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高取正男の神仏隔離論

林 淳＊

は じ め に

いくつかある高取正男の著書のなかで，主著にふさわしいのは，晩年に書かれた『神道の成

立』［1979］であることは，おそらく本人も認めていたことであろう。『神道の成立』の後の計

画もあったらしく，高取は，伊勢神道と専修念仏のことを研究しようとしていたらしい。しか

し残念なことにこの本が，最後の著作となった。奈良時代末から平安時代初期にかけて律令貴

族が，仏教に対して感じた違和感が形をとって神仏隔離という慣行として定着し，神道の自覚

が成立した経緯が，この本の主題であった。筆者は，『神道の成立』以前と以後の研究状況に

光をあてて，この本がもった研究史上の位置づけを確かめたいと考えている。

Ⅰ．堀一郎の影響

高取は，宗教学者であった堀一郎から深い影響を受けていた。京都大学文学部史学科国史学

専攻で学んだ学歴をもつ高取は，京都大学の日本史学のなかで人間関係を形成したのは当然の

ことであった。西田直二郎の門下生で民俗学に造詣があった柴田実や，先輩格にあたった黒田

俊雄との交友や影響はあったようである。薗田香融，橋本峰雄などのつきあいも続き，彼の研

究に刺激とインパクトをあたえた。これらの人たちはみな京都大学の出身者であり，高取をと

りかこむ人脈であった。

高取は堀と出会い，直接に教えを乞うたというよりも，書かれた論文を通じて影響を受けて

いたと思われる。関西，関東の日本宗教史の専門家が集う研究会として，宗教史研究会が数回

開かれたが，そこで直接に話しあった可能性はあったかもしれない。堀の著作は膨大にあって，
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後になればなるほど多彩であり，人類学，社会学などの社会科学の方面へも研究の触手をのば

した。高取が，堀の「日本文化の潜在意志としての神道」［堀 1975］という論文から大きな示

唆をうけていたことは事実であった。堀によると，日本宗教史を神仏習合の歴史だという議論

は横行するが，事実は反対であり，神仏習合は歴史上ほとんどなかった。神仏習合にふさわし

いシンクレティズムの事例は，修験道と近代の新宗教に限られる，むしろ神道と仏教は共存し

ているように見えながらも，両者を峻別する傾向が強かったと堀は述べる。高取は，この堀の

論文を高く評価し，『神道の成立』でも言及している。高取は，神道側からの仏教への峻別を，

堀よりも広い文脈に移しかえ，あらたに神仏隔離という語彙を創作した。この語彙が，『神道

の成立』において中心的モチーフを構成している。

前近代の宗教史は，1868年の神仏分離令前においては，神と仏は未分化であって神仏習合

という状態であったという見方は通説であり，大きくみると反論しがたいところがある。そう

した多数派の見方に対して，高取は神仏隔離という対照的な語彙をもって異議を唱えたことに

なる。高取の神仏隔離論が，一部の神道史研究者のなかで継承，展開されたことは，すでに研

究史上の事実である。

Ⅱ．黒田俊雄との関係

黒田俊雄の顕密体制論は，権門体制論とともに 1970 年代の中世史学の国家論，社会論，宗

教史研究において深刻な影響を与え，中世史の研究者であれば，黒田説に同意しないとしても，

無視はできない議論であった。同時期に網野善彦の中世社会史の研究が現れて，日本中世史学

が，日本史のなかで最も活性化し魅力的な領域に見えた時代があった。このことについては，

すでに多くの人が多くのことを語ってきたところである。当時の若手の研究者にとって黒田説

を上手に批判できれば，学界の最前線に参戦している気分を味わわせてくれる，魅力的なハー

ドルであった。宗教史研究では，顕密体制論は，従来あった鎌倉新仏教論を書き換える意欲を

もっていた。

黒田は，顕密体制論の応用編として独自な神道論を展開し，日本人の神道が太古から変わら

ずにあって，それが今も継続しているという通念をきびしく批判した。黒田の研究は，津田左

右吉の研究をふまえ，神道が歴史的に成立すると考え，その成立を中世後期に置いた。顕密仏

教の世界のなかに組み込まれていた神道が，顕密仏教の解体の過程で自立化したという見取り

図が描かれた。黒田は，つぎのように端的に自説を展開する。

われわれは今日一般に，「神道」という言葉を，仏教やキリスト教などと並ぶ独立の宗教

という意味で用い，また有史以来そういう宗教として「神道」があったとおもいこんでい
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る人も多く，現在は法的・制度的にもそのように扱われている。けれども，明治の「神仏

分離」以前の，少なくとも一千年に及ぶあいだは，“神道”とは顕密仏教を中心とする

(諸々の改革派・異端派も含む) 宗教世界のなかで，その構造的な一部分，本来的には下部の

周縁的部分であったのであり，独自の宗教としての独立性をもたないものであった［黒田

1982］。

黒田の神道論は，顕密仏教の一部分だという顕密体制論を前提にしていた。顕密体制論が，

中世史研究の一角をしめるようになると，黒田の神道論を支持する人も増えていった。高取の

『神道の成立』は，この黒田説を横目にみながら，異なる視角から黒田説に異議申し立てをす

るものであった。しかし二人に共通していたのは，太古の昔から神道があったとする素朴な通

念や，柳田国男や折口信夫の固有信仰論の呪縛を批判して，神道は特定の歴史的な段階で成立

した歴史的な構築物だと認識していた点にある。その点では二人とも歴史学者であり，生来の

神道学者でも民俗学者でもなかった。さらに付け加えれば，政治史的な状況のなかで神道が成

立したと考える点でも，二人の立場はオーバーラップしている。ただし高取は奈良時代末から

平安時代初期に神道の成立の原点を見たのに対して，黒田は中世後期にその原点を見たので

あった。このように見てくると，共通点は多く，とりたてて二人の違いを誇張して取りあげる

必要はないように思われる。実は筆者も，この二人の見解にそれほど径庭があるとは考えてい

ない。それでは，誰が違いを誇張しているのか。当事者の高取と黒田である。彼らは，書いた

もののなかで名指しで批判をしてはいなし，論争をしてはないが，書かれた原稿の裏側で，互

いにいら立ちと対抗心を抱いていたようである。少なくとも高取は，そうであった。おそらく

は，ある程度は黒田もそうであったろう。

彼らは京都大学の日本史学の仲間であって，親しい関係にもあったが，しだいに距離をとっ

たのであった。黒田は，1970 年代以降の日本中世史の分野において，関東の永原慶二となら

び，関西を代表する研究者と目されるようになった。民俗学と日本史学を二足のわらじとして

いた高取は，黒田が語る国家論や社会体制論ではなく，神道論に鋭敏に反応した。黒田も，高

取の論文を読んでいたが，顕密体制論の立場から批判した。

『日本思想大系 中世神道論』の月報において黒田は，「「神道」の語義」という論文を投稿

している。そこで黒田は，古代・中世において本来民族的宗教という意味での「神道」の語は

なく，「神道」とは神の権威，はたらき，地位などをさすものであったという自説を展開して

いる。「神道」は，顕密体制という体系の一部であって，自立した宗教体系などはなかった。

黒田は，つぎのように述べる。

神今食・新嘗祭・大嘗祭など天皇 (「王法」) の年中行事 (「公事」) の一部にある祭祀は，
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古い儀礼を伝え仏教的な作法と習合しなかったことから，民族的宗教が仏教を拒絶しつづ

けて仏教と併存していたかに説明されることがあるが，それは「王法と仏法」の関係さら

に王法の儀礼全体のなかに位置づけてその意義を論ずべきものであろう［黒田 1979］。

引用文の「民族的宗教が仏教を拒絶しつづけて」とあるのは，高取説が念頭に置かれている

とみて間違いはない。さらに黒田は，柳田国男に代表される民俗学も，断固として批判した。

あるいは彼岸や節句の行事などをことごとに「固有信仰」に「還元」して，庶民の信仰に

は民族的宗教が存続していたと結論づける根拠にするのは，明らかに一面的な論の運び方

である［同上］。

この一節は，民俗学全般を批判しているのか，はたまた高取を念頭にしていたのかは不明で

ある。黒田が，神仏隔離論を承認していなかったことは確かなことである。黒田の目には高取

の神仏隔離論は，固有神道論のニューヴァージョンに見えたのかもしれない。

Ⅲ．『神道の成立』を読む

第一章「本来的な世俗的宗教」において高取は，堀が使った「世俗的宗教」という語彙を活

用して，自説を展開している。宗教／世俗という二分法，それを日本宗教史にあてはめること

へのためらいが，高取にはあったようである。宗教のなかにある世俗性，世俗のなかにある宗

教性をみるという視角から，宗教と世俗の間に分割線を引くのではなく，両者が相互浸透して

いく原初的な世界を高取は探ろうとする。

第二章以下では，奈良時代末の称徳天皇による仏教へ傾斜した政治に対して，宮廷貴族は反

発し，仏教を払拭して神�信仰復興に尽力する経緯が描かれ，祭祀制度の整備が伴ったことが

詳しく説明されている。称徳天皇の折に，僧侶が宮中の奥深いところに入って，日本式のうた

げを行なったという記録があるが，高取は，その記録の背後において重大な排仏意識の高揚が

あったことを推定していく。その部分を引用しよう。

自分が生まれ育った地方の言葉を他郷の人，都会の人がまねるといいようのない不快感を

いだく。下手ならばもちろん，うまく特徴をとらえて上手にまねると，特徴的な部分が不

当に誇張されているように聞え，いっそう我慢できなくなる。これは自分が本来的に所属

する特殊世界といえるような，生活文化をひとしくするなんらかの共同体に対する根元的

な帰属意識の発露である。理屈ではどうにもならない感情の世界のことで，客観的にみれ
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ばちょっとした言葉のありかた，手を拍っておじぎをするといった動作であっても，それ

がつまずきとなって現われる波紋は無視できない……もしも朝廷の儀式に参列した外国の

使節たちがすすんで日本風の柏手拝礼をしたとすると，それはことと次第では日本の律令

朝廷の戯画化になりかねない。その外国が日本と対等またはそれ以上とみられ，国際的な

普遍性を背景にしている以上そうならざるをえない。おそらく律令貴族・官人の人たちに

とって，見るにたえない光景になったろう。そして，僧侶たちの集団が宮中奥深く参入し，

日本風のうたげをしたということの意味も，これとおなじではなかっただろうか。身ぶる

いするほどの嫌悪感を抱いた貴族があったとしても，ふしぎではないように思われる［高

取 1979：105-106］。

このような高取の史料解釈をどう評価するか。史料の背後にあるものを読み取ろうとする高

取の豊かな想像力を評価するか，歴史学者が行なうべき史料解釈を逸脱したものとみるか。方

言の模倣への違和感という，言われてみればその通りである高取の洞察ではあるが，それから

古代の宮廷貴族の心意にまで憶測を及ぼすことができるのか。日本史研究者は，ここで高取の

筆致に躓くのではなかろうか。この本の意義を高く評価した古代史研究者である田中聡さえ，

「民俗学の内在的批判者・高取正男」と呼んでおり，日本史研究者とはみてはないことがわか

る［田中 2011 : 49］。

Ⅳ．神仏隔離論の継承

高取説を積極的に展開させた研究者として，神道史の研究者である佐藤眞人，三橋正をあげ

ておきたい。彼らは積極的に高取の神仏隔離論を継承し，平安時代の神�信仰になかで神道が

変容していく経過を史料にそって議論をしていく。二人の研究は，高取より緻密であり，平安

時代に段階的に神道は成立したとみている。佐藤，三橋は，高取と直接の師弟関係はないが，

黒田の顕密体制論に反発し，平安時代に「宗教としての神道」が成立したことを縷々述べる。

佐藤眞人は，「神道が明確な教義体系を持たない儀礼中心の宗教であることは論をまたないが，

黒田がいうように，神道がプリミティブな宗教であり，それゆえに仏教に容易に組み込まれる

べき宗教であったとの理解は正当なものであろうか」と，黒田説への違和感を語っている［佐

藤 2007 : 151］。佐藤は，つぎのように神道の成立と展開を予想している。

神仏隔離は制度的には『貞観式』の段階で確立し，その主眼は天皇祭祀にあったことが認

められる。しかしながら神�令の祭祀体系は大陸諸宗教の影響を受けながらも，宗教とし

ての独自性を意識して形成されたものであり，異質な体系を持つ宗教との融合を排除する
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性格を内包していたと考えられる……平安時代以降は天皇祭祀の狭い領域に限定されるこ

となく，広く貴族社会の制度慣行として定着していき，神国思想と関連しながら仏教との

融合を排除した神�世界の領域を拡げていったのである［同上 167］。

佐藤とともに神道史研究を進めてきた三橋正も，古代における神�を軽視していると黒田説

を批判する。三橋は，細かく段階をもうけて神道の成立をみる。第一に天武天皇朝から『大宝

令』編纂まで，第二に『弘仁式』編纂から『貞観式』編纂まで，第三に摂関期，第四に院政期

以降と，それぞれの段階の特徴が説明されている［三橋 2013］。三橋の研究は段階論にとどま

らず，神道，仏教，陰陽道が平安貴族の日常生活においてどのように使い分けられているかを

論究する。

院政期にはすでに死んだ者に対しても「死後戒名」を与えて出家させる「死後出家」を生

み出した。これが日本仏教特有の「葬式仏教」の誕生である。その起源は平安時代前期に

あり，中期 (摂関期) に信仰習俗化していったのであり，「神道」や陰陽道の形成・展開

と軌を一にしている。すなわち，神�信仰の確立 (「神道」の成立)・陰陽道の成立・仏教

の日本化，そのいずれをとっても，平安時代前期に弘仁・貞観文化が展開する中で方向性

が定まり，その路線に基いて国風文化の形成と並行して習俗化され，現代の日本人にも通

じる信仰として定着したのである。その中で，諸宗教を使い分ける日本的信仰構造が築き

あげられた。換言すれば，諸宗教の棲分けである……これは他国で諸宗教が混在するあり

方とは異なる，日本宗教独特の形態なのである［三橋 2013］。

三橋説は，神仏隔離のみを強調した高取説を修正改善したものであった。平安時代の中後期

に焦点をあてて，神道も成立するが，葬式仏教も成立し，陰陽道も形成されることを三橋は論

じる。諸宗教の棲分けがはじまり，それが日本人の信仰構造だというのである。三橋もまた，

高取にならって神仏習合という現象をできるだけ見ないようにしている。三橋の諸宗教の棲分

け論は，高取の神仏隔離論を継承し，黒田の顕密体制論に対抗する代替案として提示されたと

筆者には思われる。

Ⅴ．宗教学者の書評

『神道の成立』は，幅広い読者を獲得し，のちに平凡社ライブラリーにおさめられた。とこ

ろが刊行後の『史学雑誌』の「回顧と展望」で，この本についての言及がなかったことが，高

取を落胆させることになった。さらに『日本史研究』，『日本歴史』などの日本史学の学術雑誌
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において，書評が出ることはなかった。かわって『宗教研究』，『民族学研究』において好意的

な書評が出された。黒田の神道論は日本史学者にすでに知られており，支持者も多く，高取の

研究は受容する余地は日本史学のなかになかったのかもしれない。あるいは日本史の研究者は，

民俗学と文献史学を融合させた高取の文化史的手法を扱いかねていたのかもしれない。日本史

学者にかわって共感をしめしたのは，若手の宗教学者であった。『神道の成立』が，堀一郎を

経由して古典的な宗教学の概念の道具立てで成り立っていたから，自然ななりゆきであったと

思われる。つぎに二つの書評をとりあげてみる。

『宗教研究』に載った島薗進の書評は，この本の叙述にそって丁寧で目配りの利いた紹介を

行ない，高い評価をあたえつつ，この本の偏りと弱点を的確に突いている［島薗 1979］。それ

は，高取が宗教学的な概念に依拠しすぎて，歴史的な文脈の説明を省略している点を指摘し，

禁忌思想の成立をもって神道の成立の指標としているが，伊勢神宮などの成立，記紀や神�官

の設置，神道教説の成立なども指標にすることもできたのではないかという疑問を呈した。さ

らに隔離が強調されて，習合の面が軽んじられている面を，島薗は指摘した。

『民族学研究』の中牧弘允の書評は，高取の研究の核心部分をとりだして，東アジア世界と

いう広い文脈において再置させようと試みた［中牧 1980］。〈意識的〉〈自覚的〉という用語が，

キーワードであることが指摘される。習俗的な信仰と教団組織の宗教の中間にあるものとして，

意識的に自覚された宗教として神道があったのである。中牧はそれを整理して，〈自然成長的〉

な〈民俗的〉レベルと，〈目的意識的〉な〈意図的〉なレベルを対立的レベルとして想定した

うえで，高取は両者の中間レベルで神道を考えていたと述べる。高取が扱った時代の律令国家

は，国内的に諸氏族を統一して，国際的には隋・唐帝国に服属するという二つの課題を負って

いたことを中牧は注目する。その解決として仏教，儒教が導入されて，それらの影響で神道が

自覚化されたと中牧は論じるが，おそらく高取も賛意できる議論であろう。

高取と島薗・中牧との間で共振するものがあったとしたら，それは何であったか。筆者は，

以下のように考える。1970 年代後半に宗教学のなかで新宗教，民俗宗教の研究が活性化した

時期があった。ここでは創唱宗教と民間信仰との関係が問い直され，櫻井徳太郎，宮田登，宮

家準，島薗進は，民間信仰という概念でなく，民俗宗教という概念を使うように提案した。創

唱宗教と民間信仰という二項対立的な対概念は，新宗教や修験道を研究する際に機能しがたく，

両者の中間領域にあいまいに広がる領野に注目が集まった時期であった。従来使われた概念や

二項対立的思考から零れ落ちるものを掬い上げ，あたらしい研究の枠組みを模索し，切りひら

くことが望まれていた。高取の神道論の試みは，こうした関東で活躍していた宗教学者，民俗

学者の動向に対応していた。前時代の学術世界で使われていた二項対立的な対概念を問い直し，

対概念の中間にある領域へ着目しようとした点で共通点していた。高取が使った「世俗的宗

教」という概念も，宗教と世俗を裁断せずに，両者が相互浸透する微妙なあり方をとらえよう
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としたものであったといえる。高取の試みが，次世代をになう宗教学者に受容された理由は，

このように考えるとわかりやすい。

では，若手の宗教学者に継承されなかった面はなかったのか。高取にとって基本的なキー

ワードであった普遍主義と特殊主義は受け継がれなかった。これらの対概念は，佐藤や三橋も，

また継承はしていなかった。島薗，中牧であれば，外来文化と土着文化という概念は使うであ

ろう。そもそも日本における仏教が普遍主義を代表できるかどうかは相当に怪しいが，高取説

では仏教=普遍主義なのである。このあたりに，堀の影響もあるかもしれないが，高取の思考

の硬直さをみることはできる。

彼がこの対概念を手放さなかったのは，この対概念が批判の原動力であったからであろう。

普遍主義の権化は仏教だけはなく，近代合理主義，マルクス主義歴史学もそうであった。己の

普遍性と優越さを誇る普遍主義の傲慢さこそが，高取の批判の対象でありつづけた。黒田の説

にいら立っていたのは，黒田の背後にあるマルクス主義歴史学の普遍主義に対するいら立ちで

もあった。

Ⅵ．最後のランナー

高取がすぐれた研究者であったのは，日本史や民俗についての造詣の深さでも，柔軟な発想

法でもなく，近代に対する明確なスタンスをもった点にあった。高取は，戦後歴史学のなかに

ナイーブな発展段階説がひそむことを批判的に論じている。

この力 (民俗事象) を近代化にとり残された封建遺制と断定し，西洋社会を手本として近

代化が進展すれば消滅すると考え，根絶できないまでも無力化するし，その必要があるな

どと考えるのも，民俗に対するひとつの思想的立場である。歴史研究者は意識すると否と

にかかわらず，民俗事象に対して一定の見識をもっているということのなかには，この立

場もふくまれている……偏見にみちた進化主義，発展段階説の亡霊は，まだ消滅していな

いように思われる［高取 1982 : 412-413］。

高取は，歴史学のなかに居場所を見つけることはなかったと思われるが，だからといって，

民俗学の世界においても居場所があったとは考えにくい。高取は，民俗調査が近代人の主体の

発見にあると考えた点において，誰とも違う独自な学風を構築していた。日本史学と民俗学の

接点を，高取はつぎのように述べる。

くりかえしになるけれども，民俗は山間僻地に住む老人たちだけが伝承しているのではな
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い。私たちめいめいの身体のなかにも染みついている。標準語に対す方言など，その適例

であろう……衛生的というのと潔癖とは，似ているようで違っている。前者は近代の合理

主義的思惟の結果として指摘されるものであるから，それに反したときは当人が非を認め

て陳謝し，誤りを改めれば解決する。これに対して潔癖とは不潔を厭い，嫌なことは嫌と

いう理性以前の嫌悪感である……前者は表層にある個性的で，創造的，進歩的な生活様式

を支え，後者は深層にある集団的で，模倣的，保守的な生活態度のなかに潜んでいる。こ

の現象は，結局のところ明治中期，前世紀末から今世紀初頭以来の産業革命の結果ひきお

こされた生活意識の大変革という，歴史的事実の反映というほかない。われわれのなかに

共時的 synchronicに存在する上記の層序は，日本近代史の通時的 diachronicな全体像が

圧縮され，内蔵されたものと考えてよい。それゆえ，私たちのなかにあるフォークの原像，

常民性の原存在をもとめて民俗の調査に出ることは，とりもなおさず日本近代史の全体像

を，自己の主体に即して認識することになる。民俗学が日本史研究とかかわる第一歩は，

この点にあるといってよい［同上 426-428］。

歴史の全体像を，自己の主体に即して認識するという言辞には，歴史学の理想が語られてい

るように読むことはできる。その点で高取は，まぎれもなく歴史学者なのである。しかし近代

人は，表層的には合理主義的思惟をもちつつ，深層では集団的，模倣的，保守的な生活態度を

保持し，二重の生活様式を内蔵していると言う時には，歴史学を離れて，高取独自の自己認識

論が展開されている。

高取は，西田直二郎がはじめた文化史学の最後のランナーであった。文化史学は，戦後歴史

学のなかで正式な席を持たずに，民俗学の世界に避難した人が多かった。戦後の歴史学の形成

において，政治経済史が主流になるなかで，文化史学が著しく周辺化したことは疑いえない史

学史上の事実であった。高取は痛いほどそれを感じ，疎外感に悩ませられていた。渾身の力作

『神道の成立』は，若い世代の宗教学者に評価されたが，しかし高取がなによりも望んでいた

のは，歴史学者からの評価であった。

付記 阿満利麿氏より高取からの書状などを見せていただく機会があり，『神道の成立』執筆にいた

る経緯を知ることができました。阿満氏にお礼を申し上げます。
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要 旨

この論文の目的は，高取正男の主著として長く読まれてきた『神道の成立』の歴史的な背景

を記述することである。高取が，この本の青写真を作ろうした時に，堀一郎の論文「日本文化

の潜在意志としての神道」を参照して「神仏隔離」という用語をつくり，「神仏習合」という用

語の使用に対して抵抗しようとした。ここで注目したいのは，高取が，黒田俊雄の顕密体制論

に対して激しい対抗心を持っていた事実である。この本の意味を深く探るには，この事実を無

視することはできない。「神仏隔離」の研究は，平安時代の神道史を専門とする佐藤眞人，三橋

正などの研究者に継承されたが，そこでも黒田の顕密体制論への違和感が共有されていた。

高取は，歴史学からの評価を期待していたと想像されるが，それはかなわなかった。歴史学

の主な雑誌は，『神道の成立』を書評でとりあげることもなかった。その反対に，宗教学，民族

学の雑誌では，島薗進，中牧弘允などの若い研究者によって好意的な書評が書かれることに

なった。そこには高取と若い研究者に間には，共通の課題があったことを指摘できる。それは，

二項対立的な対概念を疑い，それを乗りこえて，二項のあいだにある曖昧な分野を表現しよう

としたことである。それは，一九七〇年代以降の人文学のおける地殻変動につながっていたと，

今から見るとわかってくる。

高取は，西田直二郎がはじめた文化史学の最後の後継者であり，最後のランナーであった。

戦後歴史学は，文化史の領域を冷遇し周辺化したために，文化史学の研究者は民俗学の世界に

緊急避難せざるをえなかった。戦後歴史学から見放された文化史学は，民俗学に仮の住まいを

もとめ，さらに宗教学，民族学にも知己をもつことができた。高取の研究者としての運命は，

戦後の人文学において文化史学の運命の一例として理解すべきであろう。

キーワード：神仏隔離，神仏習合，顕密体制論，世俗的宗教，文化史学

Summary

The purpose of the article is describe the historical background of ʻShinto no seiritsuʼ神道の成

立 which has been read for a long time as Takatori Masaoʼ chief work. When he started to

construct the blueprint of the book, he made his original term ʻShinbutsu kakuriʼ 神仏隔離 to

compete with ʻShinbutsu syūgōʼ神仏習合, owing to Hori Ichirōʼs work. I like to emphasize the fact

that Takatori had extremely self-consciousness toward Kuroda Toshioʼs theory as a rival. If we

want to understand the true motif of this book, we should pay attention to this fact. The studies of

ʻShinbutsu kakuriʼ was succeeded by historians of Shinto who shared feelings against Kurodaʼs

theroy with Takatori.

Although Takatori expected to receive a solid reputation of this book from historians, he could

not succeed. Major journals of Japanese history did not take it in book review corner. On the

contrary, journals of Religious studies and Ethology carried favorable book reviews written by

scholars of new generation. We can point out common understanding between Takatori and

young scholars of Religious studies. They challenged to overcome the dichotomy thought and

made efforts to express ambiguous fields which could not be understood by outdated terms of the

dichotomy.

Keywords : isolation between Shinto and Buddhism, combination between Shinto and Buddhism,

theory of exoteric and esoteric structure, secular religion, history of culture
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