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コロナ禍に見舞われますます混迷の度を深めつつある世界。
だからこそ今、日本人が寄って立つべき伝統文化や日本民族について

問い直す好機とも言える。
今回は、伝統文化の衰退を危惧し、

現代に復活させたいという思いから、宗教や思想など幅広い知見に基づいて
活動されている瓜生中氏に伝統文化についてじっくり語っていただいた。
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酒本：民族を自覚する装置としてはたらくの
が、伝統文化であると。
瓜生：そうですね。では、伝統文化とは何なの
でしょうか。一般に「日本の伝統文化」と言い
ますと、茶の湯や生け花などが代表とされま
す。が、そもそも伝統文化とは、「祖先から受
け継いだもの」という意味です。でも今、「先
祖」とか「祖先」という言葉自体がほとんど使
われなくなって、先祖に対する意識も希薄に
なってきています。
酒本：お茶やお花というのは、伝統文化の中の
一つであることには違いないけれども、それだ
けが伝統文化ではないと。
瓜生：明治の歴史学者、津

つ
田

だ
左

そ
右

う
吉
きち

（※２）は
伝統文化を「平

へい
民
みん

文
ぶん

化
か

」という言葉で表してい
ます。
　名古屋あたりに行きますと、町

まち
家

や
で女性たち

が集まって、たくあんをポリポリかじりながら
抹茶をいただく「お茶飲み」の習慣がありま
す。名古屋というのは、尾張家の祖で家康の九
男の徳

とく
川
がわ

義
よし

直
なお

が城主になった土地柄です。義直
は学問を好み、儒学を奨励して倹約令を出した
り、質素倹約を厳しく行ないました。庶民はそ
んな堅苦しい中でもお茶ぐらいは楽しもうとい
うことで、「お茶飲み」の習慣が広まったよう

酒本：先生が日本の伝統文化の衰退を感じられ
るようになったきっかけは、どんなことだった
のでしょうか。
瓜生：伝統文化の衰退については、柳

やなぎ
田

た
國
くに

男
お

（※１）がすでに昭和16年、『日本の祭』とい
う著作で、日本の民族性の継承が途絶えつつあ
ることに警鐘を鳴らしています。
　当時すでに、大学進学などで東京や大阪など
大都市に出てきて、そのままそこで就職して自
分の生まれ故郷と疎遠になり、故郷の祭りに参
加できないという状況が出てきていました。
　今、「限界集落」という言葉がよく聞かれる
ようになりましたが、明治以降、特に昭和30年
代の高度経済成長以降、日本中で都市化がどん
どん進み、昔からある集落が破壊され、地域の
伝統を継承する人が途絶えつつあります。
　このまま民族としての自覚がない人がどんど
ん増えてくると、日本という国が国家として成
り立たないことにもなりかねず、将来色々と支
障をきたすのではないかと危惧しています。
　では、私たちが寄って立つものは何なのかと
いうと、それは、私たちが日本人であるという
「日本民族としての自覚」だと思うのです。

「伝統文化」とは何か

※１　柳田 國男／
やなぎたくにお：1875~ 1962
兵庫県生まれ。民俗学者・官
僚。「日本人とは何か」という
問いの答えを求め、各地を調
査旅行した日本民俗学の開
拓者。『遠野物語』をはじめ多
数の著作は今日まで重版され
続けている。文化勲章、正三
位勲一等旭日大綬章受勲。

※２　津田左右吉／
つだそうきち：1873～1961
岐阜県生まれ。記紀神話が
客観的史実でないことを論
証し日本古代史の研究を開
拓。後にこの研究が右翼思
想家から告発され発禁、出版
法違反で起訴された。著作に

『 古 事 記 及 日 本 書 紀 の 研
究』など。従三位勲一等瑞宝
章、文化勲章受勲。
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です。
　こういうものが、平民文化であり伝統文化な
のです。今ではこうした習慣も少なくなってき
ているかもしれませんが、年配の方々の中には
残っているのではないでしょうか。
酒本：伝統文化は集落や地域の中で日常的に培
われてきたものの中にある。伝統文化としての
「お茶」は、「○○流の茶道」だけではないと
いうことですね。

  

瓜生：こうした平民文化、今で言う民俗学は江
戸時代にひとつのピークがありました。当時は
民俗学という言葉はありませんでしたが、国内
のいろいろな地方を歩いて訪ねて、地域のお祭
りや仏事や風俗を記録して歩いた人たちがいま
した。
　そうした人々の中に、菅

すが
江

え
真

ま
澄
すみ

（※３）がい
ます。この人はあまり知られていないのです
が、三河（豊橋市）の出身で30歳で故郷を出て
70歳で亡くなるまで全国をずっと旅して『菅江
真澄遊覧記』を著しました。

　青森の恐
おそれ

山
ざん

のあたりには３年間くらい滞在
して、積雪期の恐山に２回登っています。松前
（北海道）にも４年ほど滞在しました。
　菅江の場合、神社を巡るというのがひとつの
目的であったようです。その著書は後世、多く
の研究者の参考書となり、柳田國男も菅江の功
績を重んじて著作を参考にしています。
　同時代の人に鈴

すず
木

き
牧
ぼく

之
し

（※４）がいます。新
潟・塩沢出身の鈴木は著作『北

ほく
越
えつ

雪
せっ

譜
ぷ

』で雪
国、日本屈指の豪雪地帯の様子について詳しく
書いています。今で言う長野と新潟を結ぶ飯山
線沿線のあたりですね。
　江戸時代にはこうした在野の学者と言いま
しょうか、詩文や書画などの風流に親しむ、文

ぶん

インタビュー時代の節目、今こそ見直したい日本の伝統文化

※３　菅江真澄／すがえますみ：1754～1829
江戸時代後期の旅行家、博物学者。30歳で故郷三河を出発し，信州
から東北・北海道までを巡歴、後半生を旅に送り秋田で没した。著述は
100種200冊ほどを数え、『菅江真澄遊覧記』としてまとめられた。

４　鈴木牧之／すずきぼくし：1770～1842
江戸時代後期の商人、随筆家。越後（新潟県）塩沢の縮仲買商、鈴木
屋主人。家業のかたわら俳諧や書画に親しみ、山東京山・曲亭馬琴・十
返舎一九らの協力を得て雪国の生活を記録した『北越雪譜』二編七巻
を刊行した。

江戸時代にあった民俗学のルーツ
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人
じん

墨
ぼっ

客
きゃく

という人たちが、けっこういたのです
ね。そこに伊能忠敬や間宮林蔵（※５、６）が
出てきたということです。伊能忠敬は57歳で家
督を譲って地図作りの旅に出ましたが、測量の
傍ら、各地の風俗についても詳しく記録してい
ます。
酒本：伊能や間宮が出てくる下地には、そうし
た江戸の社会背景があったのですね。
瓜生：そうですね。そして明治に入ると、彼ら
の志を受け継いだ人たちが出てきました。そ
れが柳田國男や 南

みな
方
かた

熊
くま

楠
ぐす

（※7）です。彼らは
「日本の伝統文化を世に問いたい」と精力的に

活動しました。彼らの「公の歴史に記録されな
いものを残しておこう」という姿勢、考え方が
民俗学のルーツであり、民俗学という新しい学
問分野を切り拓いてきたのです。

　

酒本：今年は明治維新から150年、太平洋戦争の
終戦から75年の節目となりますね。
瓜生：地域に長く伝わってきた日本の伝統文化
は、明治維新で切り捨てられた歴史がありま
す。明治政府は、日本文化は西洋文化に比べて
非常に劣ったレベルの低いものだと頭ごなしに
否定して、鹿鳴館などにみられるように西洋文
化をどんどん取り入れました。
　神仏分離令を出して神仏習合の寺院や施設、
僧侶を廃止し追放したと同時に、地域で行われ
ていた民間信仰もすべて廃止の対象にしたので
す。これはひどいもので、お盆やお彼岸までを
禁止しようとしました。結局のところ、そこま
で禁止はできませんでしたが。
酒本：その伝統文化を、もう一度見直そうと先
生はお考えになっていらっしゃるわけですね。
瓜生：そうですね。「民族の再認識」です。日

明治維新で切り捨てられた伝統文化

※５、６　伊能忠敬／いのうただたか：1745～1818、間宮林蔵／まみ
やりんぞう：1775～1844

※７　南方熊楠／みなかたく
まぐす：1867～1941
和歌山県生まれの博物学
者、生物学者、民俗学者。 ア
メリカやイギリスなどで14年
におよぶ独自の遊学生活を
送り、1900年（明治33）に帰
国後は郷土和歌山県に住ん
で生涯を通して森羅万象あら
ゆることを貪欲に探求し続け
た。
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本の伝統文化を再認識するには、民俗学の原点
にもう一度帰って、われわれの先祖はこういう
ことをやってきたのだ、ということをまず知る
ことです。
　教科書の歴史をいくら学んでも、「自分は日本
人だ」 という意識は生まれません。なぜなら歴
史というのは常に権力側が作るものですから。
酒本：お祭りや冠婚葬祭などの風習を含めて、身
をもって経験と実感で知ることが大事であると。
瓜生：明治維新の際、「宮中の神事が日本の正
規の伝統文化であり、民間で行われているもの
は、訳のわからない低俗な文化である。これか
ら日本が世界に出て行く時に何ら役に立たな
い。そんなものは廃止しろ」という声が上がり
ました。
酒本：対外的に神道国家の強国になるには、地域
の多様な文化が表に出てきては困るのですね。
瓜生：昨年、大

だい
嘗
じょう

祭
さい

が盛大に行われましたね。
あれが日本民族の伝統文化だと言うのですが、
大嘗祭は天皇家の儀式であって、われわれ一般
国民には何の関係もないものです。その行事に
何百億円という税金を使うのは、「これが正式
な日本の文化なのだ」という権力による価値観
の押し付けではないか。そのことを私は危惧し
ています。

酒本：明治維新以降、現在に至るまで日本の伝
統文化は衰退の一途をたどったのでしょうか。
瓜生：もっとも衰退が加速したのは、戦後の高
度経済成長以降です。進学や就職で地方から上
京する人たちが増え、二

は た ち
十歳前後までに相当数

の人たちが故郷を離れました。そして人々は
そのまま東京などの都市部に住み続け、冠婚葬
祭など村の風習や習慣に触れる機会を失ったま
ま、故郷と没交渉になっていきました。
酒本：そうして地域の伝統文化を継承する人が
いなくなってしまった。
瓜生：今もその状況は続いています。また、敗
戦によって国家神道が GHQ によって崩壊させ
られました。明治以降の日本人にとって、「国
家神道=（イコール）宗教」、宗教といえば国
家神道のことだったのですが、「宗教は悪だ」
ということになっていった。
　それで戦後の日本人は宗教に対して否定的な
態度をとり、無関心になりました。文化人、知
識人層、とくにいわゆる知識人といわれる人々
の間では、「無宗教である」ということがひと
つのステータスになる傾向が現れました。
酒本：「国家神道は悪だ、けしからん」という
ことになって、日本人の宗教観は敗戦によって
大きく変わったのですね。
瓜生：すでにヨーロッパでは17、18紀になると
「これからは科学の時代。聖書の神や教えに
頼っている者たちは野蛮人である」というコン
センサスが成立して、キリスト教（宗教）が否
定的に捉えられるようになっていました。
　日本もそれと同じで、特にインテリ階級の人
たちがそういうスタンスをとりました。 だか
ら、今、いざ実家の親が亡くなったりするとお和歌山県田辺市にある南方熊楠の墓。

インタビュー時代の節目、今こそ見直したい日本の伝統文化

インテリ層に広まった「無宗教」
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葬式をどうすればいいのか、全然わからない。
酒本：親の住む地域との交流がなければ、お葬
式など困りますね。
瓜生：今は葬儀屋さんが集落の世話役の肩代わ
りになってくれています。
　私の妻は浜松の出身なのですが、４年ほど前
に義父が亡くなった時、葬祭場の人から、「こ
れから湯

ゆ
灌
かん

を行いますから間に合うように来て
ください」という連絡があったのです。
　それで行ってみると、介護用の移動式バスタ
ブのようなものがあって、お湯が入っているん
です。シャワーもあって喪主が義父の髪をシャ
ンプーで洗い、親族みんなで体を洗いました。
私も妻も初めての経験でした。
酒本：私も関西の方で、亡くなられた方と一緒
にお風呂に入る風習があるというのを聞いたこ
とがあります。お風呂の中でご遺体を抱いて、
丁寧に洗う習慣が残っていると。そういう伝統

が伝わっていませんよね。当事者も葬儀屋さん
に教えてもらわないと分からないのですから。

瓜生：日本人は歴史的に、国民全体として国家
意識とか民族意識というものを持って来なかっ
たのではないかと思います。「日本人は小さい
島国に住んでいるから了見が狭い」とか、「島
国根性の国民性だ」などと言われますが、幕末
まで日本では「国家・国民」という意識を持っ
ていませんでした。
　その点で言うと、19世紀以降、特に民族意識
というのは、ヨーロッパを中心に高まってい
きました。なぜかというと欧州では民族の迫害
がひんぱんに起きたからです。迫害された人々
は、「自分たちはこういう民族なのだ」と強く
意識するようになっていきました。
酒本：民族意識によって結束を強めて、他民族
と戦ってきたのですね。
瓜生：その点、日本人というのは歴史的にあま
り迫害されたことがない民族と言えるでしょ
う。侵略された経験がほとんどありません。
　弥生時代に朝鮮半島から渡来人がたくさん
入ってきましたが、これも手放しで大きく争っ
た形跡がありません。鎌倉時代、元寇の時にわ
ずかに攻撃されましたが、これも大した被害で
はありませんでした。
　ところが、江戸時代の後半ぐらいになって、
北海道にロシア人が進出してきました。幕府は
その事実を知ると、「ロシアが日本を侵略して
くるのでは？」と初めて危機感を抱きます。そ
して18世紀の終わりくらいに幕府の国家意識が
一気に高まり、それが攘夷論に展開していきま
した。
酒本：その後に明治維新があって、日清・日露

日本民族の歴史
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戦争を経て、太平洋戦争へとつながっていくわ
けですね。
瓜生：この敗戦で日本は初めて外国から手痛い
攻撃を受けたわけですが、日本人はこの経験
を「迫害だ、侵略だ！」と強く認識しなかっ
たのかもしれません。敗戦を地震や台風と同じ
ように考えていた側面もあったと思います。そ
れで日本人には、反米意識がほとんどないので
しょう。私などは強烈に持っていますけれども
（笑）。
酒本：日本人は歴史的に、欧米列強に比べて
「われわれは日本民族なのだ」という強い民族
意識を持つ場面が少なかったのですね。
　では、日本文化の歴史はどんなものだったの
でしょうか。
瓜生：例えば、「平安時代」と言うと、私たち
は源氏物語の世界のような、優雅な時代をイ
メージします。そういうふうに教科書で教えら
れてきましたから。
　ところが平安時代、京都の人口は10万人ほど
で、そのうち、天皇家と合わせても、「貴族」
というのは1600人くらいしかいませんでした。
当時の日本の人口はおそらく1500万人くらいで
したから「平安時代の貴族文化」と言ったとこ
ろで、ごくごく限られた人たちの文化だったと
言っていいでしょう。日本人全体の0.1％ちょっ
との中で作られたものだったのですから。もち
ろん、これらの人口は推測の域を出ないもので
諸説ありますが……。
　平安時代の貴族たちにとって「世界」とは、
平安京だけです。貴族たちは京都のなだらかな
山に囲まれた景色を眺めてそれを歌に詠み、狭
い世界から外に出ることをとても嫌がり、怖れ
ました。
　彼らにとって富士山などと言うのは荒々しく
て、恐怖を覚える対象でしかなかったのです。

清少納言も『枕草子』に「恐ろしくて直視でき
るものではない」ということを書いています。
酒本：たしかに、たった1600人の中で流行した
ものを、「これが日本の伝統文化だ」と言われ
ても困りますね（笑）。今の「オタク文化」の
ようなものですね。
瓜生：また、「日本の伝統文化」の例としてよ
く引き合いに出される「武士道」にしても、江
戸時代の武士は全国の人口のわずか４%に過ぎ
ませんでした。当時の日本人の大部分、85%は
農民ですから、一般民衆の文化と武士道は、ほ
とんど何の関わりもなかったでしょう。ただ、
農民の中でも特に地方の名主のような人たち

インタビュー時代の節目、今こそ見直したい日本の伝統文化

33



瓜生 中・profile

うりゅう・なか●1954年東京生まれ。文筆家。早 稲田
大学大学院修了。専攻は東洋哲学。仏教や神道、日
本思想などの研究、執筆活動を行い現在に至る。仏教・
神道・日本思想・インド思想の研究や執筆活動を行な
うほか、社会人向けの講座を開くなどしている。著書
に『知っておきたい仏像の見方』（角川ソフィア文庫）、

『知識ゼロからのお寺と仏像』（幻冬舎）、『知っておき
たい日本の神話』（角川ソフィア文庫）、『やさしい般
若心経 』（PHP文 庫）、『仏像はここを見る』（祥伝社
文庫）ほか多数。

【ホームページ】https://uryu-naka.com/

は、何か功績を挙げると士族に取り立てられる
ことがあったので、そういう人たちは武士道の
影響を受けました。
酒本：先生は、ある限られた人々の間で行われ
ていたものだけが、あたかも正当な伝統文化で
あるかのごとくまつりあげられている、今の風
潮に疑問を呈していらっしゃるのですね。　
瓜生：こういうことは世界中にあります。「ルネ
サンス」と言えば「人間復興」、その文化が欧
州で大きく花開いたと教えられます。しかし当
時の世界でルネサンスを知っていた人というの
は、イタリアにさえほとんどいなかったのです。

酒本：多くの名もなき庶民が生活の中で培い、
育んできた「本当の伝統文化」に、もう一度ス
ポットを当てるには、どんな方策が必要になっ
てくるでしょうか。
瓜生：誰でも「あ、日本人というのはこういう
ものなのだ」と感じる瞬間があると思います。
お正月に雑煮を食べるとか、七夕にたんざくを
飾るとか。言葉ではなく暮らしの中のふとした
場面で「自分は日本人だ」と感じる機会を、で
きるだけ増やしていくことだと思います。
　ある行為によって引き起こされる心の動き、
「感動」と言うと大げさですが、頭で理解するの
ではなく、自然に体に染み込む体験が大事です。
　そういう「体感の場」をどのように作ってい
くかが、これからの課題でもあります。
酒本：本日のお話をお伺いしていると、やはり今
の自分につながるご先祖たちが、実際にどんな
時代をどう暮らしてきたかを知り、体感したり
学んだりすることが大事なのだと分かります。
　世間的に日本の伝統文化としてもてはやされて

いるものをありがたく鑑賞しているだけではダメ
ですね。感動体験の積み重ねが今後、私たちが
何を次世代に伝えるべきかの手がかりになるかも
しれません。本日はありがとうございました。

『日本の仏様 解剖図鑑』
（エクスナレッジ）

インタビュー時代の節目、今こそ見直したい日本の伝統文化

感動体験の積み重ねが大事 『知っておきたい日本人の
アイデンティティ』

（角川学芸出版）

『図説 地図とあらすじでわかる! 
釈迦の生涯と日本の仏教』

（青春出版社）
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