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モロさんの暇つぶし情報 

歴史よもやま話・・・第３弾！ 

宗教について考える・・・仏の豆知識！ 

                                    2003年 10月 諸岡 忠至 
                                                2006年 10月 （一部改定） 

宗教の歴史は人間の歴史でもある・・・！  

宗教は人間生活の中で一体どのような意味を持ち機能を果しているのか…？  

宗教は誰が、いつ、なぜ、どのようにして始めたのか…？ 

また誰がどのような経過をたどって受け継ぎ今日に至ったのか…？  

そして宗教は人間にとって本当に必要なものなのか…？  

日本民族は、今や宗教を失った時代に生きているようだが、本当にこれで良いのだろうか…？ 

こんな素朴な疑問を持ったことが、勉強の出発点でありました。 

 

８年前、持病(糖尿病)の悪化で体調を崩したこともあって 55歳でホンダを退職した。 

その後、気楽にノンビリやっていたら 3年前､糖尿の合併症で心臓(狭心症)をやられて入院した。 

そして５年前､今度は目の視力障害(二重映り)が出て、懸命にリハビリを行い完治するのに４ケ月かかった。

健康にやや自信をなくし、何となく仏心が湧いてきて、チョコチョコそれらしき本(仏教)を買って読んでおり

ました。病のせいか、老いのせいか、それとも 55 歳で引退し、その後何もしていない自分への戒めのせ

いなのか…良く分かりませんが「人間は何のために生きているのか…？」と考える事が度々ありました。 

 

３年前、無事 還暦(1943/2 生まれ)を迎えたので人生の区切りの一環として、この機会に「宗教と人生」に

ついていろいろと勉強を始めていました。 

豊かになった現代社会では、宗教がなくても信仰心を持っていなくても、生きていくうえでは必ずしも困ら

ない世の中になっている。しかし「どう生きるのか」「何のため生きるのか」を考えるとそうはいかない。 

「生きる意味」を見つけることにおいては、現代ほど難しい時代はないように思う。 

いい大学に入ること、いい会社や官庁に就職すること、そして出世していい生活をすること、 

こうした生活に一体何の意味があるのか…このような疑念が、人々の心を覆っているのも事実である。 

生きる意味を感じられない…というニヒリズムが多くの人々の精神を深く蝕んでいるようだ。 

 

一方で若い世代には「閉ざされた自分の世界に生きる」という態度が広がりつつある。 

低年齢化している青少年犯罪や残虐な殺人事件なども、他人との共感の場を失い、生命に対する愛情

を感じられなくなった“魂の孤絶”が根にあるのかも知れない。 

人間が生きる意味を感じられるのは・・・他人との関わり合いにおいてであり、「自分を閉ざす」方向には

何の意味もなく、深まりも広がりもない。 

信仰は特別な人間のすることではない。本当に生きようという意欲から生ずるものであり、最高の人生を

生き抜くために宗教は必要なのかも知れない。「生きる意味」を真剣に求め「より良く生きよう」と決意す

るところに「宗教・・・信仰」が始まるのではないだろうか…！ 

 

お金と教養は持ち合わせていないが、暇な毎日で時間だけはタップリ持っている。 

この際 宗教について一度くらい真面目に考えてみようと思い「世界の宗教～日本の仏教」まで、その歴

史的起源～経緯～基本的な教えなど、手当たり次第に本を購入し読んでみた。 

その内、諸岡家代々の宗派である浄土真宗(真宗大谷派・東本願寺)についても、更に深く知っておきたいと

考え「開祖・親鸞聖人と中興の祖・蓮如上人」の世界を、かなり深いところまで久し振りに本気になって勉

強した。 

これはあくまでも歴史好きな私自身が、宗教を理解するためにその歴史的背景を中心に整理したもので、

難解な宗教の解説版でもなく、皆様方に信仰を勧めている訳では決してありません！ 
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＜主な内容＞ 

 

まえがき                                                             Ｐ０３ 

     ・現在における日本人の宗教感覚！   

１）文明の衝突                                                        Ｐ０４ 

・文明と宗教のかかわり！ 

２）世界の宗教                                                        Ｐ０６ 

    ・世界の四聖人（釈尊・孔子・キリスト・ソクラテス）！  

    ・キリスト教、イスラム教、ロシア正教、ヒンズー教、ユダヤ教、儒教の起源とポイント！ 

３）仏教の開祖・釈尊(ゴータマ・シッダルータ)                                     Ｐ０９ 

・仏教誕生の経緯・釈尊誕生と不況、釈尊の基本的な考え方 

・インド仏教、中国仏教、タイ仏教！ 

４）日本の仏教                                                 Ｐ１３ 

・仏教の伝来から宗派の紹介！ 

・飛鳥時代～平安時代～鎌倉時代～室町時代～江戸時代、～明治時代～昭和まで！ 

５）仏様の位と階級                                              Ｐ２１ 

・仏像とは何か！ 仏像はなぜ造られたのか！ 

・如来・菩薩・天部・明王の役割！ 

６）日本最大の仏教集団・・・浄土真宗（親鸞）                              Ｐ２４ 

   ・親鸞は無名の開祖であった・・・戒律を破り肉食妻帯を認めた仏教改革者！ 

   ・日本最大の仏教集団はなぜ生まれたか・・・第８世・蓮如上人の功績！ 

    ・織田信長との本願寺合戦・・・東西本願寺の分裂！ 

７）梵鐘・仏壇・お墓の知識                                         Ｐ３０ 

   ・梵鐘・仏壇・お墓の豆知識 

・我が諸岡家の先祖は梵鐘を造る鋳物師であった！ 

８）本田宗一郎さんの宗教感                                             Ｐ３５ 

・無神論者だった本田さんの哲学！ 

・ユニークだったお礼の会と本田さんのお墓！ 

９）結び                                                                      Ｐ４１～４２ 

・宗教の有無、地域社会の中のお寺、人生の意味！ 

 

 

最近行われたＮＨＫの世論調査では、宗教を信じる人は 35%、信じない人は 50%、どちらでもない 15%であ

った。これに対して欧米人は、信じているが 95%、信じていないがわずか 5%であったそうだ。 

ところが、あなたは宗教を必要としますか・・・と問うたら、何と 75%の人が『必要だと思う』 と答えている。 

 

日本は戦争に負けてから、日本の歴史や伝統そして日本民族固有の日本神道や日本仏教を幼い時か

らきちんと教えなくなった経緯がある。そのために子供達まで昔のことは関係ない…とかお爺さんやお婆

さんの話は古い…と言って聞かなくなった風潮がある。 

 

日本を良く知っている外国人でさえ日本固有の文化や歴史、そして日本人を素晴らしい人間と認めてい

るにも拘わらず、多くの若者達は自分が日本人であるという自覚や誇りさえも薄らいできたようで、誠に

侘しく、また寂しい現実となっている。 

 

＊無神論・無宗教者で、社葬も許さなかった「本田宗一郎さんの宗教感」について・・・生前の考え方や本

田さん独自の哲学を、私の視点で捉えて記載しました。 
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まえがき 

宗教に馴染みが薄くなった現代社会では、厳しい環境の中を生きぬくための指針を失ったり、いざ不幸

があった時など、どう対応すべきか困っている人が多いのが現実である。 

日本国民は外国人から「信仰心の薄い国民、さらには宗教を持たないあわれな民族…」とまで酷評され

ているが、現在の実態を見るとこうした評価は案外マトを得ている。 

平和ボケした日本で今や国民の宗教心(信仰)は極端に希薄となり、殆どの人は崇高なる神仏への礼拝

作法などまったくお構いなし、都合の良いときだけ好き勝手に神仏頼みする誠に困った民族となった。 

しかし裏返してみれば、日本国民は経済的・精神的にも豊かになって、宗教に頼らなくとも生きていける

ほど平和な国民になったのかも知れない。 

 

私は退職前にホンダで海外部門を担当していたが、海外出張した際、現地のマネージャークラスから 

「MR Morooka 日本の宗教はなんなの？ 仏陀の教えってなに？ 休日は家族でお寺に行くの？」 

としつこく質問され、返答に困ったことが何度もあった。 

欧米では「宗教(信仰)を持っていない人は信頼されない」という風潮が根強くあるようだ。 

かつては篤い信仰心と礼儀正し道徳感を持っていた日本人だが敗戦後の苦境から立ち直り、その後は

飛躍的な経済発展で生活がより豊かになった｡ 反面、心が貧しくなって信仰心はだんだん薄くなり、道

徳感もなくなって誠に不可解で奇妙な感覚と意識を持った不思議な国民となっている。 

 

・最近の若者は、クリスチャンでもないのにチャペルでキリスト様と聖書に誓いをたて結婚している！ 

・キリスト教とは縁もゆかりもないのにチョコレートを贈りクリスマスを祝う！ 

・仏教国でありながら 4月 8日のお釈迦様の誕生日(灌仏会・かんぶつえ)など知らん顔！ 

・若者や信仰心の薄い人ほど、なぜか厄や祟り霊魂、そして迷信だけを信じている！ 

・大安の日に結婚式を挙げ、子種ができると安産祈願、子供が生まれるとお宮参り！ 

・正月は初詣と称して神社で参拝し、家内安全、商売繁盛…などのお願いをする！ 

・そして人様が死んだときだけは、しおらしく仏教信者となり数珠を片手に念仏を唱える！ 

 

さらに、困ったとき、悩んだときだけ「神様、仏様、どうぞお助け下さい！」とわずかな賽銭で多くのお願い

をしながら真剣にお祈りをする。さぞかし神様も仏様もそしてキリスト様も…皆さん首を傾け、呆れておら

れるに違いない。 

それともこうした現象は…ユダヤ教・キリスト教・ロシア正教・イスラム教のような一神教とは異なって、 

寛容と慈悲を旨とする多神教の日本仏教・日本神道で育まれた日本人固有の“しなやかな技の妙！”な

のかも知れない！  

 

我が諸岡家は、代々浄土真宗・大谷派(東本願寺)で、自宅には先祖伝来の古い大きな仏壇(100 年以上前)

がある。幼い時はお寺でお経を習ったりさせられ、仏教は比較的身近な関係にあった｡ しかし私自身そ

れほど深い信仰心もなく、自分の都合の良い時だけお参りする程度の門徒であった。 

リタイヤしてすでに５年経過し、今年２月ようやく還暦を迎えた。私もやがて寿命が尽き、いずれは神の

国(天国)、仏の国(極楽浄土）に召されるのだから、少しは宗教について勉強しておこうと考えるようになり、

暇に任せていろんな本を読んでみた。 

しかし宗教用語は難しいことばかり、中でも仏教の解説はとても難解で頭脳は混乱するばかり！ 

結果は余り良く分からなかったが…良く理解できないのが、宗教かも知れない。 

 

難解な「仏の世界」を、なるべく分かりやすく、やさしい言葉で表現することが、こんなに難しい作業とは

思わなかった。昨年から歴史ある地元神社の“氏子総代”を努め、今年は宗教や仏の道を勉強し、少し

ばかり『神仏』への理解も深まった。そのせいか…現在は、何となく “心安らかな境地”に達して気分的

にも落ち着いた毎日を過している。 

テーマが大きくて多少総花的になりましたが、興味ある部分だけでもご覧ください。 
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１）「文明の衝突」 

退職後(５年前)、アメリカの国際政治学者・サミュエル・ハンチントンが書いて世界のベストセラーとなった

「文明の衝突」なる本を読んだことがあった。 

この本によると…少し前までは、世界はアメリカを中心とする「資本主義国」とソビエト(ロシア)を中心とす

る「社会主義国」に大きく分かれ、その思想の対立が核戦争に繋がるのではないのか…と思われ、この

ことは世界史の大問題ともなっていた。然しこれはベルリンの壁の崩壊でこうした対立は資本主義の一

方的な勝利で終わった。そのかわり現在における世界史の大問題は「文明の衝突」となった。 

 

ハンチントンは世界を「八つの文明」に分類し、その背景には異なった宗教が存在しておりその影響を大

きく受けている…と説いている。 

文明と宗教とは人間社会が存在する限り、切り離しては考えられないようだ。 

 

１）西欧文明（西ヨーロッパ～アメリカ）…ユダヤ教、キリスト教 

２）東欧文明（ロシア～東欧諸国）…ロシア正教 

３）アラブ文明（アラブ諸国）…イスラム教 

４）インド文明（インド）…ヒンズー教 

５）中国文明（中国・韓国・北朝鮮）…儒教(厳密には宗教ではないが…) 

６）日本文明（日本）…仏教 

７）中南米文明（中南米諸国）…先住民宗教 

８）アフリカ文明（アフリカ）…原始宗教 

 

ハンチントンの説では、日本を世界の文明国として単独に認知している。 これは日本民族として大きな

誇りであるが、果たして現在の日本社会は真に仏教国であると胸を張って主張できるだろうか！ 

最近世の中は、米国やロシアでのテロ行為、イスラエルやパレスチナの紛争、アフガニスタンやイラク戦

争など、相変らず宗教が背景にある紛争を繰り返している。 

 

1991 年に起った大国・ソ連の「社会主義体制」の崩壊は、単に自由を認めなかったその政治的体質だけ

ではなく、“宗教さえも認容しなかった”神なき社会主義体制が基本にあったともいわれている。 

海外での紛争は宗教と文明の対立であり、これは人間社会が続く限り永遠に解決されないかも知れな

い。宗教に緩慢な平和国家・日本においては、家庭の崩壊に起因する親殺しや子殺し、そして幼い子供

達の残虐な犯罪…などなど悲惨で不幸な出来事が年中起こっている。 

 

こうしたことは人間社会の“道徳感覚の欠如”によるもので、その要因は信じるべき宗教(信仰)を持って

いないためとも考えられる。人間社会で一番大切なことは道徳であり、道徳がなくなったら人間社会は崩

壊する。そしてこの道徳というものは宗教によってこそ裏づけられているように思った。 

 

世界は「イデオロギーの対立」の時代から「文明の対立」の時代になった。アメリカ、ヨーロッパのキリスト

教を根幹とする西欧文明と一番強く対立しているのはアラブ諸国のイスラム文明と中国の儒教文明であ

る。この問題は、これからの世界を動かす大きな衝突の要因となるかもしれない。 

キリストもマホメットも原点は一神教であるユダヤ教を根幹としている。キリスト教やイスラム教は世界中

に広がっているが、この「一神教」がいまや人類を支配しているような感がある。 

 

ユダヤはかつて強い国であったが、国が滅びてユダヤ人は世界中に放浪する民族となって、一つの神

のもとに統一しようとしてユダヤ教が生まれ一神教となった歴史がある。 

そしてここからキリスト教が誕生し、ロシア正教が分離して、さらにイスラム教が生まれ今日に至っている。

しかし現在はこの異母兄弟というべき一神教が、激しく対立し戦争を繰り返しているのが現実だ。 
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神様は一つではなくたくさんあるという宗教が「多神教」で、世界の民族にはいろいろな神や仏を信じてき

た経緯があり、人類の歴史は多神論であったはずだ。 日本神道も日本仏教も多神教であり、自分の信

じる神や仏も大切だが他人の信じる神や仏も大切に見守るという“寛容の精神”がある。 

 

今回宗教にについていろいろ勉強し、改めて日本仏教はすばらしい宗教だと感じた。 

混迷する時代となった現在、日本仏教も国民に敬われ信頼される宗教を目指して、時代に即応した新た

なる改革を行い、日本人の精神的支柱となって寛容と慈悲を持ったすばらしい人間を育ててほしいと念

願している。 

 

＊一神教…一体の神のみを信仰する宗教形態をさす。ユダヤ教やキリスト教も一神教であるが、イスラム教ほど狂信的 

ものではない。 

 

＊多神教…特定の地域や社会の中で、同時に多くの神的な存在が信じられた宗教形態のことで、仏教や日本神道、ヒン

ズー教などは他宗の存在を認める多神教である。 
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２）世界の宗教 

＜世界の四聖人＞ 

インドで生まれた仏教の開祖・釈尊(紀元前543年没)、中国・儒教の祖・孔子(紀元前479年没)、古代ギリシャ

の大哲学者・ソクラテス(紀元前 399 年没)、そしてイエス・キリスト(西暦 29 年没）は「世界の四聖人」に挙げら

れている。キリストは西暦 29年没だが、その思想の先駆をなすといわれている第二イザヤは紀元前 500

年前の人物なので、今から 2500年前に活躍した四聖人によって人類の精神的基礎が確立された。 

 

農業は西アジアで 12,000年前、東アジアでは 14,00０年前に考案され、それまでの狩猟採集時代から余

剰の富を生み出す農業生産が盛んになった。そして約 5,000 年前頃から都市文明が興ってメソポタミヤ

文明やエジプト文明、中国文明などが生まれた。 

然し一方では生活が豊かになると、人間の心はいやしくなり世の中が乱れて精神的原理を与えようとし

てこのような「四聖人」が誕生したと言われている。 

 

中でも西欧の科学技術文明はギリシャ思想を基礎にして生まれたが、ソクラテスはその科学文明の基

礎となった合理的な考え方を始めた最初の哲学者であった。 

その後ソクラテスの弟子・プラトン、その弟子・アリストテレスによって古代ギリシャ哲学が確立された。 

物質文明が発達してくるとその物質文明を統制する精神的原理が必要となるが、正に歴史の必然性と

も言える偉大なる「四聖人」の出現である。 

 

また文明と宗教とは微妙な関係があるが、仏教・キリスト教・イスラム教は現在「世界の三大宗教」とされ

ている。釈尊(お釈迦様)はキリストが生まれる約 500 年前に誕生し、マホメットはキリストの約 500 年後に

誕生している。 従って人間社会の精神的よりどころでもある宗教は、今から約 1500年～2500年前に確

立された思想が、現代社会でも語り継がれ熟成されながら私達の精神的支柱となって貢献している。 

 

＜世界の三大宗教＞ 

１）仏教      釈尊(お釈迦様)    紀元前  463～543年 日本、中央アジア、タイなど東南アジア諸国 

２）キリスト教  イエス・キリスト     紀元前 4～西暦 29年 アメリカ、イギリス他西欧諸国   

３）イスラム教  マホメット        西 暦  570～632年 エジプト他アラブ諸国 

 

＜世界の主な宗教＞ 

・ユダヤ教         イスラエル 

・ロシア正教        ロシア、ギリシャなど東欧諸国 

・ヒンズー教        インド、ネパール 

・儒教（宗教ではないが…） 中国・韓国・北朝鮮 

・仏教            日本・タイ・ミャンマー・ラオス 

       

＜キリスト教＞ 

イエス・キリストとその教えに基づき、イエスを神の子キリストとして信じた使徒たちの団体が成立した宗

教で、ユダヤ教(エホバ)を母胎とし聖書を経典とする論理的な啓示宗教でイエス・キリストによる救いを説

く。イエスは個人名、キリストはメシア(救世主)を意味するギリシャ語でイエス・キリストと言う呼称はイエス

がキリストであるとの信仰からキリスト教徒が使い始めた。キリスト教はパウロの功績により、古代ギリ

シャ・ローマ帝国に大きな影響を与えて、西欧文明の精神的支柱となって世界中に布教された。 

キリスト教は「旧約聖書」と「新約聖書」があり「カトリック」「プロテスタント」に分かれている。 

・旧約聖書…ユダヤ経の聖典でキリスト教の聖典でもあり三十九の諸文書からなり、それらは律法・予言・諸書と言う三つ

のグループにまとめられている。エジプトから逃れたモーゼやノアの箱舟などの神話が掲載されている。 

・新約聖書…キリスト教の聖典でイエスの伝記四巻、教会の歴史一巻、パウロ他の手紙二十一巻、 

預言書(黙示録)一巻など合計二十七巻ある。いずれも一世紀後半から二世紀初期にギリシャ語で書かれ、
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四世紀末のカルタゴ会議でキリスト教信仰の正典として決定された。 

 

・カトリック…カトリックとは、ギリシャ語で全体的・普遍的の意味。 

ローマ教皇を最高首長とし正統教義を奉じるキリスト教の宗教的・思想的な立場にある。 

 

・プロテスタント…16世紀の宗教改革によって成立したキリスト教の宗派で新教とも言う。 

ルター派とカルパン派とに大別される。  

 

・パウロ… 西暦 10～67年頃、原始キリスト教時代の最大の宣教師。ユダヤ人でギリシャ教養を身につけ、古代ギリシャ・

ローマ帝国にキリスト教の世界性を理論的に説き明かし、福音の世界的普及を実現させキリスト教を最初に

世界へ広めた最大の功労者。   

 

＜イスラム教＞ 

回教又はマホメット教とも言う。７世紀アラビアのマホメット(預言者)がアッラーの神の啓示を受けて説いた

のがコーランで、アッラーの神以外は邪教であると宣言し、またいっさいの偶像信仰も認めないという極

端な一神教の宗教である。イスラムとはアラビア語で al-Islam「平和であること」また「絶対に帰依するこ

と」を意味する。マホメットはキリスト教時代のメッカにて出生し、西暦 632年メディナにて埋葬された。 

 

＊イスラム教・五つの戒律  

１ 信仰告白…アッラーの他に神はなく、マホメットはその使徒である。  

２ 礼拝…一日五回神を拝む。      

３ 喜捨…宥恕と相互扶助及び貧困者への施しをする。  

４ 断食…第 9月ラマダン月は日の出から日没まで飲食を絶つ。  

５ 巡礼…ゆとりのできた者は一生に一度メッカへ巡礼する。  

＊イスラム圏は貧しい国が多いが、人民が餓死した話は聞いたことがない。 なぜなら金持ちが貧しい人に施しをすること

をコーランで義務付けているからだ。 恵まれた人が恵まれていない人を支える…とてもすばらしい教えであり、日本の

金持ちに見習ってもらいたいものだ！  

しかし聖戦の名のもとにテロ行為をいつまでも繰り返す行為はやはり理解できないし、イスラム教以外は邪教とする極

端な一神教の教えは疑問である。 

 

＜ヒンズー経＞ 

インド古来の正統思想であるバラモン教が発展・変貌して現代に至っている宗教の総称。 

８世紀頃、仏教の衰退により民間信仰を取り入れ、新聖典の編集などによって伝統的なバラモン教思想

を受け継ぎ、カースト社会を認めてその様相を一新し再考された宗教諸派をさす。 

ビシュヌ神を最高とするビシュヌ派、シバ神を最高とするシバ派など多くの総派がある。 

＊バラモン教…古代インドにおいて、仏教興隆以前にバラモン階級(司祭)を中心にグェーダ聖典（バラモン教の根本聖

典）に基づいて発達した特定の開祖を持たない宗教で、カースト制度(身分制度)の厳守と祭式万能の民

族宗教。 

 

＊カースト制度…インドで古代より形成された身分制度（四性制度）で四性とは 

(1)ラモン（司祭者）、(2)クシャトリヤ（王侯貴族）、(3)パイシャ（一般庶民）、(4)シュードラ（奴隷） 

アーリア人がガンジス川流域を征服したころに形成された制度。 

 

＜ロシア正教＞ 

東ローマ帝国（コンスタンチ大帝がローマから都をトルコに移した帝国…西暦 330年）の国教としてコンスタンチノー

ブル（現在トルコのイスタンプール）を中心にとして発展した東方正教会は、ロシア正教会として展開された。

東方正教会は 1054 年ローマを中心としたローマ教会と絶縁し、ローマ教皇を承認せず教義及び儀式を

重んじ象徴的・神秘的傾向が強くロシア、ギリシャなど東欧諸国などが多い。 
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＊超大国だったソビエト連邦の崩壊は、宗教さえも認容しなかった神なき社会主義体制によるものであった。  

 

＜ユダヤ教＞ 

ユダヤ人の民族宗教でヤーウェ（エホバとも言う）の神への信仰を基礎とする律法的・儀式的な一神教で、

キリスト教やロシア正教、イスラム教の原点ともなった。 

＊放浪の民族として長い間世界中に散らばっていたユダヤ民族が 1948年に「イスラエル国家」を建設して 55年経過した。

世界の文化や科学技術、そして経済もユダヤ人の貢献なくして語れない。 しかし今尚パレスチナやアラブ諸国と激し

い対立をしているが、中東地域に一日も早く平和な社会が訪れることを祈りたい。 

 

＜儒教…宗教ではないが中国や韓国で広く親しまれている思想＞ 

中国春秋時代の思想家である孔子(紀元前 551～479 年)の教えに基づく政治・倫理の思想で、苟子(235～

298年)や 孟子(289～372年)が良く知られている。 

有名な「論語」は、孔子と門人との言行録・問答を集めたものである。 

儒教は周時代(771～1044 年)に理想的な治世を再現しょうと試みたことから「先王の道の教え」という意味

で「道教」と呼ばれることもあった。 

 

「五経…詩・書・礼・易・春秋」は、漢時代に儒教が国教となった際に採用された経典で、他に考や礼を説い

た「考教」「周礼」などがあり、「四書…大学・中庸・論語・孟子」は南宋の朱子が定めたものである。 

思想としての儒教は漢の滅亡後、一時停滞したが北宋時代(960～1127 年) に新儒教(朱子)として活性

化し、南宋時代の朱子(1130～1200 年)は宋学を「朱子学(理学)」にまとめ、明時代の王陽明(1472～1528 年)

は「陽明学(心学)」を興した。 

＊現在もよく使われている「性善説」は孟子が説いたもので「礼はもともと人々に備わっている…」とし、一方では苟子が

「強いられなければ誰も礼などもたない…」と「性悪説」を唱えている。私自身は孟子の性善説を信じたい。 

 

＊日本でも徳川時代は武家社会を中心に儒教による教育が盛んに行われ朱子学や陽明学が導入された。 明治～大正

～昭和(戦前)にかけて孟子の「忠孝の思想」が教育され、日本神道と結びついて誤った国家主義思想が盛んになり、軍

備増強～領土拡大へと歩み結果は不幸な敗戦を味わうことになった。  
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３）仏教の開祖・釈尊(ゴータマ・シッダルータ) 

釈尊は一般的にはお釈迦様と呼ばれ親しまれているが「釈迦」とは本来ヒマラヤ山麓の小王国・釈迦族

(シャーカヤ族)と呼ばれていた種族の名前であり、従って現在正しくは「釈尊(しゃくそん)」又は「仏陀(ぶった)」と

書いたり読まれたりするのが通例となっている。 

＊釈尊は「釈迦牟尼世尊(しゃか むに せそん)」の略称で牟尼世尊とは聖者の意。 

＊西洋人はブッダ(仏陀…Buddha)と呼んでおり、ブッタとは梵語(サンスクリット)のブッタハの音写で「真理に目覚めた人・

悟りに至ったもの」と言う意味。 

 

＜釈尊の生い立ちと布教＞ 

釈尊はインド北部、ヒマラヤ南麓にある小さな国、釈迦族王家の長男として生まれ大変恵まれた環境に

育ち、いずれはこの国の王様になる身であった。生後７日で母親と死別した事や幼少のころ見た生物世

界の非情な弱肉強食の現実や同じ人間でも差別があることなど深い苦しみを感じ、人は生きること自体

なぜこんなに苦しみ悩むのか…とその答えを求め 29歳の時、王家も妻子も捨て出家した。 

難業苦行の厳しい修行の道に入り、肉体を苦しめるだけの苦行では目的が達成できないことを悟って、

菩提樹の下で思索・瞑想にふけ 35歳の時、突如真理に目覚め成道(じょうどう)して悟りを開いた。 

その後 80歳で亡くなるまで伝道の旅をし、その時の説教が仏教の根本的な教えとなった。 

 

釈尊は、人間の価値は現実の人間の存在と行為によって決まるものであるとし、真理を発見し真理に基

づく正しい生活を確立しょうと考えた。また因果の理法を明確にして物質や自我に対する執着によって生

じる苦悩から自由になる事ができる…と説いた。極端な苦行を避け倫理面を重視した方法で説法したの

でさまざまな階層の人々に受容され、チベットや中央アジア、中国、朝鮮、日本、そしてスリランカ、タイ、

カンボジア、ビルマ、ミャンマー、ラオス、ベトナム、マレーシャ、シンガポール、へと伝わった。 

現在、仏教徒の数は世界で約 3億 3千万人とも言われ、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教に次ぐ 4番

目の規模を持つ宗教となっている。 

＊釈尊が生まれた頃のインドは、たくさんの王国があって互いに争う戦国時代であった。当時はバラモン教(現在のヒンズ

ー教)の勢力が強くカースト制度が支配しており、平等を説く仏教にカースト社会の下層階級の人々は魅力を感じた。 

＊釈尊の入滅後、主な弟子達により 8万 4千ほどあった法門は経・律・論の三蔵に結集されたが、長い間文字に書かれる

こともなく暗誦され伝えられてきた。これらの口伝は紀元前後になってようやく文字(梵語)に書き写されて法典となった。西

遊記に出てくる中国の三蔵法師玄奘(げんじょう・602 年生まれ)とは、この三蔵をよく理解している高僧という意味で名付けら

れ、16 年間インドで勉強し「大般若教」など多数の仏典を漢文に翻訳し中国仏教の黄金時代を築き、やがて朝鮮や日本

へも伝承された。 

 

＜釈尊の基本的な教え＞ 

釈尊の基本的な教えに「生老病死(しょうろうびょうし)」と言う有名な言葉がある。 

人間世界は苦しみに満ちており、自分の力だけではどうする事もできない四つの苦しみがある。 

これは「人生は苦である」ことを悟るための教えと言われている。 

生…生まれる苦しみ！ 

老…年をとる苦しみ！ 

病…病気になる苦しみ！ 

死…死ぬことの苦しみ！ 

 

この世に生あるものは必ず死がやってくる…人生は死がある限り苦ではないか！ 

人生は生きていくこと自体苦しいことであり、老いは避けられず、病気になって、死んでいくことは当たり

前のことであって決して特別なことではない！ 

いろいろの悩みで困ったり、老いることを恥じたり、病にかかって嘆いたり、人が死んで悲しんでばかりお

らず、生きるものにとって当たり前のこれらの現実（生老病死）を素直に認めなさい！ 

さらに苦には…愛別離苦、怨増会苦、求不得苦、五蘊盛苦があって、人生はこのように苦ばかりではな
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いか…と釈尊は説いている。 

俗に言う「四苦八苦」とは・・・生老病死の四苦に下記の四苦を加えたことを言う。 

・愛別離苦(あいべつりく)…・・・愛する人(父母、兄弟、夫婦、子供、友人、知人)と別れる苦しみ！ 

・怨増会苦(おんぞうえく)…・・・怨みのある人や嫌なやつと会わねばならない苦しみ！ 

・求不得苦(ぐふとっく)…・・・・・ほしいものが求めても手に入らない苦しみ！ 

・五蘊盛苦(ごうんじょうく)…・・人間の存在を構成する五つの要素に執着することによって受ける苦しみ！ 

五つの要素とは…体、感覚、知覚、意覚、認識 

 

釈尊の基本的な思想は「四諦(したい)」と言って四つの諦め(あきらめ)を説いた教えが基本となっている。 

＊諦(たい)とは…西洋的な解釈で言う単なる諦めではなく仏教用語では、深い真理を意味し明らかに究める…つまり勇気         

を持って現実を直視すると言う意味である。  

・苦諦(くたい) …人生は苦しみであると悟る！ 

・集諦(じつたい)…煩悩(欲望)が原因(集)となって苦を産んでいることを悟る！  

・滅諦(めったい)…欲望をコントロールし欲望を滅ぼすことを悟る！ 

・道諦(どうたい)…規則(戎)を守り精神を集中(定)させて欲望を滅ぼす方法を悟る！ 

この苦しみから逃れようとするためには、煩悩(欲望)を断ち切らなければならない。 

仏教の道徳的な教えには「八正道」と「六波羅蜜」がある。 

＊八正道(はっしょうどう)…お釈迦様が最初に説法した言葉で苦滅を導く“八つの正しい実践徳目 ” 

・正見(正しい見解) ・正思惟(正しい思い) ・正語(正しい言葉)  ・正業(正しい行い) 

・正命(正しい生活)  ・正精進(正しい努力)  ・正念(正しい記憶)   ・正定(正しい集中力) 

＊六波羅蜜(ろくはらみつ)…菩薩に課せられた六つの実践徳目 

・布施(恵みを施す) ・持戒(道徳的規則を守る) ・忍辱(耐え忍び) 

・精進(努力する)  ・禅定(集中する)     ・智慧(知恵を持つ)   

 

＜お釈迦様の死…涅槃図＞ 

お釈迦様の死のようすを描いた図を「釈迦涅槃図(しゃか ねはんず)」という。 

仏教界では釈迦の涅槃はとても大事なものとして位置付けられている。 

釈迦の死はすべての人間は死ぬ…生きとし生きるものはすべて死ぬ…その死の真理をすべての人に

知らせるために自分も安らかに死につく…と言って静かに浄土の世界に旅たった。 

釈迦涅槃図には弟子や多くの信者と一緒にいろいろな動物も姿をみせて釈迦の死を偲んでいる姿が描

かれている。涅槃図には、この世に生きるすべてのものから敬愛され親しまれた釈迦の人間像がある。 

＊北枕…釈迦が亡くなったとき頭北顔西の姿で死についたため、仏教界では死後は北枕にして安置するようになった。      

      通常、北枕は縁起が悪いといって避ける人がいるが、これは迷信であり北枕で床についても何ら問題ない。 

 

●インド仏教について！ 

釈尊の教えは死後、多くの弟子によって膨大な経典に纏められたが、戒律の解釈を巡って分裂や分派

を繰り返して新しい経典ができ、２世紀末頃に仏教として本格的に体系化された。 

またこの頃、中国や朝鮮・日本やスリランカ・タイなど東南アジアを中心に広く伝来して行った。 

 

＜龍樹(りゅうじゅ・西暦 150～250年)…インド仏教の最大の功労者＞ 

龍樹はインドの哲学僧で新しい仏教（大乗仏教）を開いた仏教改革者である。有名な「般若心経(はんにゃし

んぎょう)」の作者であり、「大乗仏教」を理論的に基礎づけて後生の仏教に深い影響を及ぼした。 

それまでの仏教は人里離れた山の中で、世の中の人に接せず、戒律を守り瞑想し悟りを開く厳しい教え

であった。龍樹は町へ出ていろんな人に接する事も重要と考え空の論理・理想(般若経)を完成させた。 

チベットや中国、韓国そして日本に伝わった仏教はこの「大乗仏教…北伝仏教ともいう」である。 

 

またスリランカや東南アジア地域(タイ・ベトナム・ラオス・マレーシャほか)は、元のままの昔の仏教「小乗仏教

…南伝仏教ともいう」が中心となっている。従って同じ仏教国でも、タイなどは旧仏教(小乗仏教)の教えであり、
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戒律の厳しいこの小乗仏教のお坊さん達は剃髪で厳しい修業をしながら３度の食事はすべて托鉢で行

っている。しかも酒やタバコそして妻帯も許されていないので新仏教(大乗仏教)ともいえる日本の仏教とは

作法などかなり異なっている。 

＊大般若経（だいはんにゃきょう）・・・ 

大乗仏教の基本哲学である「空」の思想について書かれたもので、「空」とは…執着心から解き放たれた自  

由な心の境地をいう。 

＊般若心経(はんにゃ しんぎょう)・・・ 

  仏教のベストセラーとも言われている「般若心経」は、全 600巻もある膨大な経典「大般若経」の真髄をコンパクトに 262

文字に凝縮したお経…極楽浄土へいくための智慧をまとめたお経ともいわれている。 

＊般若心経の教え… 私達は財産や地位などに強く執着して生きている。しかしそれらは永遠のものではなく、必ず変革

し滅っするものだ。そんなはかないものに執着して、それを失うまいともがくところに苦しみの原因がある。そのような執

着を離れ「空」の立場に立ったとき、人は完全な自由を得ることができる。すなわち苦しみから脱却できるはずだ。 

 

＊大乗仏教(だいじょう ぶつきょう)…北伝仏教、在家仏教 

  釈尊が亡くなって 500年ほど後に現れた龍樹は、自分達が始めた新しい仏教は、あらゆる衆生(人々)を乗せて悟りに導

く大きな乗り物（教え）と言って「大乗仏教」と名付けた。また「仏陀」を超越的存在としてとらえ、釈尊は仏陀の化身とし

てこの世に現れた存在とし、釈尊と同じように真理を伝えるため如来・菩薩など多くの仏像が誕生する事になった。 

＊小乗仏教(しょうじょう ぶつきょう)…南伝仏教、出家仏教 

  大乗仏教に対し、それまでの釈尊の弟子達が広めてきた昔の厳しい教えの古い仏教で、小乗仏教では「仏陀」は釈尊

そのもので、仏像も釈迦一尊だけを崇拝し大乗仏教のように如来とか菩薩などの仏像は存在しない。 

また僧侶は釈尊の時代から伝承されている厳しい戒律を守って現在でも厳格な修業を積み、僧侶の食べ物は今でもす

べて托鉢ですましており、民衆は僧侶に食べ物を布施することは当たり前の日常となっている。 

同じ仏教国でも、肉食、妻帯、飲酒、長髪などすべてが自由な日本仏教の僧侶とは大変な違いがある。 

 

＜インド仏教の衰退＞ 

仏教はインドで起こった宗教だが、厳しいカースト社会を是認するヒンズー教が盛んになり、人間の平等

を説く釈尊の教えはインドでは根づかず６世紀頃には次第に衰退していった。 

 

●中国仏教について！ 

中国へ伝来した仏教は、後漢の明帝の頃(西暦６７年)とされているが、その後仏教は優秀な漢訳者によっ

て翻訳され急速に広まり、いろいろな宗派が生まれて朝鮮半島や日本へも伝わった。 

梵語(サンスクリット語)を漢文化した僧侶の一人に西遊記で有名な玄奘・三蔵法師(げんじょう さんぞうほうし)が

いる。また６世紀にインドから中国にきた達磨大師(だるま)を始祖として、座禅を組んで瞑想する禅宗が

生まれ唐から宗時代にかけて臨済宗・曹洞宗の二大宗派が生まれた。 

また隋時代には天台宗・唐時代には真言宗や浄土宗などが生まれ、中国仏教の黄金時代を築いたが７

世紀後半頃から中国仏教も孔子の教えである儒教に押されて急速に衰退した。 

 

儒教・・・漢時代からずっと統治する側の位置(権力者)にあり、中国の伝統的哲学となって知識階級は積

極的に儒教に学び、結果としてインドから輸入され熟成した中国仏教も儒教にその座を奪われて次第に

衰退していった。 

＊玄奘・三蔵法師(げんじょう・さんぞう)… 

  隋時代の 602年生まれで、26歳のとき仏教の真意を得るため国禁を犯してインドに入り、16年間インドで学び帰国後、

多数の仏典を漢文に翻訳した。現在、写経や読経などに使っている「般若心経」は、三蔵法師玄奘がサンスクリット語

の原点から漢訳したもの。また中国～インドへの苦難の旅を詳細に書いたのが「大唐西域記」で、これをもとにつくられ

たのが有名な「西遊記」である。 「西遊記」の中で、たくさんの魔物が出てくるが、この魔物を撃退する切り札が「般若

心経」であったことから厄除けのお経としても信仰されてきた。 

 

 



 

 12 

＊達磨大師(だるま・たいし)… 

  禅宗はインドの達磨によって確立され、弟子の慧可(えか)によって中国全土に広まった。 

  禅は「自由でこだわりのない精神」を目指し悟りの境地にいたるもので「文字を立てず」といって、一切の文字による伝

達を廃した。この達磨大師が中国に渡ったときは 100歳を超えていたといわれている。 

 

＊道教…古代中国では多神教的傾向が強く、自然崇拝・祖霊崇拝・呪術・陰陽説・五行説・易・神仙説などが行われて 

道教に継承されていった歴史がある。道教は後漢末ころ誕生し、南北朝の時代に成熟して独特の神霊観、霊魂感、生

死観を産み唐時代は国教となった。その後、朝鮮や日本、東南アジアへも伝わったが次第に仏教や儒教にその地位を

奪われていった。また陰陽・五行説(日月や十二支)が日本にも入り、迷信や俗信もたくさん導入され、古代中国の「四

神」の考え方も持ち込まれたが高松塚古墳の壁画で有名になった 

青竜…春・東の守護神、朱雀…夏・南の守護神、白虎…秋・西の守護神、玄武…冬・北の守護神が描かれている。 

この考え方は日本国技である相撲の土俵にも四本柱として応用されている。 

 

●タイ仏教について！ 

タイは日本と同じ仏教国で親近感をもつ人も多いが、実は同じ仏教でも基本的には大きく異なっている。 

仏陀の教えはその後、バラモン教全盛のインドで次第に信者を延ばし、入滅から 100 年後、戒律と修行

だけでは人々を救えないと判断した仏教大衆派の運動が起こり、仏教教団は保守正統派と改革進歩派

の２派に分裂した。この改革進歩派がチベットから中国を経て日本に伝来した「大乗仏教（北伝仏教／マハ

ーヤーナ）」である。大衆の救済という大いなる理想を掲げたこの改革進歩派は自らを、「すぐれた乗り物

（大乗」と名乗り、その懐の深さを強調した。 

 

もう一方の保守正統派は、あくまでも仏陀本来の教えにこだわり、厳しい修行と禁欲によって選りすぐら

れた者だけに救済の道が開かれることから“上座部仏教”とも呼ばれるようになった。 

これがアショカ王の時代にインド全土に普及し、セイロン（現スリランカ）にて教義編纂され、ミャンマーを経

てタイに伝来した仏教で、のちに「小乗仏教（南伝仏教／ヒーナヤーナ）」と呼ばれるようになった。 

中国の歴史書やスコータイ王国のラームカムヘン王碑文には、13 世紀末にはすでに広範囲にわたって

上座部仏教（小乗仏教）が浸透していた事実が記されている。 

 

この一派は、俗に「小乗仏教」と呼ばれているが、これは 「大乗に対して劣っている乗り物」という意味

で使われる大乗側からの一方的な蔑称である。つまり、ひとりしか乗ることができないという意味で、そ

の狭量さを軽蔑して呼称しているが、1950年の世界仏教徒会議でこの名称の正式撤廃が決議された.。 

しかし調べていくとこの「ひとり乗り」という言い方が、意外と上座部仏教の本質を表している。 

上座部仏教徒の最終目標は、仏陀の域に達することである。 そして人間を苦しめる艱難辛苦から切り

離され平穏の世界に至るためには、厳しい修行と禁欲で苦悩の根源となっている煩悩や欲望を捨て去

る努力となっている。 

＊タイ国では・・・すべての信徒はゴータマ・シッタールダ（釈尊）の歩んだ道程を行くべきであり、その実践のため、タイ仏

教には 227条の戒律が用意されている。 これは日常生活全般にわたる広範なもので、中でも・・・ 

①性交、② 窃盗、③殺生、④悟りを得たと嘘をつくこと の四戒は、絶対に犯すべからざるものとされている。 

あとの戒律はこれら四戒の拡大解釈のようなものだが、一般の仏教徒（出家していないもの）は、これに⑤禁酒を加えた

五戒を守るべくよう義務づけられている。これだけでも俗人にはむずかしいが、僧侶はすべての戒律を順守しなければな

らない。 このため、真の上座部仏教徒（出家中の者）は婚姻することが許されず、僧侶の姦通の事実には宗教裁判の断

罪をもって償わされる。 上座部仏教には、出家者だけで構成されるサンガと呼ばれる教団組織があり、戒律に違反した

僧はこのサンガを追われる。これは実質的に仏教界からの追放を意味している。 

戒律は絶対であり、守れない者は涅槃に至る道を断たれるのだ。このように厳格な戒律を守り通し、厳しい修行を経たも

のだけに救いのあるのが上座部仏教であり、黙っていても誰かが救ってくれる大乗仏教とは大きな違いがある。 

タイ仏教には、日本と同じ仏教とは言い切れない深さがそこにある。 

従って、タイなど小乗仏教国では、大乗仏教国のように如来や菩薩などの仏像は一切なく、お釈迦様を描いた釈迦像１尊

しか存在していない。 
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４）日本の仏教 

インドから中国に渡り「玄奘・三蔵法師」によって漢文化された仏教は、「聖徳太子」の時代(飛鳥時代)に

日本に伝えられた。当初は貴族階級の学問宗教とされていたが平安時代から鎌倉時代にかけて最澄

(天台宗)、空海(真言宗)、法然(浄土宗)、親鸞(浄土真宗)、日蓮(日蓮宗)、栄西(臨済宗)、道元(曹洞宗)によって一

般大衆にも広がり仏教は日本独特の宗教となって定着した。 

現在、日本仏教の宗派は“13 宗・56 派”あるといわれているが、どうしていろいろな宗派に分かれている

のか…仏教は悟りにいたるための教えといわれているが、それは悟りにいたる時期や手段、そして教え

の中心とする経典のちがいなどが原因のようだ。 

 

＜現在の主な宗派…13宗 56派の概要＞ 

（宗 派）              （開 祖）       （本 山）     （ご本尊）    （寺院数）    （信者数） 

(1)天台宗          最澄( 767年)   延暦寺(滋賀県)     阿弥陀如来    4,300ケ所   1,189,000人    

(2)真言宗          空海( 774年)   金剛峰寺(和歌山)   大日如来     13,000       10,050,000       

(3)浄土宗          法然(1133年)   知恩院(京都府)     阿弥陀如来    8,300        6,505,000  

(4)浄土真宗(本願寺派)  親鸞(1173年)   西本願寺(京都府)   阿弥陀如来   *浄土真宗・三つの合計 

    々  (真宗大谷派)       々        東本願寺(京都府)      々       21,000      12,896,000       

    々  (真宗高田派)       々         専修寺(三重県)        々        

(5)臨済宗（禅宗）      栄西(1141年)    妙心寺(京都府)     釈迦如来     5,700        1,000,000 

(6)曹洞宗（禅宗）      道元(1200年)    永平寺(福井県)     釈迦如来    15,000        1,579,000   

(7)日蓮宗          日蓮(1222年)    久遠寺(山梨県)     大曼荼羅     5,250       3,610,000 

 

他に南都六宗時代(奈良時代にできた宗派)の（8）律宗(鑑真)、（9）華厳宗(良弁)、（10）法宗(道昭)の三宗派

と（11）融通念仏宗(良忍)、（12）時宗(一遍)、（13）黄檗宗(隠元) 

これらは、現在も伝統仏教として・・・13宗派が 56宗派に分かれている。 

 

＜飛鳥時代＞ 

日本へ仏教が伝えられたのは飛鳥時代(欽明天皇・552 年)と言われているが、それ以前からも朝鮮半島か

ら渡来した帰化人の手によって仏教信仰は伝えられていた。 

仏教を受け入れるかどうかを巡って仏教を支持した蘇我氏と日本の神々に固持した物部氏が争ったが、

物部氏が滅んで蘇我氏(崇仏派)が勢力を伸ばし聖徳太子によって仏教の基礎が築かれた。 

飛鳥時代から奈良時代までは「鎮護国家」を目的とした貴族階級の学問仏教としての色が濃かった。 

また日本人の、仏教にもとづく独自の仏教文化が始めて開花したのが六世紀後半から七世紀半ばごろ

までの飛鳥時代である。 

＊法隆寺…飛鳥時代の姿を現代に伝える世界最古の木造建築として広く世界に知られており、日本で最初に世界文化

遺産にも登録された仏教文化の宝庫でもある。用明天皇(聖徳太子の父親)が、自らの病気の回復を願って寺と仏像を建

設することを請願していたが実現しないまま死去された。その後、推古天皇と聖徳太子がその遺言を繋いで、697 年に寺

(斑鳩寺とも呼ばれている)と本尊(薬師如来)を建造されたのが法隆寺である。 法隆寺は搭と金堂を中心とする西院伽藍

と夢殿を中心とする東院伽藍に分けられ６万坪のあり、国宝に指定されている宝物は 190件で 2300点ほどある。 

 

＊薬師寺と平山画伯…天武天皇が後の持統天皇の病気治癒を願って創建されたのが薬師寺(法相宗)で 718 年、平城京

遷都に伴い現在の場所に移転された。数度の火災にあって 1528 年には東搭のみが現存、金堂は 1976 年、西搭は

1981 に再建された。また 1991 年に再建された玄奘三蔵院は、玄奘三蔵法師の頂骨を真身舎利とし、また近代日本画

の巨匠・平山郁夫画伯の壁画(シルクロード)が絵真舎利として描かれた。この壁画は平山画伯が玄奘三蔵法師の歩ま

れたシルクロードを自らの足で体験し 7年の歳月をかけて描き挙げた渾身の大作である。 

 

＊仏教文化…当時の一般的な建物は、茅などの草や板葺きの屋根に掘っ建て柱で、一般の民家は草葺きの粗末な造り

であった。 そうした中で屋根に瓦を敷いて金堂や五重塔や鐘桜、経蔵など、更にはそれらを囲む広大な回廊、近づく
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者を威圧するような巨大な南門・中門。こうした仏教寺院としての大伽藍が続々と建立されたのがこの時代からである。 

瓦を焼く陶芸技術、大道具を揃えるための鋳物技術、白壁を塗る左官技術、大建築を支える礎石技術、写経をするた

めの筆・硯・紙などの文房具技術、壁画などの絵画・工芸美術、僧侶や貴族が着る織物衣料技術、儀式に使う仏具や

楽器用具などの仏像製作技術など、これらの設計からデザイン、測量・強度計算など多種多様の技能と技術は朝鮮の

百済から派遣された各種技術者の指示のもとに行われた。またそれらの新しい技術を巧みに消化しながら、大規模で

本格的な大事業として仏教寺院の建立を成し遂げすばらしい日本文化を構築した。 

 

＜飛鳥時代・・・聖徳太子(574年～622年)＞ 

用命天皇の皇子でもある聖徳太子は推古天皇の摂政となり隋と国交を結び多数の留学生を派遣した。

遣隋使(最初の遣隋使・小野妹子)の派遣により大陸の文化や仏教を摂取し、これらを治世に活かして仏教

興隆に力を入れ法隆寺(607 年建立)や飛鳥寺、四天王寺など多くの寺院を建立した。有名な十七条憲法

にも仏教の精神(和をもって貴しとなす…)を取り入れ、国家としての明確なビジョンを示した。 

聖徳太子は理想国家を初めて造った偉大なる人物であったが、太子が 49 歳で亡くなった後、皇位継承

権を巡って実に悲惨な事件がおき聖徳太子の一族は絶滅することになった。 

＊聖徳太子の長男・山背大兄王子(やましろおおえのおうじ) は、推古天皇の後に皇位に就くことが予想されていたが、聖徳

太子(622 年没)が亡くなった後、蘇我馬子(そがのうまこ)の息子・蘇我蝦子(そがのえみし)の陰謀で皇位継承権を剥奪され、

更に蘇我蝦子の息子・蘇我入鹿(そがのいるか)によって 643 年、山背大兄王子とその一族すべてが斬殺されて、悲運に

も聖徳太子の血筋はここで絶滅した。聖徳太子には 10人の子供がいたが、その一族である老若男女 25人すべてが斬

殺された。一説には蘇我入鹿に追われた一族は、法隆寺で自殺したともいわれているが、聖徳太子の子孫は誠に悲惨

な末路となった。そして推古天皇の没後、舒明天皇(639年)が即位し皇極天皇へと継承された。 

 

＊しかし蘇我入鹿も 2 年後に中大兄王子(なかおおえのおうじ)や中臣鎌足(藤原鎌足)に殺され、孝徳天皇が即位し「大化の

改新(645年)」が始まった。その後斉明天皇(655年)となり、斉明天皇の子であった中大兄王子が即位して天智天皇(668

年)となったが没後、天智天皇の息子と天智天皇の弟が皇位継承権を巡って「壬申の乱」が勃発、弟が勝って天武天皇

(673年)となり「律令制度(681年)」が発布して「日本」という国名もこのときから使われたとされている。 

また日本の歴史書としての古事記や日本書紀の編纂が始まった。その後、持統天皇(690 年)から文武天皇へと継承さ

れ 701年に「大宝律令」が発せられ、政治の仕組みが制度としてようやく整ったのはこの時期である。 

 

＊因みに平城京(奈良)に遷都したのは元明天皇時代(710 年から奈良時代となる)で、古事記が完成したのは 712 年、日

本書紀ができたのは 720年であった。その後聖武天皇が即位即(724年)し奈良の東大寺大仏殿が建立されたのは 752

年、万葉集が編纂されたのは 760年、そして桓武天皇により都が平安京(京都)に遷都されたのは 794年であった。 

 

＊この間、聖徳太子の死後 100 年経過したが、皇位継承の争いが頻繁に起って 15 人の天皇が誕生するという激動の時

期でもあった。天皇が亡くなってから元号が変わる制度になったのは明治維新以降である。 

 

＊大化の改新で名を挙げた中臣鎌足はその功績が認められて、天智天皇（中大兄王子）から由緒ある『藤原』の姓を授

かり藤原鎌足と名を改め大きな権力を持つ様になり、後には藤原時代を築くことになった。 

 

＜奈良時代＞ 

奈良時代に入ると仏教は最盛期を迎え、仏教は国家統治の方法として利用され国家の支配下に置かれ

た。また大化の改新により律令国家、中央集権国家の基礎が築かれて持統天皇時代になると天皇の地

位と政治の安定も得られ、ようやく国家の体制が整のってきた。聖武天皇時代には東大寺(大仏殿)を総

国分寺として全国に国分寺・国分尼寺が建立され、南都六宗(華厳宗・法相宗・律宗・三輪宗・成美宗・倶舎宗)

が勢力を誇り天平文化の時代となった。現在も残っている寺院には東大寺(華厳宗)、薬師寺・興福寺(法

相宗)、唐から鑑真が来日して建立した唐招提寺(律宗)などがある。 

・行基(ぎょうき・668～749年) 

渡来系氏族で河内に生まれる。行基は旅する遊行僧で仏教の民間布教と社会事業に尽力した。 

 仏教を国教にした功労者・聖武天皇が東大寺を造営したとき大憎正に抜擢され大仏建立に尽力した。 
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・鑑真(がんじん・688～763年) 

 中国・揚州の出身で、日本「律宗」の開祖、聖武天皇時代の僧侶育成政策の一環として中国・唐から招

かれた高僧で、数度の渡海に失敗し六度目にようやく成功(67歳)したがこの間に失明した。 

 鑑真和上は、東大寺に戎壇(釈迦の経験した厳しい戒律を授けるための壇)をつくり、正式の僧を認定するた

めの受戒制度を確立した。後に日本に帰化し唐招提寺を建立した。 

＊唐招提寺には 759年に創建された天平時代を代表する建造物で、国宝・金堂などは世界遺産に登録された。 

平成 12年度から 10年の歳月をかけて現在平成の大改修工事が行われている。 

また近代日本画の巨匠・東山魁夷画伯の作品も掲げられている。 

 

＜平安時代＞ 

平安時代は、余りにも仏教と政治が結びつきすぎた奈良の都を否定する一環として桓武天皇の英断に

より京都へ遷都(794年)が行われ、以後約 400年間「平安京」の時代が続いた。 

この遷都は仏教そのものの否定ではなく、仏教信仰の篤かった桓武天皇の正しい仏教のあり方を模索

した上での決断であった。この時代に最澄や空海によって中国の唐から天台宗・真言宗が伝えられ、比

叡山や高野山が開かれて多くの修業僧達の場となって、ようやく日本仏教が開花し始めた。 

 

・天台宗・最澄（伝教大師・767～822年） 

最澄は近江国(滋賀県)の中国系渡来人の末裔で、中国の唐へ留学し天台教数学を学び禅と律の伝授を

受けて帰朝し、円・蜜・禅・戒の四宗を総合する天台法華宗を、奈良仏教に対抗して比叡山に開創(延暦

寺)した。最澄は仏教界のスーパーエリートであり、比叡山は後に各宗の祖師達の大部分が修行する場

となり、日本仏教を形成する母体的存在となった。 

天台宗には、峰々を毎日歩き回る回峰行や長い年月を山に篭る篭山行など極めて厳しい行が現在も伝

わっている。最澄は亡くなった後、朝廷から伝教大師の号が贈られた。 

＊天台宗の仏壇は、中央に本尊である釈迦如来、向かって右側に天台大師、左側に伝教大師(最澄)を祀り、日常の勤行

は、鈴を２回鳴らして朝は「法華経」、夕は「阿弥陀経」をあげる。 

 

＊天海大僧正(1536～1643 年)…江戸時代に徳川家康・秀忠・家光の三大将軍の政治顧問として活躍し、徳川家の菩提

寺となる上野に天台宗・寛永寺を開いた。昔は鬼門(東北の方角)の方向に必ずお寺を建立しているが、上野は江戸城

から見て鬼門の方角であった。最澄が開山した比叡山も、京都・御所からみて鬼門の方角に建てられた。 

 

＊作家だった「今東光」は晩年に源義経で有名となった奥州平泉の「天台宗・中尊寺」の貫首を努めた。「今東光」の弟子

で女性の売れっ子作家であった「瀬戸内晴美（寂聴）」は剃髪して天台宗に帰依し、京都に「寂庵」を創建し天台宗の布

教に努め、女性特有の解りやすい言葉と表現で仏教を解説し多くの本を出版し講演活動も行っている。 

また寂聴は、岩手県にある東北地方で最も古い寺とされている名門「天台寺」の第 73代住職にも就任している。 

 

・真言宗・空海（弘法大師・774～835年） 

通称・弘法大師と呼ばれている真言宗の開祖。空海は讃岐国(香川県)の豪族の家柄で、都で大学に学

んでいたが仏教に傾倒し遣唐使に選ばれて正統真言の秘法を習得し紀伊国・高野山に真言密教の場

（後の金剛峰寺）を開き、都が京都に遷都されたとき桓武天皇に請われて東寺を建立した。真言密教は皇

室とも縁が深く大覚寺(大覚寺派)・仁和寺(御室派)などの門跡寺院が多くありそれぞれ一派を形成している。

真言宗では人間も本来仏であるとし、最も重要な教えは「即身成仏・そくしんじょうぶつ」の教義で、大日如来

と一体化して修行をすればこの身、このままで仏になることができるとしている。 

空海は功績により、桓武天皇から弘法大師の称号が贈られた。弘法も筆の誤り…という諺があるが、空

海は嵯峨天皇、橘逸勢と並ぶ「三筆」といわれるほど筆の達人であった。 

＊本尊は大日如来だが、釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来や観音、文殊、地蔵菩薩などが祀られていることもある。仏壇

は中央に本尊、右側に弘法大師(空海)、左側に不動明王を祀る。 

葬儀では「般若心経」が読まれる。また位牌に戒名を書き入れるときは、戒名の上に梵語の「ア」という字を書き添える。

これは亡き人の霊が悟りの世界に入ることを意味している。 
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＊曼荼羅(まんだら)…サンスクリット語の音写で、仏の最高の本質を得るの意。 

真言密教の曼荼羅は悟りを得た場所のことで道場を意味する。道場には壇を設けて如来や菩薩が集まる所から集合

像を描いたものを曼荼羅と称するようになった。 

 宇宙にはさまざまな仏や菩薩が存在し、中でも大日如来が最高の仏とされている。世界は大日如来の智慧を表わす 

金剛界とすべてを包み込み大日如来の慈悲を表わす胎蔵界によって成り立っている。この世界観を図示したものが 

「金剛界曼荼羅」「胎蔵界曼荼羅」で大日如来を中心に諸仏諸尊が色鮮やかに描かれている。 

 

＊密教…現実に生きている人間が、絶対の存在である大日如来と本質的に異ならないことを知るところに即身成仏が果

されると説く。従って仏との会話をサンスクリット語(真言)で読経する。 

 

＊顕教…密教に対し顕教と言う教えがあるが、これは民衆を教化するために姿を現した釈尊が民衆の性質・能力に応じ

て説きしめた仮の教えをいう。 

 

＊真言宗の本山は、奈良にある牡丹で有名な長谷寺(豊山派)、石楠花の室生寺(室生寺派)や、京都にある桜の名所・醍

醐寺(醍醐派)、和歌山県の根来寺などがある。 

 

＜鎌倉時代＞ 

鎌倉時代になって仏教はようやく一般民衆の信仰を集めるようになった。平安末期頃からの末法思想の

流行は浄土思想を急速に普及し、中でも源信や法然による「念仏」が武士や庶民に広く浸透した。 

その後、親鸞・日蓮・栄西・道元・一編など各宗の開祖が次々と登場し新しい日本独自の仏教文化が誕

生した。鎌倉時代の特徴は現在も栄えている三つの新宗派が誕生したことにある。 

 

浄土教…「南無阿弥陀仏」と念じるだけで極楽浄土へ行ける（浄土宗…法然、浄土真宗…親鸞） 

法華経…「南無妙法連華経」とお題目を唱える法華経の信仰（日蓮宗…日蓮） 

禅 宗…「座禅」を組んで精神統一して釈尊の悟りを受ける（臨済宗…栄西、曹洞宗…道元） 

 

・浄土宗…法然(113２～1212年) 

美作国(岡山県)の豪族の出身、初め比叡山に上がり次に南都に遊学した大変な秀才で、諸宗の奥義を

究めたが満足できず中国の善導大師に学び専修念仏を唱導する浄土宗を開いた。総本山は知恩院。 

浄土宗はひとえに阿弥陀仏の本願を信じ「南無阿弥陀仏」を唱えて、西方の極楽浄土に往生する事を説

き、広く一般大衆、老若男女を問わず勧められたため多くの信者を集めた。 

＊仏壇の本尊は阿弥陀如来の立像、右側に観音菩薩、左側に勢至菩薩を祀る。 

浄土宗の葬儀では、死者は西方極楽浄土へ旅立つと考えられているので、死装束(経帷子、三角頭巾など)を着せて枕

飾り(三具足の他に一膳飯、枕団子、浄水、)を整える。 

 

・浄土真宗…親鸞(1173～1262年) 

京都の下級貴族・名門の日野家の生まれで比叡山で学んだ後、29 歳のとき法然の高弟となり法然の唱

導した浄土門の念仏の教えこそ真実の教えであると考え浄土真宗を開いた。また親鸞は妻帯も仏道を

妨げないことを唱え戒律のない自由な信仰を広め、第 3世・覚如の時代に本願寺派が設立され、第 8 

世・蓮如上人(中興の祖)の功績により日本最大の仏教集団となった。 

その後、豊臣時代末期に浄土真宗・本願寺派(西本願寺)、真宗・大谷派(東本願寺)に分かれ現在に至って

いる。また親鸞を開祖とする浄土真宗は東西本願寺以外に真宗 10 派と言われ、他に真宗・高田派、真

宗・佛光寺派・真宗・興正寺派などがある…詳しくは 26頁からの“親鸞の人間像と教え”を参照ください。 

＊仏壇は阿弥陀如来を祀る場所と考え浄土の世界を表現した金仏壇を備え、位牌や遺影を飾ることはせず本尊の左右

に宗租・親鸞聖人と中興の祖。蓮如上人の御影を祀っている。また戒律のない自由な教えを基本としているため、 

戒名とはいわず法名と呼び、葬儀においても死装束や末期の水、卒塔婆などはいっさい行わない。 
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・日蓮宗…日蓮(1222～1282年) 

「法華経」を中心とする天台宗の教義をさらに純粋な法華経信仰によって受け継ぎ、新しい法華宗を開

いたのが開祖・日蓮である。安房国(千葉県)で漁師の息子として生まれ地元のお寺で奉公した後、比叡

山で修行後、当時流行していた浄土宗に対抗して「念仏信仰」を徹底的に非難し、法華経こそ釈尊の悟

りのすべてと「南無妙法蓮華経」をお題目として高唱し、鎌倉を中心に情熱的な布教活動した。鎌倉幕府

は日蓮こそ邪教であるとして弾圧し伊豆や佐渡へ島流しになった。また斬首寸前まで迫害を受けるなど、

日蓮の生涯は「反逆と革命」の生涯でもあった。北条時宗の時代に「蒙古襲来・元寇の役」を予言したこ

とで一躍名を挙げた。日蓮の入滅後は六老僧によって布教されたが、日蓮の霊廟を守る久遠寺の輪番

制を巡って高弟の日向上人（にこう しょうにん）と日興上人（にっこう しょうにん）が対立し、日興は身延山を退

き日蓮正宗(しょうしゅう)をたてた。この在家集団が近年に生まれた「創価学会」であり、立正佼成会や霊友

会も日蓮の唱えた法華経を信ずる教団の一つである。 

＊仏壇は、中央に釈迦の根本の教えを表わしたとされる「十界曼荼羅」を掲げ、その前に日蓮上人像を祀る。葬儀は霊山

浄土故人を旅立たせる儀式として参列者全員でお題目を一心に唱える。 

 

＊お題目…日蓮によって提唱された言葉で「法華経」の難しい教理はわからなくとも「南無妙法蓮華経」の七字のお題目

を唱える事によって救われると説いた。 

 

・時宗…一編(1239～1289年) 

鎌倉中期に「時宗(じしゅう)」を開祖。九州で修行したあと浄土教を学び、善光寺や熊野で霊験を受け、民

衆に念仏を勧めるため諸国を遊行したため遊行上人とも言われている。浄土真宗に民間信仰を融合さ

せ「踊り念仏」によって念仏信仰の普及につくした。 

＊平常を臨終の「時」とこころえて念仏することで「時宗」の名称をつけた。 

 

・臨済宗…栄西(1141～1215年) 

備中(岡山県)の神官の家に生まれ、19歳のとき比叡山に学んだ後、27歳のとき中国(宋)に渡り天台密 

教を学んで帰国し比叡山に戻った。47 歳のとき再び宋に渡り５年間 禅の修業に励み帰国後、九州地方

を中心に布教活動を行い博多に日本初の禅寺・聖福寺を建立し臨済宗を開いた。また鎌倉の北条政子

の支援を受けて京都に建仁寺を建てた。 

臨済宗の教えは、生まれつき備わっている人間性を座禅によって目覚めさせる教えである。 

栄西は中国から日本へ最初にお茶を導入した人。当初お茶は座禅をするときの覚醒剤のような役割が

あり、また病人の気付け薬としても利用された。 

臨済禅は武士階級に好まれ、茶道や水墨画そして能など中世の文化に大きな影響を与えた。 

江戸期の臨済宗･中興の祖・白隠(はくいん)禅師は、禅問答を日本人向けに再編して大衆化に尽力し、 今

日の臨済宗の基盤を築いた。現在の臨済宗十五派はすべて白隠の法系で占められている。 

代表的なお寺に京都五山(南禅寺・東福寺・建仁寺・相国寺・天竜寺)があり、ほかに大徳寺、方広寺、妙

心寺、円覚寺や石庭で有名な龍安寺、鎌倉の建長寺、 滋賀県の永源寺など多くの禅寺がある。 

＊禅宗では釈尊の悟りの内容は、文字や言葉では伝えることができないとされていた。  

そのため特定の経典は定めないことが原則となっているが、慣習として「金剛般若経」「座禅和讃」が読まれている。 

仏壇は本尊として釈迦牟尼尊、右側に達磨大師を祀り、葬儀では最後に大声で「渇」を与えるのが特徴。 

 

＊一休宗純(1394～1481年)…頓知小僧として子供達に人気のある一休さんは、臨済宗の名門・大徳寺の偉いお坊さんで

あった。一休禅師は幼い頃から大変頭の良かったお坊さんで、自由奔放・豪放磊落でその型破りな性格は庶民からも

大いに親しまれ、一休をモデルとして江戸時代に作られたフィクションが「トンチの一休さん」である。 

一休宗純は後に大徳寺が財政難となったとき大徳寺・第四十七代・住侍に就任した名僧でもある。 

また禅を通じて能楽や茶道の発展にも大きな影響を与え、侘び茶の先駆者で茶人・村田珠光の師匠である。 

 

＊良寛和尚(1758～1831年)…読教も説法もせず、詩や和歌を詠い、書を親しみながら天衣無縫で脱俗的生涯を過した。 

また子供達と手鞠やかくれんぼをしながら旅をしたといわれ、今でも子供達に親しまれているお坊さんである。 
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＊吉川英治の「宮本武蔵」で有名となった沢庵和尚は実在の人物で大徳寺のお坊さんである。徳川将軍家・剣道指南役

の柳生宗矩(柳生新陰流)とは親しい関係にあったが、史実では宮本武蔵との接点はなく吉川英治の創作と思われる。 

 

＊臨済系では、鎌倉時代に発生した普化宗(虚無僧)が広がり、江戸時代には虚無僧が尺八を携え各地を行脚していた。 

 

・曹洞宗…道元(1200～1253年)  

京都の貴族出身で 14 歳のとき比叡山に学びその後、栄西の弟子に師事して禅を学び更に 24 歳のとき

中国・宋に渡って修行し、中国の禅僧・如浄によって悟りを開いて帰朝した。 

道元は否定の人といわれ読教や念仏(浄土宗)、真言宗までを「益なきこと」と否定し、「座禅こそ仏法の正

門」であると主張したため、旧仏教の迫害を受け越前(福井県)に移り永平寺を建立し曹洞宗を開いた。 

道元の教えは極めて厳格で格調が高く臨済禅とは考え方が異なり「只管打座・しかんたざ」と言ってただ座

るだけの厳しい修行を強調した。道元の厳格な教えは現在でも多くの企業が社員研修に導入している。 

＊曹洞宗の仏壇の本尊は釈迦牟尼仏で、本尊の左右には道元禅師と曹洞宗発展の礎を築いた螢山禅師の絵像を祀っ

ている。経典は「大般若心経」「般若心経」が中心となっている。葬儀は仏弟子となる儀式が重視され、髪を落とす剃髪

の儀式、受戒の儀式が行われ、最後に血脈を霊前に供える。血脈とは…仏の教えや戒律が師匠から弟子へ伝えられ

る様を、身体の血脈に例えたもので、釈迦から本人までの系譜書のことをいう。 

 

＊螢山禅師が開いた神奈川県鶴見市にある総持寺も曹洞宗・本山となっている。 

忠臣蔵で有名になった泉岳寺も曹洞宗で浅野家の菩提樹である。 

 

＜室町時代～安土桃山時代＞ 

室町時代になると仏教は確実に勢力を伸ばしたが、鎌倉時代のような革新的な仏教は誕生せず、五山

を中心とした禅僧独特の美術や文学がたくさん生まれた。 

一方では凶作と厳しい年貢の取り立てに反抗した農民による一向宗徒の反乱が全国で起こった。 

また戦国時代には、多くの憎兵を抱えていた比叡山・高野山・本願寺などの大寺院では、織田信長の徹

底した迫害を受けたが、江戸時代には各寺院とも幕府の保護を受けて復興した。 

 

＜江戸時代＞ 

・黄檗宗(おうばくしゅう)… 隠元(いんげん・1592～1673年) 

黄檗宗は鎌倉時代以降に興った唯一の宗派である。隠元は中国の明から招かれた大物禅宗で、京都

郊外の宇治に万福寺を創建、また隠元はインゲン豆を日本に伝えた人として知られている。 

宇治にある本山・万福寺は、竜宮城のような山門が特徴で、日本の各宗寺院とは異なってひときわ明る

く華やかな赤の色彩に満ちた中国風のお寺である。 

 

徳川幕府は政権をとると武士階級の教育には仏教に変わって、中国から伝わった儒教(朱子学)を国教と

するようになり「忠孝の思想」が強く教えられ儒教は徳川政権の基盤となった。 

また幕府は、一向宗による農民一揆を恐れて政治的にも深く関与してきた仏教社会を封じ込める政策を

とり、仏教は主として葬儀中心の役割となった。 

各地にあるお寺では、庶民の戸籍管理(過去帳)や庶民教育(寺小屋)を任せられるようになった。 

庶民はこの寺小屋制度により仏教の教え以外に読み書きや算盤(そろばん)を学んだが、この寺小屋教育

は全国津々浦々まで浸透し、当時の識字率は江戸中期時代にイギリスやフランスを上回るほどの水準

となった。このように江戸時代の教育制度が高かったからこそ、明治になって西洋の学問を導入しても無

難に受け入れられる土壌ができて、明治以後の日本の初等、中等教育の高さは世界一ともなり明治維

新後は大きな発展の原動力ともなった。 

＊忠孝の思想…孔子の弟子である孟子の言葉で「君には忠義、親には孝行」の教え 

 

＜明治時代～大正時代～昭和時代＞ 

江戸幕府が倒れ、王政復古の号令が発せられると、天皇の権威を『神武創業ノ始』にもとづくと称し、日
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本固有の「神」に対する崇敬を強調された政策が、つぎつぎと打ち出されていった。 

そして天皇は『天照大神』という「神」の子孫であるとされた。 

明治新政府は、1868 年（明治元年）3 月、太政官に神祇官が設置され、全国の神社や神職は神祇官に

付属することを布告し、神祇官より出された通達で、 “明治以前の従来の神仏習合の慣習をやめ、神道

と仏教の境をはっきりさせた…” こうして『神仏分離』の政策が、つぎつぎと進められることになった。 

神社から仏教的要素を排除することになり、更に仏教は教育の現場から退き復古思想(日本神道)による

「廃仏毀釈」が実施され、仏教教団の改革刷新を促す契機ともなった。 

また浄土真宗以外の僧侶にも肉食、妻帯、蓄髪などの自由を認める太政官布告は、僧風を一変し在家

化した教団として傾斜していった。 

それまで僧侶の妻帯は親鸞が許した浄土真宗だけであったが、以後は他宗派でも厳格に守られていた

これらの戒律は破棄され、僧侶が肉食し髪を伸ばし結婚することは当たり前の時代となった。 

 

結果としてお寺の世襲制が進み本来の宗教精神も失われ、布教する情熱も薄くなって日本国民の仏教

への関心が一段と希薄になったように思われる。 

また、寺小屋制度もなくなって学校教育がそれに変わったが、子供の頃教えられた仏教教育(道徳)は教

えられなくなって、学校で修身教育(道徳)が行われる事となった。 

教育勅語には修身教育の原理が織り込まれていたが、長い間 日本人の心を養ってきた仏教精神は教

えられなくなり、儒教を変形した忠君愛国の思想と天皇崇拝を中心とした日本神道思想が教育された。 

更に西欧から導入された 19世紀頃の国家主義思想が主流となって仏教は次第に排除されていった。 

＊廃物毀釈…明治初年の仏教排斥運動。新政府が行った神仏分離政策を契機として仏教を排撃し、仏像・仏具など多く

が破戒・売却された。 

 

＊明治神道…明治神宮は明治神道を代表する神社で、明治天皇が祀られており、靖国神社には明治維新以来、国のた 

めに亡くなった戦没者が祀られている。京都の平安神宮も明治時代に建設された神社で、ここには都を奈良から京都

に移した桓武天皇が祀られているが、これは遷都の恩に報いるため建設された。 

＊教育勅語で教えられた孔子の教えの基本は仁（真心）であり「忠孝の思想」を説いたのは孟子で、その教えがゆがめら

れて天皇崇拝に利用されたようだ。 

 

＜昭和の傑僧・訓覇信雄(くるべ・しんゆう)＞ 

2006 年、１０月 29 日（日）、我が郷土・三重県三重郡菰野町において、町制・５０周年記念事業として、

「鈴鹿山麓かもしかマラソン大会」が開催され、全国から約 3,000人がエントリーして話題となった。 

またこの日、ゲストとして、菰野町とゆかりのある人気女優「石田ひかり」さんが、マラソン大会のセレモ

ニーに招待された。 石田ひかりの亭主は・・・ＮＨＫ大阪のディレクター・訓覇圭（くるべ・けい）氏と 2001 年

に結婚し話題となった。この訓覇の祖父が、『昭和の傑僧』といわれた訓覇信雄（くるべ・しんゆう）である。 

訓覇家は代々・金蔵寺（こんぞうじ・・・三重郡菰野町小島）の住職を努めており、田舎の小さなお寺であるが、

祖父・周道は著名な宗学者で、父・是宗は宗議会議員を歴任していた。 
真宗・大谷派（東本願寺）の門首に次ぐナンバーツーである宗務総長に就任した訓覇信雄は、“大谷家に

背く反逆僧”と呼ばれながら、「親鸞に帰れ」と叫んで、真宗大谷派の一大改革を提唱し、「同朋会運動」

を興した傑僧である。訓覇は 1906年(明治 39年)生れで大谷大学卒業、一時、東京の仏教系出版社に勤

めた後、東京佛眼教会の主事となり、田舎の自坊に戻った。その後大谷大学・学監の座に抜擢された後、

内局の教学部長などの要職を歴任した後、内局トップの座である宗務総長に就任した。翌年、明治の仏

教界の偉才・清川満之の改革思想に傾倒し「同朋会運動」をスタートさせた革新的な名僧であった。 

＜明治の偉才…学僧・清沢満之(きよさわまんし)・・・1863～1903年> 

明治仏教界の偉才とうたわれた学僧・清沢は近代真宗の創始者であった。 

清沢満之は、文久 3 年、尾張藩の足軽組頭の家に生まれた秀才であった。14 歳で得度し東本願寺・育英教校に入学、そ

の秀才ぶりが認められ東本願寺から東京大学哲学科に学び、さらに大学院では宗教哲学を専攻した学僧である。 

寺に生まれたわけでもないのに僧侶の道を選んだのは、維新による家庭の窮乏の中で勉学を続けたいという一心だった。

25 歳のとき京都府が東本願寺に運営を委託していた京都尋常小学校の校長に就任、翌年辞職し厳しい禁欲生活に入り、
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「宗教哲学骸骨」を発刊。その後、同志たちと宗門改革を目指し「教界時言」を発行して改革運動を起こしたが、その志は

かなわず本山から追放され僧籍を剥奪された。 

 

その後、「巷々洞」を設け親鸞の歎異抄を深く味わい、ソクラテスの流れを汲むエピクテタス語録などを究明し、絶対他力

の精神主義を提唱して多くの弟子を養成した。1901 年、宗門から許され真宗大学の初代学長に就任したが 2 年後(明治

36 年)、39 歳の若さで亡くなった。清沢の志と思想はその後、影響を受けた弟子や後輩達に伝承され昭和 40 年代になっ

て昭和の傑層といわれた訓覇信雄(くるべ・しんゆう)が中心となって興した「同朋会運動」が起って、清沢が提唱した宗門

改革は約 100年の時を刻んでようやく実を結んだ。 

 

毒舌家で熱血漢だった訓覇信雄…！ 

『徳川 300 年、檀家制度で生活を保障されて、僧侶は腰が抜け、寺は儀礼の執行機関と成り下がった。

単なる儀礼の執行者が本当の宗教家といえるかどうか、家康に騙されて 300年、未だにその影響から脱

する事が出来ない教団、祖師・親鸞に背いた教団、これを一切衆生に対して開かれた教団本来の姿に

戻す。親鸞の門徒だと言っても、寺も門徒も親鸞の教えが何かわからんようになっている。同胞会運動

はこれを自覚させようというのだ。宗門が時代や社会の要請に応える存在になり得るかどうか、今と言う

時代に宗祖の精神を明らかにできるかどうか、すべてはこの運動にかかっている！』 

と熱っぽく語り、名門・大谷家と対立しながら東本願寺の教団改革を成し遂げた。 

 

訓覇は本山の要職について多忙な日々であったが、可能な限り田舎の住職としての役目も果たしてい

た。地元でも、かなりの酒豪で豪放磊落しかも型破りなお坊さんとして数々の武勇伝を残しているが、憎

めない人柄もあって檀家からも親しまれていた傑僧であった。1998年(平成 10年 7月)91歳で天寿を全うし

たが、我が郷土にこのような歴史に残る傑僧がおられたことを誇りとしたい。訓覇の長男・曄雄(てるお)も

大谷大学・学長に就任した名僧で、現在は自坊に戻り金蔵寺住職を努めている。 

 

＜妖怪博士…井上円了(えんりょう・・・1858～1919＞ 

明治～大正時代に活躍した仏教哲学者で現在の東洋大学の創設者でもある。 

新潟県の浄土真宗の寺に生まれ、東京帝国大学哲学科を卒業後、明治 19 年仏教擁護の立場から仏教の問題点を指摘

した。明治になって文明開化の時代となったが、世間では仏教とは直接関係のない様々な風習や作法そして妖怪ばなし

や世俗の誤った迷信がたくさんあって、それらに振り回されている人が大勢いた。また文明開化の時代に適合させるため、

当時全国で語り継がれていた妖怪・迷信を駆逐するため「不思議研究会」を設立し、各地に蔓延していた妖怪ばなしやお

化け・迷信・祟りなどを収集して謎を一つひとつ解いて「妖怪・お化け博士」と呼ばれるようになった。 

明治 20年、哲学の普及を目指して哲学館を設立、後にこの学校は現在の東洋大学となった。 

円了は大正 8年に 61歳で亡くなった。 

 

＊我が諸岡家の座敷には、井上円了自筆の書「進徳」が掲げられている。 

以前からお寺の住職や郷土史家の先生から「この書は貴重な書だから大切にしなさい…」といわれていた。 

その時点では浅学の身で「井上円了」という偉人を良く理解していなかったので、インターネットで調べたら大変な人だと分

かった。過日、本物かどうか確認するためデジカメで写真を撮り E-mail で東洋大学に鑑定を依頼したところ「井上先生の

書に間違いありません…本物の書なので大切に保管して下さい！」との返事が届いた。 

この作品は井上円了晩年の書(大正５年)であり、現在ではかなり古くなって表装がとても傷んでいる。 

せっかく「貴重なお宝」と分かったので、キチンと保管するため表装をし直したいと思ったが、表装代が高額だったためまだ

そのまま座敷に掲げている。年金が貯まったら表装し直し大切に保管したいと考えている。 
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５）仏様の位と階級！ 

釈尊が入滅後、五百年ぐらいは経典が作られることもなく口伝で教えが広まった。これと同様に仏像もま

た 5 百年以上の間、造られることはなかった。仏像が初めて造られたのは紀元 1世紀の終わり頃から 2

世紀の始め頃で、インド西北地区のガンダーラ地方やガンジス河を中心とした中インドのマトゥラー地方

であった。中国にはシルクロードを経て後漢時代にガンダーラ風の仏像が伝えられ、その代表的なもの

が敦煌や雲崗の石仏群や龍門石窟がある。 

またアフガニスタンのバーミャンにある巨大な石窟仏像(55 ﾒｰﾄﾙ)は、紀元 400年頃作成された貴重な遺

蹟であったが、2001年(平成 13年)、タリバンの偶像崇拝殲滅運動により破壊された。 

こうして観念的な教えだけだった大乗仏教は、仏像の出現で現世の祈りを含めたより民衆的な宗教へ変

化し、その信徒の数を増やしていった。その後は、次第に仏像の種類や数を増やして釈尊の姿だけでは

なく、如来、菩薩、明王、天部と多種多様に分化していった。 

 

＜仏像とは何か・・・＞ 

仏の姿を誰にでも分かりやすいように人間の姿で、特に釈尊の姿をモデルに造形したものである。釈尊

は６年間の苦行の後、３５歳のとき悟りを開かれた。そして８０歳で亡くなるまでの４５年間、自ら悟った仏

の教え、すなわち「人間はいかに生きるべきか・・・」について、大衆に説法をし続けた。 

釈尊が亡くなった後、弟子達が師から聞いた教えをまとめたものが「経典」、つまりお経である。そしてお

経を読めない人にも、仏教の真髄が人目で分かるようにと造られたのが「仏像」であると言われている。 

その仏像が表現しているのは、仏教の真髄である『慈悲の心』で、親が子を思うとのと同じく、どこまでも

深くて大きな愛情、どんなに親不孝な子でも決して見放さない徹底した愛情であった。 

 

我々人間をいつも見守り、導いてくれるのが仏像であり、また仏像は「仏の心」を伝え、その造形によっ

て、我々にいろいろなメッセージを送ってくれている。 

従って、仏像と向き合って、自分なりにその仏像から、「仏の声」を聞き取ることが大切な行為である。 

仏像を眺めて「あぁ・・美しいなぁ！」とか「心がやすらいだなぁ・・・！」と感じたら、その人は仏教の真髄に

触れたことになるとも言われている。 

 

＜仏像はなぜ造られたのか・・・＞ 

釈尊が亡くなって約５００年後、インドで釈尊に関わる「仏伝の像」が造られた。さらに紀元１世紀の中ご

ろ、釈尊の法話の中に出てきた「仏たちの像」が造られるようになった。 

当初は釈尊の像を造るなど恐れ多い・・・として、釈尊が立っておられた石を「仏足石（ぶっそくせき）」として

拝んだり、釈尊の徳や法力を抽象的なシンボルとした「輪玉（りんぽう）」などを拝んでいた。 

しかし次第にリアルな姿を造って拝みたいという気持ちが湧き起ってきた。そこで「三十二相八十種好」

に基づいて、釈尊の像を造るようになった。 

 

例えば、釈尊の肌は金色に輝き、全身から光が出ている。髪の毛は紺青色で一本一本が右巻きにカー

ル（螺髪・らはつ）している。こうした身体に関する特徴が三十二、立居振舞の特徴が細かくいえば八十あ

るといわれている。そしてインドで生まれた仏教が中国に伝わり、朝鮮を経て日本へ伝えられたのは、六

世紀中ごろの飛鳥時代である。その後、日本でも多くの仏像が造られてきた。 

仏像とは、「人間の祈りの心が造り、守り続けてきた」と言える。 

 

仏の世界・・・仏の世界には「三つの世界観」があるといわれている。 

それは『蓮華蔵の世界観』、『曼荼羅の世界観』、『如の世界観』があるが、その中で仏像のまつり方の基

本になっているのが蓮華蔵の世界観である。その姿を表現しているのが、東大寺大仏殿の中の、大仏さ

んが座っているおられる台座の連弁に彫られているのが希少な造形例だと言われている。 

まず広大な海があり、そこから海と同じ大きな蓮華が一つ咲き出ている。この蓮華の上にまた海があり、

無数の小蓮華が咲いている。その一つを拡大してみると、蓮華の上は鉄の山に囲まれた海で、その中
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に東西南北に四つの島がある。これを須弥四州といい、私たちは南の島に住んでいるといわれている。 

海の真ん中には七重の金山（七金山）があり、その中心の高い山を須弥山（しゅみせん）という。 

この須弥山を下から、二竜王、夜叉神、四天王、梵天、帝釈天ら三十三天が守護している。 

またこの須弥山の上空に、如来、菩薩、明王らの仏たちがおられ、ここは二十五段階に分かれている。 

 

さらに須弥山の上空には、たくさんの仏たちがおられて飛び回っている。 

こうした小蓮華が無数あるので、仏界には膨大な数の仏さんがいて、その仏界全体を統括している仏が

毘瑠舎那如来（びるしゃなにょらい）だといわれている。 

お寺では仏像を祀っている祭壇を須弥壇（しゅみだん）というが、それは須弥山を表したものである。仏界

には、いろいろの仏がおられるが、大きく分類すると如来、菩薩、明王、天部の四グループに分かる。 

 

●如来(にょらい)……如来とは仏の別称のことで、厳密に仏像というと如来像だけであり､悟りを開いた仏 

の事で、阿弥陀如来、釈迦如来、大日如来、薬師如来などがある。 

如来の姿は髪の毛がカール(天然パーマ)しており体に装飾具を一切つけていない。  

これは装身具で飾ろうとするのはまだ悟りをひらいていない仏様だと言われている。 

＊但し大日如来は例外で頭に王冠をかぶり天衣を着たりして装身具をつけている。 

如来を見分ける方法は指の形(印という)で区別できるようだ。 

 

阿弥陀如来…西方極楽浄土の教主。両手の親指と人差し指でそれぞれ丸をつくっているが三種類ある。この丸をつくっ

た両指を前で組み合わせたものを定印といい阿弥陀様が瞑想している姿を示し、両手を上に挙げている姿は説法し

ている姿、また右手を上に上げ左手を下にさげた姿は来迎印といって、阿弥陀様が往生する人間を極楽浄土にお迎

えする姿を示しており、このような姿の阿弥陀様は浄土宗や浄土真宗の本尊となっている。 

 

釈迦如来…釈尊が仏様になった姿。掌を外にして右手を上げ、左手は掌を外にして前に突き出している。これは与願

施無畏(よがんせむい)という印で右手は「なだめる形…施無畏の印」、左手は「ものを与える形…与願の印」でこのよ

うな手の形をしている仏が釈迦如来で臨済宗、曹洞宗の本尊となっている。 

 

大日如来…真言密教の教主。左手の人差し指をあげて、それを忍術使いのような形をしているが、これは智拳印といっ

て智慧の力で煩悩を廃し悟りを現す形で金剛界の大日如来で、胎蔵界の大日如来は右手の指と左手の指を丸く組

み合わせている(座禅の形)が、これは法界定印(禅定印)といって母胎の中で母親の慈愛によって煩悩を廃し悟るとさ

れる形。大日如来は装身具をつけた唯一の如来で太陽のごとく宇宙の中心の仏様で真言宗の本尊となっている。 

 

薬師如来…病苦を救う仏。両手を前で組んで薬壷を載せている仏で、医薬に権威をもつ仏として拝まれている。 

医学が発達していなかった昔は、身心の病魔駆除としての仏様が必要となり、病気の人を救済するために薬壷を持

った薬師如来をあみ出したと思われる。薬師如来も真言宗の本尊となっている。 

 

●菩薩(ぼさつ)…これから悟りをひらく仏で観音菩薩、弥勒菩薩、地蔵菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、勢至 

菩薩などがあり、如来と異なって人間の姿をして装身具をつけている。大乗仏教は「菩薩の信仰」といわ 

れるほど多数の仏像を造り出し、仏教が複雑化した原因ともいわれている。 

＊三尊仏…仏像にはその両脇に一体ずつ脇侍がついて三尊仏と呼ばれているものが多くある。 

  阿弥陀如来…観音菩薩と勢至菩薩、釈迦如来…文殊菩薩と普賢菩薩、薬師如来…日光菩薩と月光菩薩 

 

＊地蔵菩薩…釈尊が入滅後、次の仏となる弥勒菩薩がこの世に出現するまでの間、衆生の悩みや苦しみを救済する菩

薩のこと。「地蔵和讃」というお経の中に、幼くしてこの世を去った子供が三途の川の川原で、泣いているのを地蔵菩薩が

助ける…ということから幼い子供を失った親があの世でお地蔵様の加護にあやかりたいと生前に子供が使っていた「よだ

れかけ」をお供えしている。 

７月または８月 24日に地蔵盆行事があり子供たちによって香華が捧げられている。 
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●明王(みょうおう)…如来や菩薩を守る仏で不動明王、大威徳明王、軍茶利明王などがある。 

不動明王は大変怖い形相をしているのが特徴でインドや中国では余り信仰されなかったが、日本では外

敵や煩悩を退治する力があり貴族や武士階級から強く崇拝された。 

＊平安時代・朝廷に反旗した関東武士の「平将門の乱」では、高雄・神護寺の不動明王を関東まで帯同して乱を平定した

が、その不動明王は関東に残り「成田不動明王」となって現在に至っている。 

 

●天部(てんぶ)…仏教以前のバラモン教(インド)の神様が仏教の中に入ったもので、四方を守る四天王(多 

聞天、持国天、広目天、増長天)や毘沙門天、帝釈天、梵天、弁天、大黒天、福の神も天部に属する。 

＊上杉謙信が深く崇拝したのが毘沙門天、映画の寅さんシリーズで有名になった東京・柴又には帝釈天がある。 

 

平安時代に空海が建てた京都の東寺には、如来…五体、菩薩…五体、明王…五体、天部…六体が安

置され正に仏様のオンパレードとなっている。 

この仏像群には、世界は如来・菩薩・明王・天部からなっている事を表わしており、これは空海が 1200 年

前に心血を注いでに建立したもので、世界を表現する壮大な演出であったと言われている。 

京都見物の際は、東寺の仏像群をぜひ一度ご覧下さい。 

＊如来や菩薩は「蓮の花」の上に座ったり立ったりしている。蓮の花は泥沼の中で美しく咲いて、汚い環境の中でも努力

すればこのように綺麗で華やかに花が咲き結実(悟道)できる…とし、仏道の修業と成就を説く最良の植物として取上げ

た。悟道した如来は蓮華座に座り一歩手前の菩薩は蓮の花を持って悟りを目指している。 

 

＊七福神…七福神は江戸時代に徳川家康の政治顧問をしていた天海憎正(天台宗)が、七福神信仰を推奨したことに始

まったとされている。天海によると家康は「七つの徳」で天下を制したといっている。 

恵比寿…律儀、弁財天…愛嬌、大黒天…知足、布袋尊…度量、福緑寿…人徳、寿老人…長寿、毘沙門天…威厳、 

 

＜仏教と文化＞ 

インドは知的、中国は行的、日本は情的な民族といわれている。仏教が日本に伝来してから、日本の文

化は仏教と密接な関わりをもって成立し発展してきた。中でも禅宗と日本文化は密接な関係がある。 

特に栄西が開いた臨済宗では能楽・連歌・俳諧さらに建築・庭園・絵画・書道そして茶道・華道に至るま

で禅宗文化として大きな役割を果した。禅との関わりなしには語ることのできないものとして他に、香道・

弓道・柔道にいたるまで「道」のつくものは殆ど何らかの関わりを持っている。 

これらの多くは禅の精神によってその本領が発揮され大成されていった歴史がある。 

今日の日本文化は正しく仏教文化の遺産であり、仏教の発展なくして日本文化の誕生～発展は考えら

れないことである。 

 

＜あの世の世界！＞ 

人類の殆どの宗教は死後に行くあの世の世界を説いている。 

キリスト教…天国 

浄土真宗…浄土の国 

日蓮宗・禅宗…冥土の国 

を説いているが、キリスト教の天国、仏教の極楽浄土(浄土、冥土の世界)など本当にそんな世界があるの

だろうか？ あの世の世界とは…生きている限り確実にやって来る死の運命に耐えられない人間の弱さ

から生まれた幻想かも知れない？  

またあの世を信じる宗教がなかったら文明というものも生まれなかったかも…！ 

すばらしい文明を創造してきた人類の歴史を見る限り、あの世の世界は必要なのかも知れません。 
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６）日本最大の仏教集団・・・浄土真宗・親鸞の人間像！ 

親鸞は貴族の出で、幼少の頃出家したが、比叡山で 20年に及ぶ修行にも満足できず山を降りた。 

その後、聖徳太子を奉安した六角堂(京都)での夢告もあり新たなる教えを求めていた。そして 29 歳のと

き浄土宗の開祖である法然の教えを受けた。しかしその思想は法然の思想をより他力的に徹底し「法然

の教えこそ真の宗教である」との意味から浄土真宗と名付けた。 

鎌倉時代、親鸞によって開かれた浄土真宗がなぜ日本最大の仏教集団まで拡大し発展して行ったのか、

親鸞の崇高な思想やそれを受け継いだ後継者達の功績、本願寺はなぜ東西（西本願寺・東本願寺）に分裂

したのか・・・その浄土真宗の特徴などに視点を充て整理した。 

 

●親鸞は無名の開祖であった！ 

親鸞は 90 歳まで生きたが、生きておられる間は自分で宗派を開く事もなく殆ど無名で過し、京都の片隅

にある弟子のお寺でひっそりと亡くなられた。日本一の大教団である浄土真宗を開いた開祖としては異

例の事である。親鸞は法然の門下でありながら、やることがいつも過激であったため法然が四国へ流罪

になったとき、親鸞も越後へ流され 6年間の流罪生活を送っている。 

親鸞は自分で宗派をつくろうとは思わず『「自分は法然上人が教えたことを語っているに過ぎない…」と

いっているが、法然の仏教と親鸞の仏教とはおのずから大きな違いがあり、親鸞はすべての戒律を捨て

念仏の思想に徹底した。また親鸞は浄土真宗の根本聖典である「教行信証」や「正信偈」を著され、その

お経は現在でも多くの門徒に親しまれ読経されている。 

宗派・本願寺を興したのは親鸞の女系のひ孫である第 3 世・覚如(かくにょ)の時代で、日本一の大教団に

発展させたのは第 8世・蓮如(れんにょ)の時代である。 

 

＜戒律を捨て妻帯を認めた革新的なお坊さん！＞ 

肉食・妻帯は釈迦以来の仏教の厳しい戒律であったが、親鸞はあえて戒律の必要はない…と大英断を

下し、公然と肉食・妻帯に踏み切った最初の坊さんであり仏教界の革命児であった。 

日本の仏教界では明治になって「太政官布告」が出されるまでは、浄土真宗の僧侶以外は妻帯していな 

かったが、この太政官布告により浄土真宗にならって他宗派の殆どのお坊さんたちも妻帯し、酒を飲み 

肉食するようになった。 

＊親鸞以前の坊さんは、表面上は肉食・妻帯をしていなかったようだが、僧侶といえ人間の欲望を捨てられず、殆どの僧

侶は隠れて奥さんを囲み肉食し酒を飲んでいた。 

そのために坊さんの奥様は大黒さま、お酒のことは般若湯(はんにゃとう)…と言う隠語が生まれた。 

また親鸞自身は、多くの宗派・祖師たちのように一宗を開くことも寺を建てようという意思もなく、1262年、

弟子の家でひっそりとその生涯(90歳)を閉じた。 

 

＜第 3世・覚如(かくにょ)＞ 

本願寺は親鸞の死後、関東地域の高弟や有力な高田門徒が、京都の東山大谷の地に親鸞の遺骸を祀

って廟堂(びょうどう)を作ったのが起こりである。最初は親鸞の末娘・覚信尼がその守り役(留守式)を務めて

いたが覚信尼の没後、その子・覚恵が後を継ぎ、更にその子・覚如が継いだ。 

覚如は親鸞の男系の孫・如信を真宗の法脈を受け継いだ本願寺第 2 世とし、この如信から面授口決(師

が弟子に一対一で教えを伝授する)を受けたと主張して本願寺第３世・覚如となった。 

そして親鸞の廟堂を本願寺と称し同寺を中心とした教団の形成をはかり、これが本願寺教団の本格的

なスタートとなった。 

＊親鸞には善鸞という息子がいたが、関東で親鸞の教えに背いて異端教義を流布したため親鸞は義絶状を送り絶縁した。

この覚如以来、教団の教えがその血統によって相承されるという血脈相承と呼ばれる信仰が生き続け、親鸞の血を引く法

主(ほっす)は「生き仏」と崇められた。 
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覚如が意気込んで創建した本願寺も、その頃親鸞の高弟が興した高田門徒の流れを汲む関東下野・二

宮の専修寺(後の真宗・高田派)や京都の佛光寺(後の真宗・佛光寺派)に押されて教勢はなかなか伸びなかっ

た。この劣勢を一気に挽回したのが第 8世・蓮如であった。 

 

＜第 8世・蓮如(れんにょ)＞ 

蓮如(1415～1499年)は、本願寺第 7世・存如の長男として産まれ 43歳で本願寺の法灯を受け継いだ。 

当時の本願寺は参詣の人も少なくさびれたお寺であった。６歳のとき母は「親鸞聖人の念仏の教を伝え

広めて下さい…」と言い残し幼い蓮如を残して家を出た。17 歳で得度し親鸞の著書「教行信証」などを通

して求道と勉学に励んだ。父が亡くなり本願寺第 8 世を継いだ蓮如は側近たちに「上臈(じょろう)ぶるまい

は捨てよ…」といい聞かせ、上段の間を取り払って平座とし、遠国からお参りにやってきた信徒たちを冬

は熱燗、夏は冷酒でもてなし、ともに仏法を語り合った。 

また蓮如は、普及の天才で本願寺を飛躍的に発展させ、浄土真宗・中興の祖と言われて親鸞についで

名声が高く、蓮如によって浄土真宗は一大教団となった。 

蓮如が存在しなければ親鸞は一介の教祖として埋没していたことだろう。 

 

蓮如が活躍した室町時代(中期)は足利義正・義尚将軍の頃で、応仁の乱など戦国騒乱の時代で、各地

で農民による「土一揆」が起こっていた。 また親鸞聖人 200 回忌に創建した京都の大谷本廟が比叡山

の門徒に焼かれ京を追われて近江(滋賀県)へ移り、さらに越前(福井県)の国・吉崎に「吉崎御坊」を造って

北陸地方の教化につとめこの地で真宗王国の基盤をつくった。北陸での蓮如の教化活動は “阿弥陀様

の本願を念ずれば救われる…”と徹底した民衆済度の教えを有名な手紙(御文)を書いたりして情熱を持

って布教に努めた。北陸地域は悪政が続き、民衆の不平が強かったので真宗の教義はたちまち浸透し、

門徒を中心にした「一向一揆」は、後の織田信長の時代まで各地で起った。 

 

その後、京都山科に移り 66歳のとき山科本願寺御影堂を創建、ここでも周囲には、ご門徒や商人、職人

が大勢集まってきて寺内町が作られ「荘厳ただ仏国の如し」といわれるほど繁栄した。 

75歳で後継ぎを息子の実如に譲り、83歳のときには大阪石山坊舎(現在の大阪城本丸あたり)を建立、1499

年 3月 25日、山科本願寺で 85年の生涯を閉じた。 

＊蓮如は 85歳で亡くなったがその間、５人の妻と 27人(男 13人、女 14人)の子供がいた。 

しかし妻はすべて亡くなった後の正式な後妻であり、子供達も立派に教育して有力な寺を継がせたりお嫁にやったり御連

枝政策(血縁相続)をとって強力な信仰集団を結成した。 

 

＊吉崎御坊…蓮如が創建したお寺で、ここに４年間滞在して浄土真宗の基盤を作った。このお寺は現在も残っており、多

くの真宗門徒は北陸へ旅行すると必ず蓮如ゆかりの吉崎御坊へお参りしている。 

 

＊御文(おふみ)…蓮如上人が門徒に書き与えた消息体の法語で大谷派(東)では「御文(おふみ)」と言い、本願寺派(西)で

は「御文書(ご ぶんしょ)」と呼ぶ。御文は蓮如が門徒に宛てた教義に関する手紙の中(250通)から五帖80通に編集された

もので、教義を仮名で容易に説いて真宗の普及に果した役割は大変大きい。 

特に五帖目の「白骨の御文」は有名で広く門徒の家庭学習の書として親しまれ、法事や報恩講では必ず読まれている。 

 

＊我が諸岡家の古い仏壇の中にも、1745 年(延享元年)頃に第 17 代・真如上人が発行した古いお文(2 帖目と 3 帖目)や

1760年(宝暦 10年頃)頃の第 18代・従如上人時代のお経の本が残されている・・・昔の人は野良作業の後、蝋燭の灯りで

毎晩このお文やお経を読んでいたようで、表紙などは手垢で黒光りしている。 

 

＊蓮如については作家の「五木寛之」が深く傾倒し、「小説・蓮如」を書いて大変評判となった。 

また五木は親鸞の教えに興味を持って、作家活動を休止し龍谷大学(浄土真宗本願寺派の大学)に通い、仏教について 

幅広く勉強された後、「大河の一滴」、「他力」、「生きるヒント」などで釈尊・親鸞・蓮如などの教えを分かり易く解説してい 

る。 釈尊の教えを理解するには最も分かりやすい本なので購読をお勧めしたい。 
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＜大教団にした・・・蓮如の秘策！＞ 

蓮如（れんにょ）は北陸地域を基盤にして、門徒を中心に横組み組織の「講」を作って圧政に苦しむ民衆を

その組織に吸収していった。 さらにその講をまとめる道場として末寺(まつじ)～寺坊(じぼう)～本願寺と

いう信仰的支配制度を縦組みとして組み入れた。 

蓮如の構想による「講」を持った事で、タテ社会だった世の中に人々をヨコに繋がる場ができた。 

また日本の庶民が仏教という文明を得たこと、更には庶民が日常の規律である「風儀…道徳」を持った

事も大きな功績である。そのことは宗教的感動と供に人々が高度な文明を持ったとも言える。 

親鸞以来 800 年を超える法灯、長い歴史を生き延びた信仰と伝統、本山を中心にした地方の別院(本願

寺の支店のようなもの)、教務所から末寺まで、全国に張り巡らされた巨大組織のネッワーク。これらを一代

で築いた蓮如は、親鸞同様に偉大なる宗教家で浄土真宗・中興の祖として崇められる人物である。 

 

＜本願寺は偉大なる文化共和国であった！＞ 

本願寺は信仰共同体であると同時に偉大なる文化共和国でもあった。 

ヨーロッパの音楽における教会、ルネサンス芸術とバチカン、ギリシャ正教と音楽…と言うように宗教の

本山は民衆の文化的な本山でもあった。 

本願寺もまた、親鸞聖人以来の信仰の城であると同時に、階級を越え、学問的、史料的、美術的な一大

文化国だったと言える。蓮如が造った寺内町も寺を中心にした運命共同体としての自治的な町であった。

また蓮如は芸能や美術、建築、造園、茶道などに造詣が深く、当時の職人や文化人を積極的に招きい

れて寺内町の人々と共に楽しみ文化的行事の普及に励んだ。 

蓮如は単に宗教家ではなく、正に天性の理想家であった。 

蓮如の死後、第10世・証如の時代(1532年)に山科本願寺は、法華宗門徒らに急襲されて焼け落ち、証如

は摂津(大阪府)へ逃れて大阪(石山御坊)を本山としたが、ここでも山科同様に周辺に寺内町が発展した。 

第 11 世・顕如の時代になって織田信長との間で「石山本願寺合戦」が起こり、信長に徹底抗戦したが、

1580年和睦し、大阪の地を信長に明け渡し石山本願寺は崩壊した。 

 

●本願寺の分裂…東西本願寺の誕生！ 

京都の玄関口、ＪＲ京都駅の近くに甍(いらか)を並べる巨大な伽藍が二つある。烏丸六条と七条の間を占

めるのが「お東さん」の名で親しまれている東本願寺(真宗大谷派)。そこから西へ一キロ、堀川通りに面し

ているのが「お西さん」こと西本願寺(浄土真宗本願寺派)である。 

なぜ本願寺は東西に分かれたのか、その歴史的背景について調べてみた。 

 

＜織田信長と戦った本願寺戦争・・・！＞ 

戦国時代、北陸の加賀の国(石川県)では圧制を敷いていた武家支配に対し、実力で徹底抗戦した 

「一向一揆」は、蓮如の北陸布教によって百姓や町民が決起した庶民によるクーデターであった。 

また 1570 年代には、時の第 11 世・本願寺顕如(けんにょ)が大阪の石山御坊(石山本願寺…現在の大阪城

本丸近辺)を拠点に教団の総力を挙げて天下統一を目指す織田信長に抵抗した。 

俗にいう「石山本願寺合戦」であり、10年に亘って数 10万の大軍が死力を尽くして戦った。 

しかし信長の比叡山焼き討ちや伊勢長島の一向宗殲滅作戦など信長の残虐さと執拗な攻めに、利あら

ずと悟った顕如は正親町天皇の仲介でようやく和睦した。だが長男・教如(きょうにょ)はこれに同意せず反

抗した。大阪から退去させられた顕如と教如はその後、「本能寺の変」で織田信長が没した後、天下をと

った豊臣秀吉の擁護を受けて、京都七条に寺地をもらって 1591年に本願寺を再建した。 

 

・西本願寺(浄土真宗・本願寺派) 

顕如の死後、一時、長男・教如が跡を継いだが母・如春院尼は弟・准如(じゅんにょ)に法主の座を譲らせよ

うとはかり、その意を汲んだ秀吉によって教如は隠退させられた。こうして顕如の次男・准如が第 12 世・

法主となりその血統が代々住職の座を引き継いできたのが西本願寺(浄土真宗本願寺派)である。現在は

第 24四世・即如(大谷光真氏)が門主となっている。 
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・東本願寺(真宗・大谷派) 

一方、教如はその後政権の座についた徳川家康に請願して、1602 年(慶長７年)、本願寺の東側に当たる

七条烏丸に寺を建ててもらい以後、教如の血統が代々法主の座を引き継いできたのが東本願寺(真宗大

谷派)である。現在は第 25五世・暢顕(大谷暢顕・ちょうけん)が門首となっている。 

末寺数も門徒の数もほぼ拮抗する教団に二分された裏には、本願寺の強大な勢力を恐れた徳川家康

の宗教政策があった。こうして長い歴史を誇った本願寺も第 11世・顕如以後は東西本願寺に分裂し、そ

の後は、ことごとにライバル関係が続いて今日に至っている。 

 

＜東西本願寺の勢力争い！＞ 

東西本願寺は、親鸞や蓮如の基本的な教えは変わらないが、宗派の運営についてはライバル関係にあ

りいろいろな面で異なっているようだ。例えば東西本願寺ともご本尊である阿弥陀様を祀る本堂(阿弥陀

堂)と宗祖親鸞聖人を祀る御影堂が伽藍の中心的建造物である。この二つの建物は、渡り廊下で結ば

れているが本堂と御影堂の位置は左右がまったく逆に建っている。東本願寺の本堂は向かって左側に

あり、西本願寺は向かって右側に本堂がある。また大きな柱は、お東は円柱、お西は角柱となっており、

これまた対抗意識の現われでもあるようだ。 

東本願寺は江戸時代三度の火災にあって全焼しその都度再建された歴史があるが、幕末には長州と薩

摩(幕府側)が戦った「禁門の変」の戦いで四度目の火災にあってまた全焼した。現在の本堂・御影堂は、

明治維新後に再建された建物で木造建築としては日本最大級(38 メートル)の建物である。 

＊東本願寺御影堂・阿弥陀堂…1880 年(明治 13 年)に起工し 15 年の歳月をかけて 1895 年(明治 28 年)に完成、大門は

1911年(明治 44年)に完成した。 

  ・御影堂(ごえいどう)…始祖・親鸞聖人の御真影がかかげられている。 

 ・阿弥陀堂(あみだどう)…中央にご本尊・阿弥陀如来、右側に親鸞聖人が「和の国の教え」と仰がれた聖徳太子、左側

に親鸞聖人に念仏の教えを伝えられた法然上人(源空上人)、さらにその横に龍樹菩薩（インド）、天親菩薩（インド）、曇

鸞菩薩（中国）、道綽禅師（中国）善導大師（中国）、源信僧都（日本）など六高僧の御影がかかげられている。 

 

＊この両堂も再建後100年を経過したので親鸞聖人・750回御遠忌特別事業として 2003年 7月～2010年にかけ第一期・ 

大改修工事がされることになった。この改修工事費は何と 200億円である｡ 

新築再建したら一体どのくらいの費用となるのだろうか…？  

 

＜東西本願寺の比較＞ 

                  西本願寺                  東本願寺 

宗派名            浄土真宗・本願寺派             真宗・大谷派 

仏壇             すべて金箔仕上げで巴瓦のない一重屋根    黒い漆と金箔仕上げで巴瓦付の二重屋根 

お経の読み方       明治にメロディーのついたお経に変更した    昔のままの荘厳な節回しで読まれている 

蓮如の教え(御文)       御文書(ごぶんしょ)                      御文(おふみ) 

現在の法主           第 24世門主・大谷光真                第 25世門首・大谷暢顕 

本堂(阿弥陀堂)の位置    向かって右側にある                  向かって左側にある。 

建物の柱             角型                           丸型 

 

＜東本願寺と徳川幕府…西本願寺と明治政府＞ 

東西本願寺は江戸幕藩体制のもとでは 10万石の大名と同じ格式であったが、その経済力は百万石とも

言われていた。明治天皇の即位の式典に際する費用三千両のうち二千両を東西本願寺が折半して用

立てたと言われるほど巨大な組織と勢力を誇っていた時期もあった。 

 

東本願寺…徳川家康が豊臣秀吉に対抗するため援助してできた本願寺の分家ともいえる宗派であり、

以後は分家ながら寺創建時の事情もあって「神君(家康)御引き立ての教団」として徳川幕府から特別な

恩恵をこうむった。 
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西本願寺…朝廷の決めた格式こそ東本願寺より上であったが、徳川時代は東本願寺の後塵を拝し、肩

身の狭い思いを味わった。しかし明治維新では両教団の立場は完全に逆転することになった。西本願寺

と毛利藩(後の長州藩)の付き合いは、織田信長時代の石山本願寺の合戦以来である。この時毛利藩は

信長に対抗するため瀬戸内海から運んだ弾薬や食料を本願寺の裏口から陸揚げして本願寺を支援し

た。西本願寺は、その恩義を忘れず江戸時代、幕府から睨まれている長州藩(毛利藩)を資金面でも協力

していた。維新前の1864年(元治元年)、長州藩は京都で幕府との戦い(禁門の変)に破れた時、長州兵の品

川弥二郎ら十数名が西本願寺に逃げ込んだとき、僧衣を着せてかくまい幕府軍の目をくらませて落ち延

びさせた。従って時の勤皇派と太いパイプを持っていた西本願寺はいち早く勤皇派に多額の献金をし、

維新政府の成立後は新政府教団としての地位を確保する事になった。 

 

これに対して東本願寺は、最後の将軍・徳川慶喜が大政奉還してからも幕府への忠誠を誓い、勤皇派

に敵対しない事を決めたのは 1868年(明治元年)の戊辰戦争の後であった。時流に乗り遅れたことの代償

は高くついて、新政府への忠誠の証として二万両の軍資金や五千俵の米を供出させられるなど、明治

の東本願寺は苦難のスタートとなった。 

 

＜天皇家と東西本願寺のかかわり！＞ 

西本願寺では 1892 年(明治 25 年),当時まだ新門(次期・門主)だった後の第 22 世・鏡如(大谷光瑞・こうずい)

が 19歳のとき、公爵・九条道孝の第三女・籌子(かずこ)が 11歳のとき大谷家に迎えられた。 

将来、裏方(門主夫人のこと)になるべき女性として教育を受けたのちに正室となることを約束しての輿入れ

であった。婚礼はそれから６年後に有栖川熾仁親王(ありすがわ たるひと)の媒酌で行われた。  

また籌子の妹・節子(さだこ)は 1900年当時の皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)に嫁いだ。 

そして明治天皇がなくなると嘉仁親王は大正天皇となり、節子は皇后陛下(貞明皇后)となったため籌子

は皇后陛下の姉となった。因みに光瑞の弟も九条家から夫人を迎えており、絶世の美人と言われた妹

の武子は逆に九条家に嫁いでいる。 西本願寺は、その後第 23 世・勝如(大谷光照・こうしょう)が相続し、

現在は第 24世・即如(大谷光真・こうしん)が門主となっている。 

＊法主(ほっす)という称号は制度改革により門主(もんしゅ)と変わった。新門…次に門主となる人 

 

一方、東本願寺第 23世・大谷彰如(しょうにょ)は 1925年(大正 14年)、東本願寺の財政乱脈の責任を問われ 

て法主の座をさり、当時 21歳の大谷光暢(こうちょう)が東本願寺第 24世法主に就任した。 

また 裕仁親王(後の昭和天皇)は大正天皇の長男として 1901年(明治 34年) 生れで、1903年(明治 36年) 生

まれの光暢より二つ年上であった。1924年 1月、裕仁親王は久邇宮邦彦王の長女・良子(ながこ)とご成婚

の式を挙げられ、新門だった光暢氏も同じ年の５月に久邇宮邦彦王の三女・智子(さとこ)と結婚した。 

翌年(大正 15年 12月 25日)大正天皇がご逝去され、裕仁親王が 25歳で皇位について昭和天皇となられた

ので、光暢氏は皇后陛下の妹婿となった。東本願寺の門徒にとっては、皇室と懇意関係ができた事は、

西本願寺とやっと肩を並べる事を意味し、他教団からは羨望の目で見られた慶事であった。 

 

もう少し分かりやすく言うと… 

西本願寺…第 22世・鏡如(大谷光瑞)は大正天皇の皇后陛下(節子)の姉(籌子)婿であり、この後… 

第 23世・勝如(大谷光照)～第 24世・即如(大谷光真)と継承され現在に至っている。 

東本願寺…第 24世・光暢(大谷光暢)は昭和天皇の皇后陛下(良子)の妹(智子)婿であり、この後… 

第 25世・暢顕(大谷暢顕)と継承され現在に至っている。 

このように東西本願寺は、天皇家と親戚関係となり皇室とも深く結びつくことになった。 
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＜真宗高田派について＞ 

真宗 十派の中で、真宗大谷派に次ぐ宗派である真宗高田派(高田本山・専修寺)は、現在三重県津市一身

田にある。親鸞聖人が流罪先の越後から関東に移られたのは建保２年(1214年)の頃で、以後20年間関

東にとどまり、主に茨城・栃木方面で布教され６０歳のとき京都に戻られた。 

1226 年頃、下野国高田(栃木県芳賀郡二宮大字高田)に真岡城主・真壁氏など関東地域の親鸞崇拝者が中

心となって専修寺・高田本寺が建設された。その後、親鸞聖人の高弟であった真佛上人を中心にして

「高田門徒」と呼ばれる有力な集団が結成され、真佛上人が亡くなった後、顕智上人が跡を引き継いだ。 

その後、親鸞上人は京都にて 90 歳で入滅されたとき、顕智上人は京都の大谷地区に親鸞上人のお墓

ともいえる大谷本廟の造営に中心的な役割を果された。 

 

この大谷本廟が後に第 3世・覚如によって浄土真宗本願寺が発足する事になった。 

当時の「高田門徒」は本願寺を凌ぐ勢力を誇ったが、真佛上人・顕智上人とも親鸞同様に自ら宗派を名

乗ることもなく、また高田門徒の統率者としての考えもなく、あくまでも親鸞聖人の弟子としての道を歩ま

れたため、顕智上人が亡くなった後は高田本寺が焼失するなどして関東での高田門徒は次第に衰退し

ていった。その後(1465年頃)、伊勢国一身田(三重県津市一身田)を中心寺として真慧上人によって真宗高田

派とて再興され、歴代住持が高田山専修寺に居住するようになりこの地が新たに高田派の本山となった。

専修寺は、2度の大火にあったが江戸時代に再建され現在に至っている。 

従って三重県津市や松坂市、鈴鹿市、四日市市などは真宗高田派が多い地域である。 

 

＜東西本願寺の課題！＞ 

現在、仏教界の実態は、若者の寺離れ、僧侶の兼業化とそれに伴う住職の質の低下…など東西本願寺

とも問題は山積みしている。こうしたラジカルな闘争や内紛は、長い歴史の中において、世界のあらゆる

宗教界で起きている現象であり、また日本の伝統仏教界にとっても大きな課題の一つでもある。 

東本願寺は内紛に終止符が打たれたが、長い歴史の間に澱粉のように溜まったさまざまな教団の課題

と問題は山積しており未だに何の解決もしていない。 

 

受験戦争に悲鳴をあげている子供達、企業のリストラや破綻寸前の年金問題、倒産と失業、長い老後を

どう生きるか…、そして何よりも生きること、死ぬことの意味は何なのか…バブル経済が破綻して後10年

を経過したが、社会状況は厳しさをますばかりで一向に改善の兆しも見当たらない。こうした中にあって、

宗教の応えるべき課題は多い！ 

伝統仏教の世界では、若者の寺離れがいわれて久しいが、どうしたら若者を寺に呼び戻せるか…どこの

教団も抱えている共通の課題である。 
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７）仏壇・お墓・梵鐘について・・・！ 

＜仏壇にいて＞ 

３年ほど前、ＮＨＫテレビで「名古屋仏壇物語」が放映され、大変好評で高視聴率を上げたようだ。 

これは日本一の生産販売を誇る名古屋仏壇街にある老舗の仏壇屋さんを中心にコミカルなホームドラ

マ（有馬稲子・杉良太郎・木村佳乃ほか、ドラマは毎週月曜日午後９時から６回シリーズ）として放映された。 

「仏壇」がテレビドラマの主役になっているのだから驚いた。 

ひと昔前、伊丹十三監督が「お葬式」をテーマにした映画でヒット作があった。 

日頃、宗教には無関心でいても、仏壇や葬儀についてはやはり身近な問題として気になるのだろう…！ 

 

名古屋仏壇とは・・・！ 

元禄時代、江戸幕府の宗教政策(キリシタン排除)により各家への仏壇の普及が奨励され、尾張藩におい

ては仏壇業者の保護などもあって、現在の名古屋市中区の門前町や橘町周辺を中心に仏壇・仏具業者

が 200社ほど集まり、「仏壇・仏具」の業界としては日本一の集中度となった。 

名古屋は古くから良質な桧材を産出する木曾地域に近く、木材の集積地になっていたため材料などが

安価に入手でき、しかも高度な技術を持った職人が多く彫刻・飾り金物・塗りなどの技術が揃っていた事

もあって高品質の仏壇造りが発展した。 

また名古屋地域の方々は大変熱心な仏教徒が多く、各地の檀家集団単位で報恩講(親鸞上人のご恩に報

いるおつとめ）などが実施されるなど、こうした地域事情もその背景にある。 

  

仏壇は宗派によって異なり、大きくは「真宗形式」と「余宗形式」に分類されている。 

・真宗形式…屋根張りを持った仏壇で全体が金箔仕上げ(浄土の世界)となっているのが特徴 

         浄土真宗・本願寺派(西本願寺)、真宗・大谷派(東本願寺)、真宗・高田派があり宗派によって 

屋根の構造や金箔の方法など細部が異なっている。 

 

・余宗形式(浄土真宗以外の宗派)…唐木造りが基本で、屋根張りを持たず枠組みだけの仕上げで浄土洋

式と禅宗洋式があるが、厳密な区別はせずに共通化(唐木造り)されている。 

        浄土様式・・・天台宗・浄土宗 

        禅宗様式・・・真言宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗・時宗  

 

＊過日、テレビ報道で最近のユニークな仏壇について紹介がされていた。 

従来の仏壇のイメージを根底から変えたアンテーク風のデザインで、気軽に洋間に置けるように設計されて若い人を中心

に大変人気があるようだ。仏壇の中の備品もカクテルグラスや陶器そしてガラス細工で仕上げられていて、位牌を見ない

限りはとても仏壇とは見分けがつかないから驚いた。 

仏壇が装飾品になったのだからお釈迦様もビックリされていることだろう 

 

＜事例…浄土真宗の仏壇＞ 

仏壇はご先祖をまつるためだけのものではなく、ご本尊(阿弥陀如来)を安置し、礼拝し、お勤めをして教

えを確かめる場のことであり、お内仏のことをいう。浄土真宗の仏壇は金仏壇と言われ大変豪華に見え

るが、金仏壇はご本尊である阿弥陀如来の極楽浄土の世界をありのままに表現したものである。 

亡き人が生まれさせていただいた「お浄土」(仏教では天国とは言わない)を偲びながら礼拝できるよう作られ

たもので、金仏壇は浄土真宗の象徴となっている。 

・仏壇の中央にご本尊(阿弥陀様）…信仰上もっとも尊ぶべき礼拝の象徴であり、阿弥陀如来の絵像か木造 

・ご本尊の右側…「開祖・親鸞聖人の御影」か「帰命尽十方無磶光如来」の十字名号をかける。 

・ご本尊の左側…「中興の祖・蓮如上人の御影」か「南無不可思議光如来」の九字名号をかける。 
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ご本尊は本山から直接受け、お迎えした時は僧侶を呼んで「入仏慶讃法要…入仏法要、入仏式でも良

い」を行う。年忌法要の時は仏壇中央の壇に赤い打ち掛け、葬儀の時は白い打ち掛けをして、床の間に

は「南無阿弥陀仏」の掛け軸を掲げる。 

浄土真宗の仏壇は基本的に金箔仕上げだが宗派によって微妙に異なっている。 

・真宗大谷派(東本願寺)の仏壇・・・柱や外枠は黒色の漆と金箔が交互に張らており、屋根は巴瓦の二重構造。 

・浄土真宗本願寺派(西本願寺)や真宗高田派・・・すべてが金箔仕上げであり、屋根の巴瓦は無く一重構造。 

 

＜お墓について＞ 

お墓は、もともと埋葬した場所のしるしから始まったものであり仏教の教えでは、お骨を祀ったり先祖を

慰める場所ではない。浄土真宗の教えでは、お墓は必ず必要なもとは説いておらず、従ってお墓がなく

てもなんら問題はないとしている。真宗門徒は本来、親鸞聖人のお墓である京都の本山の廟へ納骨す

ることが基本となっていて、真宗寺院の境内には古来墓地が設置されていない。 

東本願寺の場合、一般的には京都の大谷祖廟(おおたにそびょう・京都市東大谷)へ納骨(5,000 円くらい)するの

が通例である。 また真宗本廟(しんしゅうほんびょう)といって、本山へ一定額以上の寄付(12 万円以上)をす

るとやや格式の高い須弥壇納骨(しゅみだん)ができる方法もある。 

＊須弥壇納骨…親鸞聖人を祀っている須弥壇の下側に納骨できる制度で本山が財政難になったとき、須弥壇の下側に

納骨場を作って、一定額以上の寄付をした門徒に開放した。 

私の母が 10年ほど前に亡くなり本山へ納骨に行く際、地元の住職から須弥壇納骨を勧められたがかなり高額だったの

で大変驚いた。しかし親孝行と考え大枚をはたいて須弥壇納骨を行った。 

 

お墓はある意味では権力の象徴でもあり昔の偉人は大きなお墓を造ったが、一般大衆は殆どお墓を持

っていなかった。明治以降、日清・日露戦争や太平洋戦争などで多くの戦死者があったことや、近年にな

って暮らしも豊かになり石材業者や墓地経営者の営業活動により、本山まで行かなくても近くの墓場で

お参りできる利便さもあってお墓を造り始めたのが実態である。従ってお墓の形や方角、建てる時期な

ど仏教的には決まったものは何もない。 

業者の口車に乗せられてアレコレ考える必要もなくご自分の判断と力量(資金)で決定すれば良い！ 

＊お墓の正面に「○○家の墓」とか「○○家先祖代々の墓」と刻まれているが、真宗門徒であれば本願の名号である 

「南無阿弥陀仏」かお経の一句である「倶会一処(ぐえいっしょ)」のどちらかが望ましいとされている。 

 近年では丸型や三角形そして文字も詩や粋な言葉が彫られて、まるで芸術作品のようなお墓があるが、こうした事も時

代の変化と流れである。 

 

諸岡家の仏壇とお墓・・・！ 

私の住んでいる地域も昔から浄土真宗(東本願寺)のお寺を中心にした檀家集団の結束が固く、信心深

い人も多くて、どこの家も座敷には大きな仏壇が設置されている。また葬儀があった場合は、組葬形式

(隣近所の人達が運営)で地域の人が組頭を中心に運営され、法事や報恩講などの仏事も昔からの慣習

どおりに行われている。我が家にも 100 年以上経っている古い大きな仏壇があるが、私自身幼いころか

らお寺でお経を習わされたので浄土真宗の基本的なお経である「正信偈（しょうしんげ）」は殆ど暗記して

おり本があれば完璧に読経できる。 

また仏壇の引き出しの中には、古い法名軸(亡くなった人の法名が描かれている軸)がたくさん保管され

ており、一番古い物は「安永６年(1776年)」の法名軸があり、230年くらい前からのボロボロになった法名

軸が数本残されている。 また我家のご先祖のお墓も慶應元年(1865年)に建てられたもので、140年くら

い経った古いお墓が残っている。この地域の墓石としては古いお墓の一つである。 

こうした環境に育ったので普通の人よりは仏教について多少の知識があった。 

＊しかし現役時代は転勤族で、20年近く田舎を離れていたこともあり、細かな仏事が良く解らず当初はいろいろと困ったこ

とがあった・・・法事が始まるとき、住職が『では、お給仕を…！』といわれたので、女房に『お茶を出して…！』と叫んだら

皆さんに大笑いされたことがあった。お給仕とは…読経が始まる前に「仏壇の蝋燭を灯し、香を焚くこと…」であった。 

また現役時代(ホンダ)、総務・渉外部門を長く担当していた関係で、お世話になった地域関係者の葬儀には会社を代表し

何度も出席した。その際、浄土真宗の場合は僧侶の読経に合わせ一緒にお経を読んでいると多くの人から不思議がられ
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た。『あれぇ…モロさんお寺さん出身？』と言われたことが度々あった。職場の同僚や部下の家族が亡くなった時など、同

じ宗派の場合はお通夜で私自身がお経を読んだ事もあったが、こんな時など皆さんから大いに尊敬された…ものである。 

 

＊信仰深いおふくろが亡くなる前「仏壇のお洗濯をしたい…」と言っていたので、過日仏壇屋さんに見積もっていただいた

ら補修するだけで何と 300万円～400万円ほどかかるとのことであった。 

おふくろの遺言とはいえ、退職している現在は資金的な余裕もなく、年金が貯まったらいずれ仏壇のお洗濯(金箔の張替

えと補修)をしたいと思っている。昔の人は信仰心が篤く、贅沢をせずに高価な仏壇（昔は１軒、家一軒といわれた）を設置

して、毎朝毎晩おつとめをしていたようだが、現在の私にはとてもご先祖様の真似はできそうにもない！ 

 

＜お寺の鐘について＞ 

お寺の鐘は正式には梵鐘(ぼんしょう)という。「梵」とはインドのバラモン教における宇宙の最高原理を現す

言葉で、仏教者の生活に規律をもたらす鳴らしものであった。 

鐘はインドでは「ガンター」と言い、もともと木製のもので木魚や魚鼓であったが、銅器の発達していた中

国へ仏教が伝わってから楽器的要素がガンターに加わり発展して銅製の梵鐘となった。 

梵鐘は朝夕に時刻を知らせ集会の合図として 18回、ときには 36回打ち鳴らされ、除夜の鐘は人間の心

の中にあるすべての煩悩(108)を取り除くために 108回つかれる。 

日本最古のものは、奈良・法隆寺の金堂の背後にある梵鐘で、鋳造年代の入ったものでは京都・妙心

寺の梵鐘が一番古く 698 年に製造された。梵鐘の美しさでは宇治・平等院の梵鐘、音色の良さでは大

津・三井寺の梵鐘といわれている。また半鐘は、火災のときなど非常時の報せに利用された。 

江戸時代以降に造られた梵鐘は、明治時代の廃仏毀釈運動や第二次世界大戦時の金属不足で四万

個以上の梵鐘が潰されたようだ。 

 

諸岡家の先祖は…梵鐘造りの鋳物師であった！ 

私がすんでいる三重県三重郡菰野町田光大字金井(こものちょう・たびか・かねい)は、私のご先祖が昔から住

んでいた古い集落で、先祖はお寺の｢梵鐘や半鐘｣を造る鋳物師であった。地名も鐘を造っている地域

から｢金井(かねい)｣と付けられた。 

｢田舎なれども田光(たびか)は都、寺は３ケ寺、鋳物師２軒、裏の川には鮎が住む…！｣というわらべ歌が

伝えられている。田光村には寺が三軒と鋳物師二軒(諸岡姓、松永姓)があってその一軒が我がご先祖様

で、文献によると室町時代から梵鐘や半鐘を製造していたようだ。この地域は昔からの古い集落で桑名

～近江(滋賀県八日市)へ繋がる経済道路だった八風街道(はっぷう)と巡見街道(現在の国道 306 号線・亀山～関

ヶ原)が交差している古い街道筋で昔は交通の要所でもあった。 

 

また近くには銀・銅を産出する鉱山(員弁郡治田山)があり、鋳造に必要な燃料や鍛冶炭なども近林で容易

に得られる地理的条件にも恵まれていた。梵鐘を鋳造する際には、地面に穴を掘りその中に鋳型を組

み込み、溶解した鉄湯を桶で流して鋳込んで製造した。鋳物師は炉を築き、銅を溶かすための炭火を盛

んに燃やすので人家が密集した集落を避け、人里を離れたこの金井の土地に屋敷を構えて、梵鐘や半

鐘を製造していた。 

 

鎌倉仏教が盛んな頃から梵鐘や半鐘の製造も行われ、鎌倉～室町時代は京都の蔵人所小舎人で燈爐

供御人年預りの職にあった「紀氏」が世襲し、諸国の鋳物氏を支配していた。近世になると、紀氏の系譜

を継ぐ「真継家」が江戸幕府によって公認され、諸国の鋳物氏を統括していた。真継家では鋳物師の身

分や営業権を保証するため免許状を発行していた。また諸国の鋳物師を統制するのに惣大工職などの

称号を与え、その下に鋳物師や奉公人の支配に当たらせていた。真継家は天皇家を背景にして、特殊

な技能集団である鋳物師を傘下に納め、梵鐘などの製造と販売の権利を保障する代償として上納金を

納めさせていた。鋳物師は帯刀を許され、権威の象徴である「勅許鋳物師」という文字と菊の紋章を染

め抜いた「幟(のぼり)」を掲げ「禁裡御用鋳物師」の鑑札を持って旅に出るなど、当時は勅許鋳物師とし

ての誇りを持って仕事に出掛けていた。 
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＊我が家と同族で鋳物師の本家でもあった従兄弟の諸岡件治氏の家には、菊の紋章の入った「勅許鋳物師」の「幟」が

証拠品として残されている。 

昔、件治氏宅は我が家のすぐ前にあったが鋳物師を廃業後移転して現在は薬局店を経営している。  

 

梵鐘など重量物は、当時の運搬方法に支障があるため注文を受けると材料と工具一式を持って弟子を

連れ直接現場近くまで行って製造していた。また慶長 19 年(1614 年)、豊臣秀頼が再建した京都の方広

寺の鐘は、地方の有力鋳物師 11人が参加し 100余人の職人が使役され鋳上げたと記録されているが、

この梵鐘造りに我が先祖も加わったとも伝承されている。 

また正式な記録では、先祖が鋳物業を始めたのは享保元年(1702 年)頃となっているので約 300 年前頃

と思われる。田光村地域で製造された梵鐘・半鐘を記録したものに、隣村の切畑地区有文書の「家伝

記」が残されている。これは諸岡太郎左衛門・藤原国延が寛文元年(1661 年)から明治八年までの間に

鋳造したものを順次書き記したものである。 

他に各地の寺院に田光村製と記録に残るものや現存しているものを合わせると梵鐘 30、半鐘 36ほどあ

るが、中には記録されていないものもあり実際に製造された数量はこれを上回っているようだ。 

 

これら田光村で製造された鐘の大半は、太平洋戦争で日本の敗戦が近づいた頃(昭和 19 年頃)砲弾の補

充として供出され、その多くは石原産業四日市工場の溶鉱炉で溶かされた。田光村の鋳物師は江戸中

期頃がその最盛期であり、その後需要も次第に少なくなって長い間、勅許鋳物師の名を誇りとし、特殊

な職人芸の道を歩み続けてきた勅許鋳物師にとっては誇りとプライドがあって、時流に乗り鍋釜を造るこ

ともかなわず廃業の道を選んだようだ。 

＊現在、北勢地域に残っている田光村製の梵鐘は、近在 5ケ所のお寺に現存している。 

    員弁郡治田……円福寺(延亨４年) 

    員弁郡丹生川…真正寺(寛政５年) 

    員弁郡清司原…安顕寺(宝歴 12年) 

    鈴鹿市大久保…法雲寺(寛延３年)  

    四日市市市場…大樹寺(寛延１年) 

 

また半鐘は三重郡菰野町下鵜川原の大円寺(本田宗一郎さんの姪が住職夫人として住んでおられる)、鈴鹿市

大久保の法雲寺など北勢地域の 20ケ寺に残っている。 

当時の鋳物師は、ある面では大変な文化人でもあり当時の最先端技術者である。 

このようなご先祖を持っていることを大いに誇りとしたい。 

 

＜門跡寺院と檀家制度＞ 

門跡寺院… 

身分の高いお寺のこと。厳格な身分制度があった時代に皇族や摂家(公家の中で摂政や関白に    任ぜられ

る家柄)の子息などが出家すると、そのお寺を「門跡寺院」と呼んだ。 「門跡」という言葉は「一門が受け

継ぐ法跡」という意味で、祖師の法統を継承し、一門を統括する寺、またはその住職を意味する。この制

度は明治４年廃止されたが、旧門跡に限り私称として認可されている。 

 

檀家制度… 

先祖代々帰依して葬式や追善供養などをお願いするお寺を「菩提寺」と呼び、依頼して いる家を「檀家」

という。民衆とお寺のこうした関係は、江戸時代からのもので、キリスト教が広まるのを恐れた幕府は「宗

門人別帳」をつくって、各家がどの宗派に属しているかを厳しく監視するようになり檀家制度が生まれた。

このようにして幕府はお寺を行政機関の一つとしてとらえ、民衆を仏教にしばりつけた。反面この檀家制

度によって、一般的には仏教を先祖代々から伝わる「家の宗教」と考える風潮が強くなり、自分自身の信

仰とは無関係であると思っている人も少なくないのも事実である。また、お寺もこの檀家制度に安住し、

真の意味での宗教活動がおろそかになっていったことも否定できない。 
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＜五重塔と卒塔婆＞ 

五重塔…昔のインドでは、お釈迦様のような偉い僧侶の遺骨や遺品は埋葬され、その上に土を盛り上

げ石でその周りを覆ってお墓をつくった。こうしたお墓は「天と地を結ぶ軸」という意味の「ストゥーバ」と呼

ばれ、このサンスクリット語を漢字にあてはめた表現が「卒塔婆」となりその「塔」という漢字が日本で使

われるようになった。聖なる遺骨が宇宙へ届くところが「塔」の語源となったようだ。 

日本で最古の仏塔は聖徳太子が建造した法隆寺の五重塔で、これは「世界最古の木造の塔」でもある。

五重とは…宇宙生成の五大要素である「空・風・火・水・地」を表わしている。 

 

 五輪とは…人間は死ぬと 

 地輪…骨や肉は「大地」にかえり、 

 水輪…血液は「水」に戻り、 

 火輪…体温は「火」となって燃焼し、 

 風輪…心の動きは「風」となって舞い上がり、 

 空輪…それらの四つが「空」に納まったとき人間は完全な「無」になって「成仏」できるという意味。 

 

卒塔婆…ストゥーバ(卒塔婆)は、インドの仏さまのお墓に建てられたもので「天に通ずるところ」という意

味で、宇宙を構成する五大要素(空・風・火・水・地)をシンボル化した「空・宝珠・半月・三角・円」を刻み込ん

だ板のことである。これは人が亡くなると心身がこの五大要素に還元されるという意味で死者を供養する

ことであり、また古来より功徳があるとされている。 

但し、浄土真宗の作法ではこうした卒塔婆は使用しないが日蓮宗など他宗派では法事などの年忌法要

のときは、お墓に置かれている。 
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８）本田宗一郎さんの宗教感 

＜無神論者だった本田さん！＞ 

「世界のホンダ」を一代で築きあげた本田宗一郎さんは生涯「無神論・無宗教・無信仰」であった。 

従って生前から『クルマ屋の俺が葬式を出して大渋滞を起こしちゃあ申し訳ないよ…』と言っていた。 

これは偉大な創業者や著名人が亡くなると社葬が行われ、大勢の人が駆けつけて葬儀場周辺が大渋

滞して交通マヒしているケースをご自身が度々体験されていたからである。 

従って『自分は無神論者でもあり、死んだら社葬などいっさい行わない…』と自ら公言されていた。 

当時、すでに社長を退任され新設ポストの最高顧問に就任されていたが『本社には俺の席がない…』と

言って友人が銀座に所有しているビルの一角に部屋を借り「本田事務所」を開設された。 

ある経済誌の取材に立ちあった際、記者から 『本田さんはなぜ無神論者なのか…』との質問もあった

が、そんなとき本田さんは『俺は敬虔なる無神論者だよ…！』と言いながらケラケラ笑ってから、ご自分

の考え方を論理的に説明されておられたのがとても印象的であった。 

＊昭和 50年頃、私は本社広報部に在籍(主査)し、主にテレビ・ラジオ・経済誌・一般雑誌・月刊誌・週刊誌と社会部記者な

どの担当責任者として、本田さんへの取材に何度も立ち合った。 

 

＜本田宗一郎さんは優れた哲学者でもあった。＞ 

私の記憶では、「宗教論」に関してはいつも次のようなトーンで答えられていた。 

『哲学ってものは良く分からないが、哲学を分かりやすく具体的に説いているのが宗教の教えではない

のか。俺は自分の行い自体が哲学であり、宗教であると考えている。上に立つものは哲学というか論理

というようなものをしっかり持っていないと何万人もの社員を引っ張っていけねぇよ！ 

宗教はある意味において気休めみたいなところもあり、1,0０0 円か 10,00０円のお布施をしてそれで幸福

になろうなんて図々しいよ！ 私が、まがりなりにも成功したのは、従業員が一生懸命やったからであっ

て、神様や仏様のお陰…なんて言ったら私を支えてくれた従業員に申し訳ねぇや！  この世の中は、哲

学や科学技術だけですべてが解決するとは思っていない。 しかし運ばかりは人間の力ではどうしょうも

ないねぇ！  神仏にお願いする人はこの良い運が来ますように…とお祈りしていると思うがその気持は

よく理解できるなぁ！ 俺だって日頃は無神論者と言いながら、いざ困ったときは心の中で神仏に祈った

ことは何度もあったよ！ でも結果はダメだったなぁ！ うまく行ったときは神仏のことなど忘れて自分自

身の努力の結果だと思っているがネ・・・アッハッハッ！ 人間っていう動物は何でも自分の都合次第に

考えるんじぁないのかなぁ…！』とこんな調子で語っておられた。 

 

また別の取材では 『「私にとっての哲学は人の心を問題にすることに尽きると思う。現代は何事も事務

的に機械的に処理される風潮が強くなった。心と心を通わせる手だてがますます貴重になる。人の心を

知るための哲学が必要とされてくる。経営者もそうであるが、すべての人が哲学者でなくても、哲学を使

う人になってもらいたい…！』 ともいっておられた。 

 

＜長男・博俊さんの話(レース会社夢限社長)＞ 

本田さんは亡くなる２年ほど前から、家族に対して『オレが死んでも大袈裟な葬式はいらないよ！  

人はどうせ死ぬのだから、今元気で働いている人の大切な時間を煩わせてはならない…社葬なんかは

もってのほかだ！』と遺言めいたことをタンタンと語るようになっていたようだ。 

また冗談半分に 『オレの戒名は決まったよ！“純情院無軌道居士”・・・どうだ、ピッタリだろう！』 といっ

て家族で大笑いしたそうだ。  

 

長男・博俊氏はホンダに入社しなかったことに関して次のように述べている。 

『こういうクリエイティブな仕事を息子に継がせるなんてナンセンス！ 芸術家が息子を後継ぎにした話な

んて聞いたことがない！ 伝統工芸じゃないですからね…僕もオヤジに似て好き勝って人間で、自分の

思い通りにやりたいからね。会社を継ごうなんて考えたこともないし、オヤジからいわれたことは一度もな

かった。そんなことよりオヤジから好き勝手にさせてもらったことに感謝している！』 
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＜ホンダ教の開祖…本田宗一郎さん＞ 

私にとっては、本田宗一郎さんこそ真理に目覚めた仏陀であり、勇気と希望そして感動を与えてくれたす

ばらしい観音様であった。本田さんは常日頃から『技術や経営は、人間性豊かな理論や哲学を持ってい

ないと衰退する…』と言っておられた。従って単純な無神論者などではなく、むしろ人間愛を持たれた偉

大なる「ホンダ教」の開祖であり、崇高な精神を持った「哲学者」でもあった。 

 

また本田さんは生涯、童心を貫いた人であった。童心とは善も悪も知らない三歳ころまでの幼児のことで

ある。本田さんはその童心の心をいつまでも持っていたために、若いころから「浜松のエジソン」といわれ

るほど、いろいろの分野で多くの発明発見をし、たくさんの特許(400 件以上)を取得されている。 またその

童心の心…いわば神仏の心でもあり、崇高な精神を持たれた偉大な人であった。 

 

本田さんの思想は、釈尊や空海、そして親鸞や蓮如、日蓮や道元、さらにはキリストの心を無心のうちに

捉え融合して、宗教の本質を行動と実践によって示した偉大なる創業者であった。 

以下は…数多い本田語録の中から、私なりの視点で選んでみた。 

・人生はすべて哲学だ。技術とは学ぶものではなく、実戦を通じて理論づけられたものである。 

・技術より大切なのは人間の心である。技術は人間によって左右される。 

・技術の前に立派な思想を持たねばダメ。 

・宗教も行き過ぎると、人間を無気力にしてしまう。真の宗教は人の心に強く生きる活力を与える。 

・自由の中に生きるということは、嵐の中にいきるのと同じである。 

・他人の気持になれる人というのは自分が悩む。自分が悩まない人は、他人を動かすことはできない。 

・世界を結ぶのは相互関係だ。心と心が通い合ってこそ語学が生きてくる。 

・人の心を知ることは物をつくる根元である。 

・人間は苦労するよりも楽をしょうとする本性がある。それが模倣を生む。 

・法律で生きているのは最低の人間である。 

・すばらしいもの、美しいものは妬まれる。それでも若い芽は万難を排して育つ。 

・人間は、年代、知識、経験により考えが変わるのは当たり前だ。変わらない人間はバカだ。 

・運は自分でつくりだせ。努力する人は掴み得る可能性のある一つの偶然性がある。 

・愛社精神で働くなんてウソだ。自分のために働き、人の喜びにつながることが一番大切だ。 

・人間が能率をあげるのは遊ぶ時だ。会社のために働くなどというな。 

・苦しんだものは強い。楽しみの同居人は苦労なのだ。 

・本というものは、過去しか書いていない。 

・学歴がないと他人に物が平気で聞けるので豊かになる。 

・学校で教わる知識は過去のものである。知識の亡霊となってはいけない。 

・夫婦がお互いの秘密をさらけだすときは離婚する時であり、友人関係も破滅の時である。 

 

優れた企業には、経営と一体化した論理(社是)や哲学があって企業風土として自然に育まれている。 

その根幹には創業者の理念とそれを支える思想や哲学が根強く浸透され、従業員も一体となって共感

共鳴しているからこそ、エクセレントカンパニーとしてすばらしい業績をあげている。 

＊多くの創業者や有能な経営者には、儒教や仏教の思想を精神的支柱としている人が多い。 

例えば、経営の神様…松下幸之助(儒教)、東芝を救った…石坂泰三(儒教)、経団連会長だった…土光敏光(法華経)、京

セラ名誉会長…稲盛和夫(臨済宗)らがいる。また道元(曹洞宗)の厳しい教えは、多くの大手企業で新入社員教育などに

導入され活用されてぃる。 
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＜仏閣スタイルのドリーム号＞ 

1957年(昭和 32年)頃、ホンダが開発した本格的な大型二輪車「ドリーム号・C70型」は、世界初の四スト

ローク・二気筒 250CC・OHCエンジンは 7500回転で 18馬力の高回転・高出力のエンジンを積んだ歴史

に残る名車であった。 このドリーム号の性能は抜群であったが、その洗練された重厚な角型デザイン

が「神社仏閣スタイル」と呼ばれ大変好評であった。  

ヘッドライトやタンクなどフレーム全体が角型スタイルとなっていたが、これは京都でお寺巡りをしたとき、

壮大な建物を支えている大きな角型の柱や仏像などを観察して感動した本田さんが、この角型デザイン

を大型二輪車の車体にイメージして設計されたものである。当時、海外への輸出を狙うからには、ホンダ

のマークはイコール日本のマークの誇りを持って、独自のデザインを打ち出さなければ駄目だと考えた

本田さんは、休暇を取り京都や奈良をさち夫人と二人で 10日間ほどお寺巡りをした。 

 

このときの様子をさち夫人は、『何をしに行くのか、いつものことで説明なし。毎日毎日お寺回り。ある日、

京都大原の三千院である仏像の前で動かなくなっちゃった。あんまり夢中なものだから拝観時間が過ぎ

ても動かない。その内お坊さんが懐中電灯を持ってきて見せて下さった！“何であんなに観ていたので

すか！”と聞くと“お前に関係ない”の一言。あとで何のためだったのか分かりましたけどね…！』 と語っ

ている。ドリーム号のタンク側面のエッジは、仏像の眉から鼻にかけての線を描きながら本田さん自身が

デザインしたと言われている。 この角型デザインは他メーカーでもコピー車が出回るほど市場で人気を

集めた。またオートバイの先進国でもあるイタリヤでもコピー車が生産されるほど人気があった。 

無神論者の本田さんが…思わぬところで仏様のお世話になった！   

 

＜人魂と UFOの研究！＞ 

また本田さんは「人魂…ヒトダマ」の研究でもいろいろ話題となった。これは幼少期に茶畑の上をフワフワ

飛んでいた青白いボーとした光りを見て、その不可思議な現象を大人達に話したら死者の魂の具現だと

教えられたが本田少年は信じられず、これは何らかの自然現象だと考えていた。後になってプラズマの

ような物理現象か化学物質の変化によるものと思い科学的に解明できる方法はないかといつも考えて

いた。社長を退任した後、東大の航空学の大家であった山名教授の「人魂研究」の支援を申し出て、研

究所の若手有志を集め「人工人魂の生産」と言う奇想天外な実験をして見事に完成させ驚かせた。 

＊埼玉県の荒川河川敷にあるホンダ・エアポートの一角に、映画のロケ用のレールを造ってその上に特性のガス(メタンガ

ス)を積んだ車(ガス発生車)を走らせ、空中に放出したガスの固まりに点火した。するとわずか２～３秒の間だが、空中で

巴形のシッポを出しながらユラユラと青白く燃え、まるで人魂が飛んでいるように見えて、本田さんは若い研究者と一緒に

なって大声で「バンザイ」三唱をした。 

 

＊その後、今度は UFO なんて存在する訳がない…これは何らかの化学的現象だと真剣に考え、アメリカの研究者からい

ろんな資料をと取り寄せて UFOの研究をしたが、どうやらこれは失敗に終わりあきらめた。 

 引退してもなお、飽くことを知らない本田さんのチャレンジスピリットの成せる技でもある。 

 

このように幼少の頃の疑問を晩年に至るまで持ち続け、何か疑問に感じるとトコトン追及し科学的に解

明しないと気がすまない天才技術者・本田宗一郎さんらしいエピソードである。 

本田さんの無神論は、天才技術者の科学的な合理主義精神が、非科学的な宗教とはすり合わなかった

のかも知れない。しかし自ら無神論・無宗教といいながらも、人間の精神世界については一種の畏敬の

念を持っておられたことも事実である。終生、宗教とのかかわり合いは持たなかったが、他人の信仰や

宗教心については批判めいた言動はいっさい言わなかった。 

 

＜神様の思し召し…！＞ 

アメリカのオハイア州に四輪工場建設するとき、記者会見でアメリカのジャーナリストから 

『なぜホンダはオハイオに工場を建設したのか…』と質問された。無神論者の本田宗一郎さんは一瞬考

えてから『神様の思し召しによって…』と答えられ大変話題となった。海外では本田が「無神論者」であっ

たことは余り知られておらず、この機転のきいたユーモア溢れた表現は信仰心の篤いアメリカ人記者に
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大請けし大きく報道された。その後、日本の自動車メーカーとして、最初にアメリカに工場建設した功績

を認められ、本田さんは後に日本人として始めて米自動車殿堂入りを果した。 

＊自動車に人生を捧げ、自動車の発展に貢献した人々を永遠に記念する米自動車殿堂(オートモティブ・ホール・オブ・フ

ェーム)で、米国の自動車産業の発展に貢献した個人を称えるため創設された。これは自動車のノーベル賞のようなもの

で、殿堂入りしている人にフオード一世、アルフレッド・スローン、ウォルト・クライスラー、ゴッドリーブ・ダイムラー、カール・

ベンツ、フェルナンド・ポルシェなどそうそうたる名前が刻まれている。 

 

＜前代未聞の葬儀…お礼の会！＞ 

本田宗一郎さんは 1991 年(平成４年)８月５日、享年 84 歳で亡くなられた。生前の遺言通り僧侶の読経も

なく線香、戒名、位牌もないまま、花と近親者だけに囲まれて静かな旅立ちをされた。 

本田技研では「世界のホンダ」を一代で築きあげた偉大なる創業者を亡くし、社葬もできずいろいろ検討

し考えた末、故人の生前のご厚誼に感謝すると言う名目で「お礼の会」と称し、本田さんを偲ぶセレモニ

ーを本社や各地にある工場所在地(７会場)で開催することになった。 

会場には本田さんの生い立ちを紹介したパネルや世界のホンダの歴史を飾る数々の製品展示、世界中

の国々から授賞した多くの勲章、更には晩年の趣味であった日本画も数点展示された。 

 

また入り口付近には真紅の大きなパネルに白抜きの文字で… 

「皆様のおかげで幸せな人生でした ありがとう 本田宗一郎」と記され、ニャーと微笑んだ大きな写真が

飾られた。会場にはホンダの従業員や関連企業などの関係者や更には工場周辺地域の方々、そしてお

客様やホンダファンなど大勢(延べ約 70,000人)の人たちが来訪され本田宗一郎さんを偲んでおられた。 

このような前代未聞の「お礼の会」が先鞭となり、これ以降多くの企業や官公庁でも「社葬」を取りやめて

「お礼の会」のような形式(お別れの会)で追悼集会が行われるようになった。 

 

本田さんの訃報は世界中でも大きく報道され、一人の日本人の死亡記事がこれだけ多くのマスコミに取

上げられたケースは過去に例がないほどであった。夢とアイデアと時間を尊重し、底抜けに明るかった

人間性豊かな本田さんは世界中の人から最も愛され親しまれた企業家であった。 また著名人の葬儀

のあり方まで改革をした本田さんは、死してもなお話題を提供する偉大な人物である。 

＊本田さんは社長を退任された後、日本画を基礎から本格的に習いたい…と日本画の巨匠・河合玉堂の門下で本田と同

じ出身地(静岡県浜松市)の興津漁春氏に指導を受け、日本画のイロハから勉強された。最初は墨絵の一筆書きから始め

てその後は本格的な日本画を描き、特に富士山や伊豆・箱根そして信州方面の風景画を得意としておられた。技術やらし

くその繊細な筆遣いは、かなりのもので作品の多くは親しい友人たちに譲っているので本田家には殆ど残されていない。 

＊私も熊本製作所建設当時に熊本地域の有力者から依頼された際、おこぼれで一枚いただいた初期の作品(色紙…柳

に蛙)一点を持っている。 

 

＜さち夫人から聞いた秘話・・・本田さんの 7回忌！＞ 

ホンダを退職後(平成 10年 10月)、東京新宿区西落合にある本田邸(敷地 1000坪)に未亡人「本田さち夫人」

を訪問した際、故・本田宗一郎さんの遺影に献花をさせていただいた。本田さんの遺言通りやはり仏壇

や位牌はなく、客間に遺影が飾ってあるだけの誠にシンプルなものであった。 

さち夫人曰く『本人は無神論者と公言して亡くなったけど、残された遺族は大変よ！ 位牌も戒名も仏壇

もなく形が何もないのだから、家族にとってはこんな辛いことはないわよ！ 私のときはキチンと葬式をし

てもらわなくちゃ…！』とユーモァたっぷりに嘆いておられたが、こうした気持はある程度本音でもあると

感じた。妻として本田さんの遺言を守って華やかな葬式は出さなかったが、やはり夫人にとっては大変

辛く寂しいお別れの形となったようだ。 

 

また本田さんの七回忌については、本田さんが無神論者であったにも拘わらず、夫人がご自身の気持

を整理するためにあえて七回忌法要を内輪で行った。 

このときのエピソードも七回忌の後に訪問した際、夫人から裏話としてお聞きした。 

この七回忌はいろいろ考えたあげく親族中心で開催されたが、本田技研にも念のため通知したら現役役
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員では当時社長だった川本信彦さん(4 代目社長)と副社長の吉野浩行さん(5 代目社長)、役員ＯＢで 2 代目

社長の河島喜好さん(最高顧問)、そして本田さんが社長をしておられた時の古参重役ＯＢ(元副社長・川

島喜八郎さんなど数名がお越しになったそうだ。皆さんが本田邸に入いると仏壇はもちろん設置されて

いないし、お坊さんもおられない…あるのは客間に飾られた本田さんの遺影と一輪の花のみ。参列者は

どう対応すればよいのかとても困った様子であった。 

夫人はイジワルして黙ってみておられた。その内長老の元役員がいきなり土下座して両手を合わせてお

参りを始めたため、他の人もそれに合わせて遺影の前にお座りになった。 

そこでようやく夫人は『主人は無宗教者だから正座も手を合わせることも必要ありませんよ！』と言った。

ある人が『だったら奥さん、どのように拝礼すればよろしいのですか！』と言ったので 『この花を一輪ず

つ供えて上げて下さい！』と花を差し上げたそうだ。 

すると誰かが溜め息まじりに『しかし無宗教…と言うものはなかなか対応が難しいものだねえ！』 

と言って皆さんで大笑いしたそうだ。これを見て本田さんもあの世できっと苦笑していたに違いない！ 

＊本田さんは静岡県天竜市の出身で生家の宗派は代々禅宗(曹洞宗)で立派な「唐木造りの仏壇」がある。 

しかし本田さんは無神論者として公言されていたので、この仏壇は本田邸の押入れの中にひっそりと安置され現在もさち

夫人がお守りしている。 

 

＜ユニークな本田さんのお墓！＞ 

また本田さんのお墓らしきものが、有名人の墓地として知られている御殿場の富士霊園にある。 

退職後、女房と二人の息子と一緒に御殿場～箱根方面へ旅行した際、富士霊園にも寄って家族で本田

さんのお墓参りしたことがあった。 

周囲を生垣で囲まれた本田家の墓地には、畳み一畳くらいの大きな長方形の御影石が横置きされ、生

前に本田さん自身が書いたとされる、さしてうまくない大きな文字で「本田」とだけ記されていた。 

 

日付も戒名も一切記されておらず実にシンプルな墓石で、お墓というよりモニュメント(記念碑)ともいうべ

きもので、まさしく無神論者だった本田さんらしい宗教的な臭いがまったくしないお墓？石碑？記念碑？

…であった。また同じ敷地内の入り口正面には故郷の天竜市から移築された本田家ご先祖のお墓も別

途 安置されていた。このお墓は大好きな富士山の良く見えるところ…ということで、生前に長男・博俊の

手配ですでに用意されていたものである。現在も御殿場に来られた多くの本田ファンはわざわざ富士霊

園に寄って献花しており、花は一年中枯れることがないらしい。 

自由奔放な性格で、無邪気で明るくそして気配りの精神が旺盛だった本田さんの人柄は、いつまでも多

くの人に親しまれ偲ばれていくのだろう！ 

 

●お寺の住職夫人となっている…本田さんの姪！ 

偶然にも、本田宗一郎の姪・星川晴美さんが、私と同じ町内(三重県三重菰野町下村)にあるお寺・大円寺

(真宗大谷派)の住職・星川佳信氏の夫人として住んでおられる。  

晴美さんは本田さんの実妹「青山こと」さんの長女で、ご主人の星川住職は愛知県のお寺出身で、学生

時代に浜松出身の晴美さんと知り合い結婚。 しばらくは本山(東本願寺)で僧侶として修行されていたが、

20年程前に大円寺の後継者として本山から派遣され現在に至っている。 

この大円寺には、私の先祖(鋳物師であった)が製造した半鐘が現在も残されている。 

星川住職は、現在菰野町・町会議員としても活躍されている。 

＊青山こと(浜松市在住の妹)…本田さんが 16歳のとき、東京の自動車修理工場「アート商会」で丁稚奉公し、修理技術を

身につけて 21歳で独立、浜松に「アート商会・浜松支店」を開業したときの最初の事務員が“ことさん”であった。 

また本田さんがさち夫人と見合いすることに決まったとき、本田さんの依頼で密かに事前調査に行き 『とても、すばらしい

人…！』だと太鼓判を押し結婚を勧めたのも妹の“ことさん”である。 

結婚後、気性が激しく手の早かった本田さんがさち夫人と夫婦喧嘩したときなど、いつも体を張って夫人を庇った人でもあ

った。また本田さんが東京へ引っ越した後、浜松市在住のことさんが終生ご両親のお世話をされていた。 

さち夫人(92歳)とことさん(89歳)は、兄弟が多い本田家では一番仲の良い義理の姉妹で、さち夫人の信頼が厚く今でも親

しく付き合っておられる方である。 
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●本田さんが育てた…僧侶！ 

鈴鹿市の真言宗豊山派・慎福寺住職の吉田稔氏(昭和 19年生まれ)は私の親しい友人である。 

彼は中学生のとき『勉強は大好きだが…家が貧しいので高校や大学進学は諦めている…』と書いた作

文が読売新聞の「全国つづりかた教室コンクール」で最優勝に輝いた。 

それを偶然、新聞で見た本田さんはその幼い少年のひたむきな心に打たれた。そして吉田さんと弟たち

兄弟は本田家の温かい支援を経て全員が高校～大学へと進学した。吉田さんは大学卒業後、昭和 42

年ホンダの関連企業であるホンダエクスプレスに入社した。 その後、総務部長～アメリカの子会社・副

社長～カナダの子会社・社長を務め、私と同じく 55 歳でホンダエクスプレスを退職、現在は奥様の実家

である鈴鹿市の由緒あるお寺で、真言宗・慎福寺の住職を努めている。  

 

サラリーマンから転進して修行の厳しい真言宗のお坊さんになった逸材である。もともとお坊さんでなか

った彼の勉強振りは大変なもので、弘法大師・空海とその教えを檀家や子供達にも分かりやすく説法し

ている大変評判の良い僧侶である。 

慎福寺は真言宗・豊山派の末寺で、本山は奈良県の牡丹で有名な長谷寺(はせでら)で、約 380年の歴史

を誇る名刹である。また慎福寺には、幼くして亡くなった赤子を供養する水子観音や 22 体の独立した石

造の弘法大師像が設置されている。 

 

本田宗一郎さんが幼い少年に示した小さな温かい思いやりが、後に一人の僧侶を育てる結果ともなった

が、本田さんの崇高な理想は空海の教えと共に、吉田住職を通じて多くの人に語り継がれていくことだろ

う。このよう無神論・無宗教だった本田さんとの関わりあいのあった人の中にも、星川氏や吉田氏のよう

に仏教と深い関係にある方々がおられ、又、私との接点もあって誠に不思議なご縁である。 

＊無神論者だった本田さんは宗教関係への寄進こそされなかったが、自らのポケットマネーで、「本田財団」を作って 

国際シンポジウムを開催し、世界的な科学発明をされた方に多額の「ホンダ賞」を毎年贈呈している。また成績が優秀で

あっても経済的な理由で大学へいけない人達のために「作行会」を創設して学費の支援をし、この奨学金で約１,800 名近

い人が希望する技術系大学を卒業した。他にも東南アジア地域の優秀な人材を日本に招いて１年間教育する IATSS 国

際フオーラム(国際交通安全学会)も自らの資金で設立するなど多岐に亘って国際的な規模で貢献をされていた。 
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９）結び 

＜宗教の有無＞ 

宗教の有無や功罪について議論をすると 10 人いれば 10 の意見があってまさしく 10 人 10 色の考え方

があるようだ。宗教を必要とする人になぜかとその理由を聞くとうまく答えられないし、反対する人に問う

とこれまた明快な回答は出てこない。つまり宗教についての本当の意味が分からずに必要としたり、必

要でないといっているようだ・・・宗教とはそれだけ難しいものなのかもしれない。 

人間であること、人間として生きていることの意味は何か…を教えてくれるのが宗教であり、釈尊や空海、

親鸞の教えではないのだろうか？  

 

人間は産まれるときもひとりなら、死ぬときもひとりである。家族と一緒に暮らしていてもやはりひとりな

のかもしれない…それは死ぬ時にまで一緒に死ねる人はいないからだ。 ひとりで泣きながら生まれ、ひ

とりで孤独の内に死んでいく。 これはこの世に産まれた人間の宿命でもあるようだ。 

人は支えあって生きてきたが、最後は結局ひとりなのである。 

それだけに生きているとき、それをしっかり覚悟しておくことが重要なことかも知れない。 

 

＜地域社会の中のお寺＞ 

生活が苦しかった昔…昔といってもつい４０年ほど前頃まで、殆どの人は高校や大学へも行けなかった

が、お寺の坊さんは仏教という一つの文化を職業としており教養豊かな文化人であった。 

従って地域の住職は大変尊敬され一目を置かれていた存在であった。 

幼い子供達は境内や御堂で遊び、大人や年寄りはお寺の火鉢に当たりながら住職との団欒を楽しみ困

ったことの相談をしていた。また女性たちもやってきて愚痴を溢し嫁さんの悪口を言って憂さ晴らしをして

いた。お寺は悩んだり困ったりした人たちの相談窓口であり駆け込み寺でもあった。 

 

ふるさとを出ていた者は里帰りをすると真っ先にお寺に挨拶に出向いた。夏はお寺の境内で大勢の住民

が集まって賑やかな盆踊り大会も開かれていた。このようにお寺と地域社会は支えあって運命共同体の

関係にあった。こうした関係は私が高校時代までは続いていたように思う。 

戦後 50年過ぎて豊かになった現在、昔のような風情はどこの田舎でも殆ど見られなくなったようだ。 

庶民の暮らしも教養も豊かになった現在では、余ほど勉強が嫌いな者以外は誰でも大学へ行けるように

なった。教養は豊かになった反面今度は、科学万能時代となり仏教よりも科学を信じる時代となった。 

 

結果は心が貧しくなり人間社会が支えあう絆も次第に衰退し、1000 年に亘って続いてきたお寺と地域社

会との関係や接点も次第に薄れていき、お坊さんは葬式を出すことだけが職業となってきた。 

宗教のあり方も難しい時代となった。 

日本ほど自販機の多い国はない。直接会話をしなくても必要な物が手に入り、子供たちはパソコンで一

人だけで遊びができる時代となった。一方では最近の日本は痴呆の人の割合が急速に増えてきたそう

だ。口を利かないですむ生活環境が痴呆を多くする原因になっているようだ。 

 

＜人生の意味＞ 

人間社会には法律や規則があり、スポーツや芸術の世界にもルールやマナーなどがある。 宗教界に

おいても、昔から厳格に伝承されているしきたりや作法などがある。 誤った認識や迷信に惑わされない

よう宗教の基本的な知識や慣習を勉強しておくことも有意義なことだと思う。 

「俺は無神論者、無宗教者、無信仰者だから関係ないよ！」…などと強がりを言わずに、人間はしょせん

弱気な生き者なのだから、一度くらいその気になって仏の道、神の道を模索されてはいかが？ 

その上で、宗教や信仰についてご自身の見解を堂々と主張してほしいものである。 
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今回宗教についていろいろ勉強したが、結論として… 

『人生の意味と意義を知る』ことこそ人間の責任であると感じた。 

また人間の存在そのものが『修道的』で、それこそが人間存在の意味なのかも知れない！ 

 経済至上主義とニヒリズムが現代の深い病であり、その根底には無意識な人間のエゴイストがあって、

それを罪と見出してきたのが三大宗教の底に流れている共通点ではないだろうか。 

 

執筆に関しては、哲学者の梅原猛氏、宗教家の松原泰道氏、作家の五木寛之氏、三浦朱門氏、作家で

あり、天台宗・寂庵寺住職・瀬戸内寂聴氏、元国学院大学名誉教授・樋口清之氏、東洋大学・名誉教授

の金岡秀友氏、高名な皆さまの著書を勝手に抜粋させていただき、またインターネットを駆使して調査す

るなど私なりの視点と観点でまとめました。 

 

そして諸岡家の菩提樹・乗徳寺住職・栗田龍麿氏(真宗大谷派)、栗田住職の弟で大阪府池田市・順正寺

住職・橋川 惇氏(真宗大谷派)、更には友人の菰野町・大円寺住職・星川佳信氏(真宗大谷派)、鈴鹿市・慎

福寺住職・吉田稔氏(真言宗豊山派)にもいろいろとご指導いただきました。 ここに謹んでお礼申上げま

す。     

ご精読ありがとうございました…合掌！   
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