祖 先 の 祭 り
ぼん ご

（ お 盆 ）

う ら ぼ ん え

「お盆 」という 言葉は 、盂蘭 盆会〔梵 語（サ ンスク リット語 ）のウ ラバー ナの音訳 〕の
略 とされ ていま すが、行 事の際 、供え 物を載 せる平ら な器を お盆と いったこ とから 、この
み た ま

行 事をお 盆とい うように なった との説も あり ます。
お 盆は一般 的に祖 先の御 霊が故郷 の家に 帰って くると 考えられ ていま す。仏 教固有の 伝
が

き

ちくしょう

あ し ゅ ら

ろくどう

てんせい

統行 事のよ うに思 われがち ですが 、実は そうでは ありま せん。 基本的に 仏教で は、死 者は
ろくどうりんね

おもむ

死後 四十九日 が経つ と地獄 、餓鬼、 畜 生 、阿修 羅、人間 界、 天界の六 道いずれ かに転 生
すると 言われ てます （六道輪 廻 ）
。そし て 赴 いたそ れぞれの 世界 で修行を 積み、あ るい は
げ だ つ

罰を受 けた後、 再び 生まれ変 わるとい う輪 廻転生の 思想があ りま す。この ようなこ とか ら
亡くな った人間 が転生 するこ ともなく 、解脱 を達成 し輪廻転 生の循 環から 逃れたわ けでも
な く、御 霊のま ま毎年実 家に戻 ってく るとい うことな どは、 仏教の 思想から すると 有り得
な いはず です。故 に、お 盆（死 者の里帰 り）は 仏教の 思想とは 異なっ たもの であると 理解
出来 ます。
神道 に於いて は「 お盆」と 言う言葉 は使 いません が、七月 もしく は月遅 れの八月 十三日
の晩 には、迎 え火を 焚き、 十五日も しくは 十六日 には送 り火を焚 いて家 には提 灯を燈し 亡
くなっ た方の 好物な どを御霊 にお供 えしま す。そし て、こ のよう な祖先を 祭る習 慣は、 古
くから 伝わる日 本固有 の行事 です。 その日 本固有の 行事と 、仏教 でいう先 祖供養 の行事
が 一緒に なり、 後にお盆 として 習俗化 されま した。 いずれに せよ祖 先の祭 りは日本 人に
と って大 変重要視 されて います 。
とよう けだいじんぐう し か ん

なおかた

しどう ひゃくしゅ

う

いで

ますひと

そ れでは、 何故古 来より 日本人は 祖先の 祭りを 大切に してきた のでしょ うか 。江戸時 代
い

の伊 勢・豊 受大神 宮祠官の 中西直 方は『 死道百首 』の中 で 、
「日の 本に生 まれ出 にし益人
もと

たかまのはら

は神 より出て 神に入 るなり 」と詠ん でいま す。こ の歌に は、祖先 の神か ら命を 受けた者 は、
やがて 祖先の 神の許 へ帰って いくと いう日 本人の死 生観が よく表 されてい ます。
ひ の わ か み や

と こ よ

わたつみのかみ

よ

み

そこつねのくに

はは

また神 道では、 死後に 御霊は どこへ行 くの かという 問題につ いて 、古典で は「高天 原」
「日之 若宮 」
「常世 」
「綿津見神 の宮 」
「黄泉 」
「底津根 国 」
「妣の国 」等々と 様々な 他界が
語 られて います 。ただ、 これら がいっ たい何 処に存在 するの かは確 定的では ありま せん。
か た く

し かし日 本人が伝 統的に 考えて きた他界 は私た ちの生 活と繋が ってお り、そ れが民間 信仰
では 子孫達 の生活 が見える 小高い 山の上 や、ある いは少 し沖合 の島など に仮託 されて いま
あ みだ き ょ う

じゅうまん お く ど

す。 つまり、 生者 のごく身 近なとこ ろにあ る世界 だと考 えられて います 。
私たち日本人の御霊は、仏教（『阿弥陀経』
）でい うような 十 万 億土の 彼方に 行くの で
はなく 、我が 家、我 が郷土、 我が国 に留ま って、祖 神と共 に子孫 の繁栄を 見守り 、また 子
孫から のお祭り を受け ること でその力 を発揮 される のです。
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