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9 湯浅裕子「聖☆おにいさん・聖書・能から「宗教間対話」と「平和共存」を考える」

「キリスト新聞」2009 年 7 月 18 日号、キリスト新聞社、2009、6 面。 
10 例えば以下のブログでは、『聖☆おにいさん』に関する記事を書いた「キリスト新

聞」の記者と、サイト運営者との意見交換が公開されている。水谷潔「命と性の

日記〜日々是命、日々是性」2009 年 1 月 6 日、「「聖☆おにいさん」キリスト新

聞担当記者からの見解」、2010 年 12 月 30 日アクセス。

[http://blog.chiisana.org/?eid=1028014] 

11 註 8 参照。 
12 ジャンプスクエア「中村光先生 直撃インタビュー 完全版」2008 年 4 月 21 日、「『聖

☆おにいさん』を描いた背景」、2010 年 12 月 30 日アクセス。 

[http://jumpsq.shueisha.co.jp/contents/topic-nakamura/index.html] 
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図 2　中村光『聖☆おにいさん』第 5 巻、講談社（モーニング KC）、2010、P.5。

　 　 　 　

図 3　中村光『聖☆おにいさん』第 1 巻、講談社（モーニング KC）、2008、P.127。
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といった社会現象をも相対化し得る可能性を持っている。

創唱宗教に苦手意識を持ち、自分が無宗教であることを信じて疑わない日

本人は数多い。しかし、そうした日本人が同時に、テレビや雑誌などのメデ

ィアを通してカルトやスピリチュアリズムに感化されてもいる現代、『聖☆お

にいさん』のラディカルな解体作業が持つ意味は決して小さいものではない。

今後も連載の続く『聖☆おにいさん』がどう展開していくのか、現代消費社

会の世相と併せて引き続き注目していきたい。

付記：本稿は、蓮花寺佛教研究所定例研究会（2010 年 9 月 15 日　於・蓮花

寺佛教研究所）における同名の口頭発表を元にしている。貴重な発表

の機会を与えて下さった蓮花寺佛教研究所の皆様、当日貴重な御意見

を賜った共同研究員の皆様に感謝申し上げます。　

図

図 1　手塚治虫『ブッダ』第 6 巻、潮出版社（潮ビジュアル文庫）、1993、P.27。
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う、作者および編集サイドの認識が窺える。国際的な宗教問題を意識しての

発言であろうが、「描かれない」ということが逆に、現実社会の状況をシビア

に反映している。もっとも、イスラム教においてはそもそもアッラーやマホ

メットの姿を描くこと自体が禁じられている。いずれにせよ、本稿で扱って

きたような様々なテーマや、描くことができないというイスラム教との間の

「壁」を含め、『聖☆おにいさん』には現代日本の宗教事情が凝縮されている。

６　『聖☆おにいさん』という問題提起　

現代社会において、カルトやスピリチュアリズムと、マンガ・アニメなど

のサブカルチャーとは、相互に影響を与え合っている部分がある。オウム真

理教などのカルト教団に限らず、新興宗教はマンガ・アニメを布教に利用し

ている。逆に、『20 世紀少年』などはカルト教団を題材にした、純粋なエン

ターテイメント作品としてのマンガである。こうした状況の一方で、『聖☆お

にいさん』は、いわば「パロディ宗教マンガ」として受容され、人気を博し

ている。

本稿の冒頭でも大雑把な分類を試みたように、今日、宗教とマンガとの関

係性は多岐にわたっている。布教の為にエンターテイメントを使うのは、古

くは仏教説話や、地獄絵の内容を説く「絵解き」など、民衆の教化をはかる

寺社の常套手段であった。また、いわゆる室町時代物語の中には、『釈迦の本地』

や『梵天国』等々の本地物が含まれるが、これらも『聖☆おにいさん』でブ

ッダが言うところの「後付け設定」に溢れた布教エンターテイメント作品で

あった。江戸期、仏教が布教の為に怪談を利用し、エクソシストやゴースト

バスターとしての高僧を創り出した例も多い。こうした例に関しては、高田

衛や堤邦彦らの研究に詳しい。現代、マンガ・アニメが布教に用いられるのも、

このような古典的手法の枠組みで捉えることができよう。

しかし、『聖☆おにいさん』は布教の為の宗教マンガではない。さらにパロ

ディ宗教マンガの中でも、現代日本にイエスとブッダを放り込み、神自身の

口に様々なことを語らせて「神話」を解体するという離れ業をやってのけた

点で異質である。『聖☆おにいさん』のラディカルさは、仏教・キリスト教・

イスラム教などの創唱宗教や神道のみならず、カルトやスピリチュアリズム



現代消費社会における「ブッダ」像

207 (14)

ん』にあっては、キリスト教と仏教の世界観をミックスした独自の世界観が

構成されている。そして、漠然とではあるが、キリスト教の創造神が、仏教

の諸尊よりも上位に設定されているように思われる。では、両宗教における「あ

の世」の空間はどのように設定されているのであろうか。

ブッダ：私　けっこう君んちのほう　ちゃんと見たことなくてさ

イエス：あぁ　そうだよね　一応なんとなく天国と極楽　分かれてるも

　　　　のね

ブッダ：そうそう　どっちかっていうと　君が遊びに来てくれてたから

　　　　ウサランドとウサランド SEA くらいの分かれ方だけど……

イエス：それでも　なかなか行き来しないんだよねぇ　（第 6 巻 P.45）

上記の引用で注目すべきは「一応なんとなく天国と極楽　分かれてるもの

ね」の部分であろう。ブッダはここで＜キリスト教における天国＞と＜仏教

における極楽＞を、「ウサランド」と「ウサランド SEA」という遊園地に例え

ている。『聖☆おにいさん』の世界観にあっては、天国と極楽は併存しつつ相

互に交通可能な空間なのである。イエスとブッダが根底の部分で理解し合え

るのは、共通のバックグラウンドを持ち合わせているからなのかもしれない。

だとすれば、マンガとしては微笑ましい世界観であるものの、現実世界にお

ける人間同士の異文化交流、そして宗教間対話との隔たりは大きいと言わざ

るを得ない。中村光は「ジャンプスクエア」のインタビューで、イエスとブ

ッダを主人公に据えた理由に関して次のように述べている。

中村：イエスのお友達になれそうなのが、ブッダかなあと（笑）。

SQ：やっぱ、同格で肩を並べられるのはブッダさんしかないと（笑）。

中村：同じ悩みとか、共有できないと。

SQ：他宗教のお友達もいけそうかなあと。難しいでしょうけどね。

中村：それは…難しいです。編集長もそれはやめてくれと（苦笑）。
12

すでに触れたように、神道の神については作品中でその存在が明示されて

いる。よって、「他宗教のお友達」とは、いわゆる世界三大宗教（キリスト教、

イスラム教、仏教）の内の一つであるイスラム教の神、アッラーあるいは預

言者マホメットを指すものと思われる。おそらくは後者であろう。キリスト教、

仏教はパロディのネタに出来ても、イスラム教に関しては触れられないとい
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において彼らを指す「聖人」という言葉（キリスト教における「聖人」の概

念とは異なる）は、それを端的に表わしている。これを国家神道にスライド

した際の危険性については、いわずもがなであろう。

『聖☆おにいさん』における日本の神は、神社に祀られる存在であることが

明らかなものの、イメージ的には茫漠とした位置を保っており、むしろ立川

の土地神としての役割を果たしていると言える。立川を代表する神社といえ

ば○○神社であろうか、ならば祭神は……といった憶測を働かせることも出

来る。しかし、このテクストにおいてその手の詮索を行っても、あまり生産

的な意味は為さないように思われる。ただし、本作が立川というトポスを有

効に利用していることは確かである。「立川」という、東京でありながら地方

を意識させる舞台設定は、『聖☆おにいさん』のほのぼのムードを軒下から支

えている。作品にリアリティを与える為の取材も為されており、例えばイエ

スとブッダがジョギングの目的地としていた「オニ公園」（第 2 巻 13 話「天

国に一番近い公園」参照）などは立川駅付近に実在している。

作者の中村光は、『聖☆おにいさん』の世界を、我々の住むこの世界によく

似たパラレルワールドとして設定しているようである。以下に、前出「アエラ」

のインタビュー記事を引用する。「2 聖人が降臨したのは、現実に似ているが、

戦争やむごたらしい事件のない「もう一つの現生」なのだという。「そうでな

いと、恐ろしくシリアスなマンガになってしまいますし、だれか特定の人の

味方をすることになりますから」」
11

しかしながら第 9 話「HOLY BIRTHDAY」には、イエスが「戦争がどうし

てなくならないのか考えてる」（第 2 巻 P.8）と発言する場面もあり、完全に

平和な世界観を持っているわけではない。作品世界の構造を見ると、どうや

ら世界の創造主はキリスト教の神（イエスの父）である。キリスト教の創世

神話をネタとして使っていることから、それが推察できる。仏教における全

能の神ブラフマン（梵天）は、手塚『ブッダ』では、ブッダを導く仙人じみ

た老人として描かれていた。

しかし『聖☆おにいさん』における梵天は、スーツ姿でブッダに原稿の催

促をする天界のマンガ編集者になっており、神としてのランクがだいぶ下が

っている。ギャグマンガなのできっちりしたものではないが、『聖☆おにいさ
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なっている。それでも、扱うネタが繊細な問題を孕んでいることには変わり

ない。

「キリスト新聞」に限らず、『聖☆おにいさん』作者へのインタビュー記事は、

作者が 20 代の女性ということを強調しているように思われる。例えば 2009

年の「アエラ」インタビュー記事のタイトルは以下のようなものであった。「異

色のヒット作『聖☆おにいさん』　描いているのはおねえさん」
8

こうした紹介

の仕方には、『聖☆おにいさん』の作風と描き手のギャップを押し出す意図も

あろう。しかし、描き手が若い女性ということをもって、読者のマイナス方

向への反応を防ごうという意図も少なからず含まれているように思われる。

湯浅裕子（恵泉女学園大学恵泉銀座センター講師）は、2009 年に公開講座「聖

☆おにいさん・聖書・能―対話は祝祭」を開き、同講座の紹介を兼ねた記事

として、「キリスト新聞」誌上に「聖☆おにいさん・聖書・能から「宗教間対話」

と「平和共存」を考える」
9

を載せている。「キリスト新聞」はいずれの記事でも、

『聖☆おにいさん』におけるイエスとブッダのやりとりを「宗教間対話」とし

て捉え、肯定的に紹介していることが分かる。ただし、インターネット上では、

主にキリスト教徒の間で『聖☆おにいさん』への賛否が分かれている。
10

いず

れにせよ押さえておくべき点は、本作が一人の作者による＜シミュレーショ

ンとしての宗教間対話＞である、ということであろう。しかも、『聖☆おにい

さん』のイエスとブッダは、現実とは異なる本作独自の世界観（宗教観）を

共有しているのである。以下、その世界観を具体的に分析していきたい。

『聖☆おにいさん』の世界観には独自の設定が含まれているものの、基本的

には現実の日本社会を反映している。つまり、自然宗教としての日本の民間

信仰を下敷きにした上で、神道・仏教・キリスト教が共存しているのである。

そして、直接は描かれないものの、『聖☆おにいさん』では日本の神の存在に

ついても言及される（図 3）。これは、本作の世界観を考える上で、非常に重

要なポイントとなる。

ここで示唆される神道の神が、立川という「地元」を体現した神であり、

読み手にいわゆる神社神道における特定の祭神や、戦前の国家神道を意識さ

せないことにも注意を払っておきたい。キリスト教におけるイエス、仏教に

おけるブッダという存在は、いわば「神」となった人である。『聖☆おにいさん』
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信仰も含まれる。そして、「神道」は自然宗教を基盤として生まれた宗教であ

るが、自然宗教そのものではないとする。さらに阿満は、日本人の多くが、風俗・

習慣となった宗教行為を「年中行事」としてのみ捉え、「宗教」として認識し

ないことを指摘し、それが、多くの日本人をして自らを「無宗教」と標榜し

て不思議に思わせない仕組みであると論じる。「宗教を「創唱宗教」に限定し

すぎて、多くの日本人にとって空気のようになっている「自然宗教」を宗教

と認識することが難しいという状況は、宗教文化を習俗と教義に分けるとい

う奇妙な論理をも生み出しているのである。しかもやっかいなことは、こう

した区別に疑問をいだく人がきわめて少ないということだ」[ 阿満　1996：

25]

『聖☆おにいさん』にも、クリスマス、寺への初詣、神社の祭り等々、「年

中行事」としての宗教行為が度々描かれる。現代日本を舞台にしたマンガに、

季節ネタとしての年中行事が登場するのはよくあることだが、そのこと自体、

クリスマスや初詣などを宗教行事として認識していない、少なからぬ日本人

の意識を反映していると言えよう。『聖☆おにいさん』の場合は、マンガに

よくある年中行事ネタを「宗教行事」として再認識させて笑いをとるという、

逆転現象が仕掛けられているのである。

さて、阿満による「自然宗教」と「創唱宗教」の概念などを踏まえた上で、『聖

☆おにいさん』の宗教観および世界観について考えてみたい。キリスト教系

の「キリスト新聞」（週刊）は 2008 年に、「イエスとブッダが共
ル ー ム・シ ェ ア

同生活？　

聖☆おにいさん　信徒ファンも急増中！―マンガ家・中村光さんに直撃」と

題した記事で、『聖☆おにいさん』作者、中村光へのインタビュー記事を載せ

ている
7

。同記事には「“究極の宗教間対話” ―その原点を探る」という見出し

も付いており、作者の育った環境や宗教観を探りつつ『聖☆おにいさん』を

好意的に紹介している。

『聖☆おにいさん』は、ほのぼのした雰囲気だけを売りにしたマンガでは

ない。宗教をネタにしたきわどいギャグも数多く含まれているのだが、それ

が悪意からでたものではないこと、質の良い風刺であることなどの理由から、

読者を置き去りにするような突き抜けたブラックユーモアの方向には走って

いない。むしろ読者から笑いを引き出し、共犯意識を抱かせるような構造に
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イエス：君の原作４コマを求めて　また三蔵法師が天竺まで大冒険して

　　　　しまったらどうするの……？

ブッダ：ううっ　いたたまれない……!!

　　　　本になってお近くの書店でお求めになれれば　私も『西遊記』　

　　　　で　あんなキャラにされなくてすんだんだ…！

イエス：（気にしてたんだ…）　ああ　なんか君　妙に意地悪だもんね　

（第 6 巻 P.96）

この場面以外にも、イエスとブッダの二人は自分たちの背負わされたキャ

ラ付けに関して、度々言及している。『聖☆おにいさん』の二人は、生身の肉

体を得て語ることで、後世背負い込まされた「伝説」や「神話」（文字通り、「神

話」である）を解体する。その際には、神自らが、行き過ぎた神格化をやん

わり否定したりもする。神自身が、説話の内容を分析するかのように、自身

のイメージ形成の在り方について語り合うのである。『聖☆おにいさん』には、

こうしたラディカルな笑いが内包されている。

ではなぜ、日本人の多くは『聖☆おにいさん』をゆるせるのだろうか。時

と場合によっては「冒瀆」とすら捉えられかねない『聖☆おにいさん』とい

う「試み」が、日本において目立った反発もなく受け入れられ、さらに流行

までしているのはどうしてなのか。『聖☆おにいさん』の内容を分析すること

で、日本人の宗教観の一端を垣間見ることもできるのではなかろうか。ここ

では、阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』における「自然宗教」と「創

唱宗教」の概念を援用しながら [ 阿満　1996]、『聖☆おにいさん』の世界観や、

本作を受容する日本の文化的背景に迫ってみたい。

「創唱宗教」とは、特定の人物が特定の教義を唱えてそれを信じる人たち

がいる宗教のことである。教祖と経典、それに教団の三者によって成り

立っている宗教といいかえてよい。代表的な例は、キリスト教や仏教、

イスラム教であり、いわゆる新興宗教もその類に属する。これに対して「自

然宗教」とは、文字通り、いつ、だれによって始められたかも分からない、

自然発生的な宗教のことであり、「創唱宗教」のような教祖や経典、教団

をもたない。[ 阿満　1996：11]

阿満の定義する自然宗教には、民俗学が対象とするような、いわゆる民間
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は渡らないという、シビアな発言をもしている。これに対してイエスは、仏

教と金銭との関係については「言わない約束」というツッコミをする。

この場面では、ブッダ自身が、ブッダ本来の教えと日本の仏教のシステム

の乖離について言及しているわけであり、ある意味これほど辛辣なブラック

ユーモアもないのだが、そこにはなぜか嫌味が存在しない。『聖☆おにいさん』

のブッダは基本的に、現代日本社会とのギャップに出会った際、怒りではな

く苦悩・困惑・嘆きの心情を抱いているのである。

５　日本人の宗教観　―日本人はなぜ『聖☆おにいさん』をゆるせるのか―

ある意味で『聖☆おにいさん』は、手塚『ブッダ』で描かれたブッダの生

涯の後日譚とも受け取れよう。『聖☆おにいさん』においてブッダが『ブッダ』

を読むことの可笑しみは、そこにもある。偶像化された神は、語らないが故

の聖性を得ると同時に、後世の人間による様々な思惑を背負い込み、次第に

人間離れした性格を帯びていくことになる。例えば『聖☆おにいさん』のブ

ッダはそれを「後付け設定」（第 6 巻 P.4）と呼んでいる。もっとも、正確に

言えばブッダはここで、「天部」の神々による「後付け設定」と発言している。

前出の夏目論文は、荻野真『孔雀王』や武井宏之『仏ゾーン』などをあげ、

格闘マンガのモチーフとして、密教の世界観や視覚的要素が使われているこ

とに言及する。さらに、「若者のゲーム的想像力の情報消費に対応するデータ

ベースとして密教の利用度は高い。ただ、その「面白さ」は「仏教」に限ら

ない。カソリック、道教、各地の土着宗教からも同様の秘教的世界観や階層

的イメージを援用するのがマンガの貪欲さだ。そもそも『西遊記』説話にも

そういう性格が潜在し」[ 夏目　2008：137] と、『西遊記』など、考察の幅

をマンガ以外の説話にまで広げられることを示している。 

実は『聖☆おにいさん』においても、ブッダ自身が『西遊記』でのブッダ

像について否定的な発言をしている場面がある。ブッダは、自らが描くマン

ガの単行本化を梵天に打診された際、「今のように教えが書物になっている

ことすら　私の本意ではないのです」（第 6 巻 P.93）と、初めはそれを拒む。

しかし、イエスとの次のような会話を経て、単行本化の件を了承するに到る

のである。
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な悩み）を抱く様が描かれる。

『聖☆おにいさん』では、イエスが天真爛漫な浪費家として、対照的にブッ

ダが落ち着いた節約家として設定されている。根っからミーハーで浪費体質

のイエスとは異なり、ブッダや弟子のアナンダは堅実な節約家として描かれ

るのである（図 2）。もっとも、イエスほどではないが、稀にブッダも消費社

会における「商品」という物質に執着することがある。そして、ついついお

金を使ってしまい、「落ちこむ」という人間的な側面も度々描かれる。ただし

その場合、炊飯ジャーや石釜オーブンなど家庭的な商品が多く、イエスの直

接的な物欲（仮装グッズやノートパソコンなど）との間には隔たりがある。

当然のことながら、仏典や伝記におけるブッダは、基本的に過去の存在と

して描かれる。しかしながら『聖☆おにいさん』にあっては、ブッダは現代

日本の消費社会に投げ込まれ、現在進行形で悩み続ける存在である。＜現代

消費社会＋ブッダ＞というシミュレーションを行ったところに、『聖☆おにい

さん』のひとつの妙味がある。現代消費社会における「仏教と経済」を対象

に据えたブラックユーモアの一例として、サウナ上がりの二人のやりとりを

引いてみよう。

ブッダ：100 円玉が返ってこないロッカーだったこれ……!!

イエス：……ブッダはこういうことびっくりするくらい落ちこむよね！

　　　　まーまー　おさい銭だったと思えばいいじゃない（ポジティブ

　　　　ポジティブ！）

ブッダ：（ハァ…）そんなイエス……大体　おさい銭箱って……

　　　　おさい銭が本当に私行きだったらこんなことで悲しんでないし 

　　　　（ポソ…）

　イエス：そ……それは言わない約束だろブッダ！　（第 1 巻 P.94）
6

ここでは、一国の王子から一転して無一文の世界に身を投じ、清貧に甘ん

じて修行を続ける「ブッダ」像をベースにし、「小銭に執着するブッダ」とい

う笑いを生みだしている。ブッダを、現代日本の消費社会を生きる読者の等

身大スケールに合わせた場合、修行の為の「清貧」は単なる「節約術」に、

ともすれば「守銭奴」になり下がる可能性を持ち併せているのである。また、

ブッダはここにおいて、寺に設えられた賽銭箱の中身がブッダ自身の手元に
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いる。『聖☆おにいさん』の宗教ネタも、それに近い「蘊蓄」あるいは「教養」

だと言うことができよう。

４　『ブッダ』から『聖☆おにいさん』へ

『ブッダ』を読む「ブッダ」という、禅問答のような難解さを持つ場面が、『聖

☆おにいさん』においてはいとも軽やかに成立する。『聖☆おにいさん』のブ

ッダは、終電を乗り過ごした上にマンガ喫茶で手塚治虫の『ブッダ』を読み、

手塚ファンとなるのである。またその影響から、自らも『悟れ !! アナンダ !!』

というマンガを描き始める。『悟れ !! アナンダ !!』は、天界の聖人向け無料情

報誌「R2000」に連載され、ブッダは一躍、天界の人気漫画家となる。この

設定は、本作の中で継続して扱われることになる。『聖☆おにいさん』のセリ

フには、実在する様々なマンガのタイトルが登場し、また度々それらの作品

を意識した小ネタが挟まれる。中でも手塚作品のパロディは多い。

例えば『聖☆おにいさん』第 42 話「コミックスでおおわらわ」（第 6 巻）で、

ブッダがマンガのネタ出しの為に瞑想し、集中のあまり精神世界にダイブし

てしまう場面は、手塚『ブッダ』第 9 章の一場面をパロディ化している（第

6 巻）。該当の箇所は、ブッダがスジャータの命を救うべく、瞑想の果てにブ

ラフマンと出会い、宇宙の真理を目撃する場面である。手塚『ブッダ』にお

ける該当場面が、ブッダの生涯にかかわる重要な箇所である分、パロディ化

された際の面白さが際立つ結果となっている。もちろん、手塚『ブッダ』を

読んでいない読者でも笑えるようにはなっているのだが、原典を知っている

読者は、より深く楽しめるように作ってある。そういった意味では、『聖☆お

にいさん』における手塚『ブッダ』は、仏教経典や聖書と同じ位置にあると

言えよう。『聖☆おにいさん』は、先行する手塚『ブッダ』を能動的に作品世

界に取り込もうとしている。

ここで、『ブッダ』と『聖☆おにいさん』の相違点を確認しておきたい。端

的に言ってしまえば、『ブッダ』はギャグを含むストーリーマンガである。手

塚『ブッダ』は、ブッダが様々な悩みを越えて成長していく様を描く。一方の『聖

☆おにいさん』は、ストーリー仕立てのギャグマンガである。悟りを開いた

はずのブッダが現代の消費社会に投げ込まれて、人間的な悩み（主に金銭的
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し合わせを行った『手塚治虫のブッダ　救われる言葉』等が出版される現状

からも、そういった傾向は見えてこよう。
5

３　中村光『聖☆おにいさん』の現代

2000 年代に入り、手塚『ブッダ』とは全く違ったブッダ像を描く作品が登

場した。中村光『聖☆おにいさん』は、2007―本稿執筆時現在にかけて、講

談社「週刊モーニング・ツー」に連載されている。ブッダとイエスを現代日

本に住まわせるという設定で、連載当初から話題を呼んだ作品である。

内容は、イエスとブッダが現代日本でルームシェアするというシュールな

ギャグマンガである。第 1 巻カバー裏の紹介文には、次のような文句が載る。

「目覚めた人ブッダ、神の子・イエス。世紀末を無事に越えた二人は、東京・

立川でアパートをシェアし、下界でバカンスを過ごしていた。近所のおばち

ゃんのように細かいお金を気にするブッダ。衝動買いが多いイエス。そんな“最

聖” コンビの立川デイズ」

このマンガでひとつの前提とされているのは、教養としての宗教知識であ

る。青年マンガの読者層が、キリスト教と仏教の知識を全く持ち併せていな

ければ、このマンガのギャグは成立しない。こうした「前提」が成立するこ

との背景には、手塚『ブッダ』を始めとする、一般向け教養書としての仏教・

キリスト教関係書籍の浸透もあろう。ただし、『聖☆おにいさん』は、あまり

深い宗教知識を有していなくても楽しめるように作ってある。

多くの読者は、「ユダ」が裏切りの象徴であることは知っているであろう。

しかし、「ディーバダッタ」の裏切りのエピソードについては知らないかも知

れない。本作は、そうした読者であっても楽しみながら断片的な知識を得ら

れるように作ってある。読みながらトリビアを吸収できるタイプのマンガと

しては、例えば『美味しんぼ』、『ギャラリーフェイク』、『もやしもん』など

の蘊蓄マンガがあげられる。

これらのマンガは、料理や美術や菌類に詳しい人のみを対象にしているわ

けではない。むしろ各マンガを読むまで、それぞれのジャンルに興味を持っ

ていなかった層、あるいは、興味はあるものの、専門書を読んだり、関係す

るあちこちの場所に足を運んだりまではしない層をメインターゲットにして
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にバカになるニャ　そンなら死ぬことも忘れるニャ」と言う。すると、コマ

の隅から顔を出したベレー帽・メガネ・丸鼻の人物が、次のようなセリフを

吐くのである。「ひでエもんだ　こんな伝記なんてないぞ」（第 6 巻 P.27）

また、アッサジの外見は、手塚『三つ目がとおる』の主人公である、額に

バツ印の絆創膏を貼った写楽保介の姿で描かれる。こうした描かれ方をする

にも関わらず、アッサジはいわゆるチョイ役ではない。手塚『ブッダ』にお

いて重要な役割を果たすキャラクターなのである。このような手法も、手塚『ブ

ッダ』を純粋な伝記として受容させない、ひとつの「装置」として機能している。

おそらくアニメ映画化された『ブッダ』においては、原作を純粋な伝記と

して受容させない「装置」として機能していたマンガチックな表現が激減す

ることだろう。映画公開前につき本編未見であり（予告編は視聴済）、また本

稿の主旨からも逸れる為、これ以上の深入りはできないが、マンガからアニ

メへのメディアの変化によって生じる様々な差異については注意が必要であ

る。

手塚『ブッダ』を、前後の文化的な文脈において考える際に忘れてはなら

ないのが、「教養としての仏教」というファクターである。手塚『ブッダ』前

後にも、思想・哲学・歴史知識として仏教を扱った書物は少なくない。ブッ

ダ自体を主人公に据えた作品としては、古くは1922年に刊行されたヘルマン・

ヘッセの小説『シッダールタ』（Siddhartha, Eine indische Dichtung）がある。

手塚『ブッダ』前後の日本における例としては、例えば以下のようなもの

があげられよう。一つは 80 年代以降のひろさちやの著作を中心とする、一般

向け仏教解説書である。もう一つは、千田専寿指導監修『教育まんが　お釈

迦さま』（青山書院、1975）に代表されるような、子供向けの伝記マンガである。

前者は、ひろさちや以外の書き手を含め、80 年代以降も継続して出版され続

けている。後者でとりあげた例は、今も版を重ねるロングセラーである。も

ちろん、それ以外にもブッダを扱った子供向け伝記マンガは数多い。

これらの出版物は、直接的な布教を目的としていない。狭い意味での「宗

教」を越え、学ぶべき教養としてブッダの生涯やその教えを解説する。さらに、

出版から時間の経った現在、手塚『ブッダ』は教養マンガの古典としても受

容されているようだ。手塚『ブッダ』の内容を抜き出し、仏教知識との照ら
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など、宗教者である人間が主人公である。一方、『聖☆おにいさん』はこれら

とは異なり、イエスとブッダという、かつて人間だった「神」が主人公となり、

なおかつ彼らが現代日本の消費社会の中で右往左往する様が描かれる。「神」

化した人間を再度「人間」として描くことで、面白さを生んでいるのである。

これは、特筆すべきオリジナリティであると言えよう。

２　手塚治虫『ブッダ』の時代

手塚治虫『ブッダ』は、1972―1983 にかけて、潮出版社「希望の友」「少

年ワールド」「コミックトム」に連載された。ブッダを実在の人物として扱う「伝

記」的要素の強い作品である。しかし手塚『ブッダ』は、いわゆる「お釈迦さま」

像を踏襲しない。人間としてのブッダが、超越的存在たるブラフマン（梵天）

の導きを受けつつ、悩みながらも修行を経てより高次の存在、いわば超人に

変化していく過程を描く（図 1）。

マンガコラムニストの夏目房之介は、『ブッダ』が釈迦の伝記マンガであり

ながら手塚流にアレンジされていること、また、悟りを開いた後のブッダ像

が魅力に乏しいことをあげる。そして、「入滅したブッダが、ブラフマ神に向

かって＜私の一生かけて説いた話は＜略＞百年たち千年たったあと忘れられ

てしまうのですか !! ＞と問う」場面にこそ、手塚らしさが顕れていると指摘

する。[ 夏目　2008：135]

夏目が指摘するように、手塚『ブッダ』には、ブッダの「伝記」的要素と

相反する、フィクション要素が多く含まれている。例えば手塚『ブッダ』には、

仏典にはないキャラクターやエピソードが数多く登場する。手塚マンガの常

套手段として、作者自身がマンガ内に登場する、他の手塚マンガのキャラク

ターが登場する、シリアスな場面にそぐわないギャグが描かれる、などの特

徴があげられる。

『ブッダ』においてもこの傾向が見られるが、本作におけるマンガチックな

表現は、結果的に、本格的な「伝記」として読者に受容されることを防ぐ役

割を果たしている。例として、以下の二点をとりあげてみる。まずは、作者

である手塚治虫を模した人物が放つセリフを引く。架空の人物「アッサジ」が、

死に怯えるブッダを棒で「ガーン」と殴った後、「毎日こうやってるとしまい
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もうひとつは、マンガ・アニメが、布教目的ではなく「宗教」をテーマと

する場合である。これには、本稿で扱う手塚治虫『ブッダ』（マンガ・2011

アニメ化予定）などが分類される。手塚『ブッダ』は、ブッダの生涯および

仏教をモチーフにしており、布教を目的として描かれたマンガではない。た

だし『ブッダ』は「コミックトム」ほか、創価学会系の潮出版社が出版する

マンガ雑誌に連載されていた。横山光輝『三国志』も同様であり、連載の媒

体選択にさしたる理由はないと考えられるものの、一応記憶されておいてよ

い事柄である。

子供向けの教育マンガから大人向けのエンターテイメント作品に到るまで、

ブッダ＝釈迦を含む、あらゆる高僧の伝記がマンガ化されていると言ってよ

い。それらの中には宗教団体が発信する、広義の布教目的作品もあるが、多

くはいわゆる偉人（科学者、芸術家など）の伝記をマンガ化したものと大差

ない、イデオロギー性の薄いものである。また近年、浦沢直樹『20 世紀少年』

などが架空のカルト教団をモチーフにしており、これも布教目的でなく「宗教」

をテーマとする宗教マンガに分類されよう。

以上のほか、直接「宗教マンガ」には分類できないものの、マンガ・アニ

メが、宗教的なテーマを内包している場合も多い。例えば、大友克宏原作『Ａ

ＫＩＲＡ』、宮崎駿原作『風の谷のナウシカ』、庵野秀明監督『新世紀エヴァ

ンゲリオン』（全てマンガ・アニメどちらでも展開）における終末思想や救世

主的なキャラクター、断片的に引用される宗教モチーフなどに宗教性を認め

る論考は多い。

布教を目的としない宗教マンガの中で見受けられる比較的新しい動きとし

ては、パロディを主眼として宗教を扱う例がある。代表的なものとしては、

岡野玲子『ファンシィダンス』、三宅乱丈『ぶっせん』などをあげることがで

きる。ごく近年のものとしては、神主・住職・牧師の息子達三人の友情を描

くギャグマンガ、絹田村子『読経しちゃうぞ！』およびその続編の『さんす

くみ』
4

がある。

本稿でとりあげる中村光『聖☆おにいさん』もまた、パロディ系の宗教マ

ンガである。しかしながら本作には、今まであげてきたパロディ系の作品と

大きく異なる点がある。『ファンシィダンス』などの作品は、いずれも「僧」
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スタンスを明らかにしておく。筆者の専門とする研究分野は、日本の近世（江

戸）文学、民俗学、比較文化論である。その為、日本の宗教に対してある程

度の知識は持ち併せているものの、それはあくまで研究上のことであって、

特定の宗教に帰属しているわけではない。筆者は、仏教の一宗派（浄土真宗）

に属する一般家庭に生まれたが、仏事以外で特にそれを意識することはない。

高校生の頃、とある必要から友人数名と某神社に通い、神主修行の真似事を

経験させて貰ったこともあるが、それも信仰に根差す理由からではない。

つまり、宗教にまつわる様々な事柄に興味を持ち続けているものの、個人

として特定の信仰を持っているわけではない。程度の差こそあれ、こうした

スタンスの日本人は少なくないものと思われる。『ブッダ』や『聖☆おにいさ

ん』等、宗教的なモチーフを扱ったマンガは、興味関心の対象として「宗教」

を眺めている現代日本人のニーズを掬い取ったものだと言うことができよう。

これらの作品の流行の背景には、特定の宗教団体に帰属する層の少ない、日

本の特殊な宗教事情が反映してもいるのである。

１　宗教とマンガ・アニメとの関係

宗教を題材としたマンガは多く、ときにそれらは「宗教マンガ」と呼ばれる。

宗教マンガの定義は曖昧だが、通常は宗教団体が布教に用いるマンガを指す。

ただし、宗教を題材としたマンガの全てが、宗教団体による布教の為のマン

ガではない。本稿で扱う二種類のマンガも、布教を目的としたものではない。

『現代宗教　2008』
3

は、「メディアが生み出す神々」という特集を組み、宗教

とマンガ・アニメに関する複数の論考を載せている。情報メディアに関する

特集が組まれ、なおかつ複数の論考がマンガ・アニメを扱っていることからも、

現代日本の宗教と、マンガ・アニメをはじめとする情報メディアとの親和性

の高さが窺える。

本稿では「宗教マンガ」の意味を広くとり、宗教をテーマやモチーフとし

て扱ったマンガやアニメ全般を指すこととする。その場合、宗教マンガは主

に次の二種に大別されよう。ひとつ目は、宗教団体が、マンガ・アニメを布

教に用いようとする場合である。例としては、創価学会『劇画人間革命』（マ

ンガ）、幸福の科学『太陽の法』（アニメ）などがあげられる。　
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はじめに　

現代の日本社会における「仏教」は、宗教としての意味と機能を越え、思

想や哲学といった形でも受容されている。こうした仏教観の浸透には、出版

メディアが大きく関わっていると言える。本稿では、日本の出版メディアの

中でも、端倪すべからざる役割を果たしてきたマンガを俎上に上げる。そして、

マンガにおけるブッダ像を分析することで、現代消費社会の日本人が持つ仏

教観、とくに仏教と経済との関わりを浮かび上がらせてみたい。

また、この作業と連動させた形で、仏教および他宗教が現代のマンガにお

いてどのように扱われているのかをも探ってみる。エンターテイメント作品

に表出する宗教をとりあげることにより、現代日本における宗教観の一端を

分析することも可能であると思われる。

対象として扱うのは、次の二作品である。まずは、一般向け宗教マンガと

して知名度の高い手塚治虫『ブッダ』
1

である。『ブッダ』は、1975 年に文春

漫画賞を受賞。2004・2005 年、米アイズナー賞最優秀国際作品部門受賞。

2011 年には全三部作のアニメ映画としても公開予定である。

本稿が『ブッダ』以上に力点を置いて分析するもう一つの作品は、ナンセ

ンスなギャグマンガとしての人気も安定した感のある中村光『聖
セイント

☆おにいさ

ん』
2

である。現在も連載の続く『聖☆おにいさん』は、宝島社「このマンガ

がすごい！ 2009」オトコ編第一位作品であり、2009 年には手塚治虫文化賞

短編賞も受賞している。本稿では手塚治虫『ブッダ』から中村光『聖☆おに

いさん』への情報の連環と変容に着目して、論を進めていくこととしたい。

さて、これから展開する論考の特質上、はじめに筆者の「宗教」に対する

現代消費社会における「ブッダ」像
―手塚治虫『ブッダ』から中村光『聖☆おにいさん』への転生―

今 井 秀 和


