスト

1世紀
イエス・キリストによって設立。

キリスト教は、イエスを救い主（キリスト、メシア）として信仰する宗教。キリスト教では、イエスが神

の国の福音を説き、罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ、復活したものと信じる。ほとん

どのキリスト教派は、「父なる神」と「その子キリスト」と「聖霊」を唯一の神「三位一体」として信仰する。

基督教とも表記される。

2020 年時点で、世界における信者数は 23 億 8200 万人ほどで、世界人口に占める比率は約 31% であり全て

の宗教の中で最も多い。イスラム教、仏教と並ぶ世界三大宗教の一つである。

キリスト教は、イエス・キリストを救い主と信じる宗教であり、自らをキリスト教徒と呼ぶすべての人々

を包含するものである。キリスト教には、その歴史的経緯から様々な教派、教団、組織、信条が存在している。

キリスト教は普遍的な宗教であり、特定の民族や人種あるいは限定された身分や社会階層のためのもので

はなく、すべての人に向けられたものである。実際、キリスト教は、異なる文化・多くの民族の様々な人々

に広く受け入れられて、政治構造や社会状況および科学知識や哲学思想、世界観の歴史的な変化や移り変

わりがあった各地域で何世紀にもわたって教会・教団や組織を維持してきた。ただし、カトリック教会の

場合、あるいはプロテスタントの宗教改革がドイツやスイスを舞台としていたように、組織はヨーロッパ

中心主義であり続けた。また、『聖書』は主に地中海世界から中東を舞台にしたものである。日本でも多く

使用される西暦が、救世主とされるナザレのイエスの生まれたとされた年を元年としているようにキリス

ト教は中世ー近代から推移してきた現代文明の根幹の形成に関与している。中世における国教化されたキ

リスト教は宗教の自由を認めなかったため、異教との戦いによって支配域を拡大し、土着の宗教に代えて

キリスト教を説いた。異教・異端であるかどうかの判別の基準としては、三位一体の教義が確立している

こと、イエスの復活信仰が確立していること、ナザレのイエスの死を通しての贖罪信仰が確立していること、

主イエスが旧約のキリストであるとの信仰が確立していること等が規定されている。そうしたキリスト信

仰に加え、聖書全体を神よりの霊感を受けて書かれた神の言葉として絶対的に受け止めることもある。

キリスト教は、「旧約聖書」を聖典としていることから、ヤハウェによる天地創造から始まり、原罪とその

救済が教義の中心にある。「旧約聖書」という呼び方はキリスト教において「新約聖書」と対応して名づけ

たもので、ユダヤ教の聖典の名称を旧い約束の意味に変えて用いているものである。
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イスラム教
創設

信仰対象 唯一神アッラー

七世紀初頭
ムハンマドによって設立。

イスラム教、イスラム教、イスラムは、唯一絶対の神（アッラー）

を信仰し、神が最後の預言者を通じて人々に下した（啓示した）

とされるクルアーンの教えを信じ、従う一神教である。漢字圏に

おいては回教（かいきょう）または回々教と呼ばれる。

ユダヤ教やキリスト教と同じ一神教で、偶像崇拝を徹底的に排除

し、神への奉仕を重んじるとともに、全ての信徒がウンマと呼ば

れる信仰共同体に属すると考えて、信徒同士の相互扶助関係や一

体感を重んじる点に大きな特色があるとされる。

一般には法律と見做される領域まで教義で定義している、信者の

内心が問われない、正しい行いをしているか、天国に行けるかは

神が決めることで死ぬまでは（国家がイスラム教について規定す

る場合はともかくとして、少なくとも本質的には）人間の間で問

題にされないなどの点で、仏教やキリスト教徒は大きく異なる。
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創価学会 天理教
創設

信仰対象
本尊 ... 日蓮大聖人が現した
南無妙法蓮華経の文字曼荼羅

創設

信仰対象
親神天理王命

江戸時代後期、天保 9 年
教祖中山みきの天啓により創設

1930 年 11 月 18 日
初代会長牧口と二代目会長戸田の
2名によって設立。

1930 年、小学校の校長であった牧口常三郎と、戸田城聖ら当時の教育者などが集い、日蓮

の仏法精神に基づく教育者の育成と、雑誌の発行を目的とする「創価教育学会」を創立した。

1937 年（昭和 12 年）に、創価教育学会は日蓮正宗の法華講の 1つとして位置付けられた。

この組織が創価学会の前身となる。

第二次世界大戦中の 1943 年（昭和 18 年）6月に牧口、戸田を含む幹部が治安維持法並び

に伊勢神宮に対する不敬罪で逮捕され、牧口は 1944 年（昭和 19 年）11 月 18 日に獄死。

1945 年（昭和 20年）7月 3日、出獄した戸田は、組織名を「創価学会」に改称し組織を再建、

1952 年（昭和 27 年）、宗教法人の認証を得る。

1951 年（昭和 26 年）5月 3 日に第 2代会長に就任した戸田城聖の下で、75 万世帯を目標

にした「折伏大行進」という名の大規模な布教活動が行われ、日本国内での創価学会の勢

力は急拡大した。しかし強引な勧誘手法は批判を呼び、社会問題化した [3][4]。1958 年（昭

和 33 年）4月 2日に戸田第 2代会長が死去した後、1960 年（昭和 35 年）5月 3日に池田

大作が第 3代会長に就任した（現・名誉会長）。その後、次第に日蓮正宗宗門と軋轢が生じ、

1991 年（平成 3年）11 月、「教義の逸脱」などを理由に破門される。

教義的には日蓮を末法時代の本仏と定め、法華経の肝心・南無妙法蓮華経の御本尊を認定

して掲げ、「南無妙法蓮華経」の唱題を実践し、「法華経」思想の布教を宣言（広宣流布）し、

平和な世界の実現を目標とするとしている。

1962 年（昭和 37 年）には「公明政治連盟」を創設し、2年後の 1964 年（昭和 39 年）に

は日本の政党の要件を満たしている唯一の宗教政党として「公明党」を結成し、日本の政

治にも関わっている。

崇拝対象の神の名称は転輪王命（てんりんおうのみこと）で「親神（おやがみ）」または敬称を付け

て「親神様（おやがみさま）」とも呼称される。なお教祖存命時の神名は一定しておらず「天龍王命」「天

輪王明神」等の様々な名称で呼ばれていたが、教団の組織化以降は戦前に「天理大神」が、戦後に「天

理王命」が公式の神名とされている。教会本部、各地の一般教会では、天理王命とともに教祖と御

霊の社を置き礼拝しているが、一神教である。「陽気ぐらし」という人間がみんなで助け合う世界の

実現を目指している。天理教では「教祖」と書いて「おやさま」と呼称している。明治20年（1887年）に、

教祖・みきは 90 歳で死去したが、天理教では目に見える存在の「現身（うつしみ）を隠した」ので

あり、その魂は今でも「元の屋敷（現在の教会本部）」に留まっており、人々の暮らしを見守り守護

しているとしている「教祖存命の理」が、天理教信仰の根本的な精神的支柱となっている。 現在の

統理者は真柱（しんばしら）・中山善司。次期後継者は中山大亮。天理教では、人間の命の発祥地の

中心を「ぢば」（地場）と称し、1875 年（明治 8 年）6 月 29 日に教祖の「ぢばさだめ」という啓示

でその場所を定めている。二代真柱の中山正善によれば「ぢば」という言葉には特別に意味は無く、

教祖はあくまで「場所」という日本語のニュアンスで使用していた。その後の教勢の発達と時間的

な経過とともに「ぢば」は天理教義的な観点から「人間の宿し込みの地点」と意味が明示され、場

所という視座ではその証拠として据えられている「かんろだい」のある特定の地点と定義されるよ

うになったとされる。この「ぢば」は「元なるぢば」「かんろだいのぢば」の意味もあり、天理教の

信仰の対象であり、中心であるとされているため、明治 8 年のぢばさだめから数度の大規模な増築

を重ねた現在に至るまで、まったく変わらぬ位置にある。このようなぢばの意義は「ぢばの理」と

呼ばれている。天理教教会本部は、この「ぢば」を中心に建られており、神殿の四方に建てられた

すべての建物を「かんろだい」の礼拝所とし、全国大多数の各教会の神殿も「ぢば」の方向にむけ

て建てられている。通常は、丁寧語の「お」をつけて「おぢば」と呼び、人がこの地を訪れることは、

故郷に帰ることであるから、「おぢばがえり」と呼んでいる。そのため天理駅や天理市内の関係者の

宿泊施設である信者詰所などには「お帰りなさい」や「ようこそおかえり」などという看板が見られる。
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危険な宗教
独断と偏

見で選抜

超絶個人
的

一神教と多神教の価値観の違いについて
一神教の宗教 多神教の宗教

一神教

一神教は、神は唯一であるという排他的一神教と、複数の神また

は神的形態を認めるがそれぞれが同じ神の延長として仮定される

包括的・多形一神教に分けることができる。他の者が異なる神を

等しく崇拝することを否定せずに信者が一つの神を崇拝する宗教

体系である単一神教や、多くの神の存在を認めながらも一つの神

のみを一貫して崇拝する拝一神教と区別される。

多神教

その名のとおり多神教では多くの神々が崇拝され、それゆえに同じ宗教の中

での信仰形態も多様である。また、特定の一神が最も高位にあると考え、主

神を崇拝の中心とするものを、多神教的一神教と呼ぶことがある。多神教の

うち現存するものとして、民族的要素の強い日本の神道やアイヌの信仰、中

国の道教、インドのヒンドゥー教などがある。現存しないものとしては、古

代エジプトやメソポタミア、古代ギリシャの神々、中南米のメソアメリカ文

明やアンデス文明で信仰されていた神々などがある。仏教も多神教だという

見解もあるが、汎神論または無神論的な宗教であるとする見解もあり、議論

が分かれるところである。

キリスト教

イスラム教

ユダヤ教

仏教

神道

ヒンドゥー教
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オウム真理教
旧 統一教会

世界平和統一家庭連合

創設 創設

信仰対象 信仰対象
麻原彰晃本人。 神と人間の理想である「 地上天国」 を実

現するために、 神からそのみ旨を託された
創始者文鮮明が信仰対象になっている。

1984 年麻原彰晃によって設
立

1954 年 5 月１日
韓国ソウル

オウム真理教の教義は、原始ヨーガを根本とし、パーリ仏典を土台に、チベット密教やインド・ヨーガの技法を

取り入れている。日本の仏教界が漢訳仏典中心であるのに対しあえてパーリ仏典やチベット仏典を多用した理由

は、漢訳は訳者の意図が入りすぎているからとしている。教団の翻訳研究班では各種経典の翻訳も行っており、

例えば「カーラチャクラタントラ」を英文から翻訳し配布していた。そして、「宗教は一つの道」として、全ての

宗教はヨーガ・ヒンズー的宇宙観の一部に含まれる、と説く。その結果、例えばキリスト教の創造主としての神

は梵天（オウム真理教では“神聖天”と訳す）のことである、等と説かれる。オウムでは、世界の宗教の起源は

古代エジプトにあり、アブラハムの宗教もインド系宗教もエジプトから始まったとし、万教同根・シンクレティ

ズム的な宗教観を持つ [300]。従って、オウム真理教に於いては世界中のありとあらゆる宗教・神秘思想を包含

する「真理」を追求するという方針がとられ、キリスト教の終末論も、ヒンズー教的な「創造・維持・破壊」の

繰り返しの中の一つの時代の破滅に過ぎない、として取り込まれた。すべての宗教および真理を体系的に自身に

包括するという思想はヒンズー教の特徴であり、麻原はそれを模倣した。

統一教会で「 原理」 とは、 文鮮明が霊的体験や独学によって与えられた啓示とされる。 他方で文鮮明は 1945 年に妻

の崔先吉と共にイスラエル修道院に通い金百文の教えを学んで盗作したという証言がある。 統一教会の信者は「 原理」

は旧約聖書 ・ 新約聖書の解釈であり、 究極的、 決定的な真実であると信じている。

「 原理」 は主に「 創造」、「 堕落」、「 復帰」 の 3 つの部分からなる。『 原理講論』 は文鮮明の啓示の様々な解釈を書い

たもので、「 原理」 とは厳密に区別されている。 1954 年に統一教会が創立されて以降、 一貫して、 聖書よりも『 原理

講論』 が重要視されており、 現存する聖書によるキリスト教の正典を超越すると考えられている。 この節は本書の内容を

中心に述べる。『 原理講論』 の「 堕落論」 には、「 人間始祖の堕落によって、 その子孫が、 一人残らず、 神の血統を受

け継ぐことができず、 サタンの血統を受け継いでしまった」 と記され、「 真の父母として降臨されるイエスのみがこれを知り、

清算することができる」 とする一説が記されている。 プロテスタントの日本基督教団牧師 ・ 宗教研究者の石井智恵美は、

教義内に明確な記述はないが、 信徒にとって教祖の文が「 再臨のイエス」 =「 人類と霊界を結ぶ比類ない存在」 であ

ることが信仰の前提であると述べている。 神の愛を中心に結婚し、 完全な子供を産み、 真実の家族を作ることで、 地上

の楽園（ 地上天国） を建設することが目指される。



If you want to change the world,
pick up your pen and write.

Martin Luther


