木

隆

泰

日爵畠p霊ωCNC凶H

としても︑南伝上座部所伝のパーリ仏典に代表される初期仏典︵原始

学者・道徳家として扱われることとなり︑また︑仏教を解明する材料

鈴

日本仏教は﹁葬式仏教﹂か一現代日本仏教を問い直す一

全体の構成

．問題の所在1﹁インド本来の仏教﹂と﹁日本の葬式仏教﹂と

仏典︶や︑大小乗を問わず論書が好まれることとなった︒大乗経典に

の中に説かれる種々の儀礼や呪法は︑初期仏典や論書から導かれる哲

表れる偉大な宗教家・救済者としての壮大なブッダのイメージや︑そ

の乖離
三．①②③に対する反論・反証

学者・道徳家としての歴史的ブッダ釈尊像︑及び﹁哲学的︑理性的︑

二．初期仏典を中心とした仏教‑四例︵①②③④︶

四．インド仏教と儀礼

合理的︑脱儀礼的︑脱呪術的な仏教﹂の像にそぐわないものと見なさ
れた一︒

五．﹃金光明経﹄における沐浴儀礼の肯定的受容一④に対する反
証

ゆる﹁インド本来のオリジナルな仏教﹂と︑漢訳された大乗経典を聖

当然の帰結として︑そのような手続きのもとに描き出された︑いわ

六一一．﹁霊感商法﹂

典として仰ぎ︑そこに表れる壮大なブッダを尊崇し︑そして葬儀や祈

六．現代日本仏教の問い直しーサンスカーラの無常性に立脚して
六‑二．自殺問題

祷など種々の儀礼・呪法に携わる日本の伝統仏教との間には︑極めて

大きな溝︑乖離が生み出されることとなった︒日本仏教を﹁葬式仏教﹂

六‑三．巧みな方便ξ電車9︒誌巴冒

脱呪術的な性格を持つものであった︒仏教の起源に置かれた歴史的人

じて高度に哲学的な教義を持ち︑極めて理性的︑合理的︑脱儀礼的︑

西洋文献学に基づく近代仏教学が描き出したインド仏教の姿は︑総

一．問題の所在一﹁インド本来の仏教﹂と﹁日本の葬式仏教﹂との乖離

者の距離を定量的に評価する作業が充分になされてきたとは言い難い

わらず︑今日に至るまで︑両者の間に横たわる溝を埋める作業や︑両

のような評価が日本仏教の根底を揺るがしかねないものであるにも関

このような事情を反映したものと言えよう︑︒さらに問題なのは︑こ

という侮蔑の意が︑程度の差こそあれ込められていることが多いのは︑

と呼ぶとき︑そこに﹁本来の仏教とはかけ離れ︑変質し堕落した仏教﹂

格としてのブッダ・シャーキャムニ︵釈尊︶は︑宗教家というより哲

一 31 一

山口県立大学国際文化学部紀要 第11号（2005）

ことである︒その結果︑日本の伝統仏教に携わる者たちは︑誠実であ
ろうとすればするほど︑自らの勤行・修行はおろか︑時には自らの信
仰についてさえ︑その正当性・正統性に疑問を抱き︑苦悶することと
なった︒

しかし︑本当にインド仏教は哲学的︑理性的︑合理的︑脱儀礼的︑

︹世尊︺﹁然らば村長よ︑あなたに尋ねよう︒思った通りに答え
てご覧なさい︒

殺生をし︑盗み︑淫らな行いをし︑嘘をつき︑他人を中傷し︑

悪口を言い︑おべっかを使い︑貧欲で︑怒りの心を持ち︑邪見を

抱く者がここにいたとしよう︒そこに大勢の人が集まってきて︑

あなたはどう思うか︒果たしてその者は︑大勢の人が請い︑礼讃

せよ﹄と請い︑礼讃し︑合掌して動き回ったとしよう︒村長よ︑

﹃この者が身体が壊れて死んで後に︑善い来世である天界に転生

あろうか︒また︑仮にそうであったとしても︑それはそのまま﹁日本

し︑合掌して動き回ったことで︑身体が壊れて死んで後に︑善い

脱呪術的であって︑日本仏教はそれとはかけ離れた姿をしているので

の研究成果に導かれながら︑﹁儀礼﹂を中心にインド仏教の実像を追

仏教の変質︑堕落﹂を意味するものなのだろうか︒本稿は内外の最新

︹村長︺﹁大徳よ︑そんなことはありません︒﹂

来世である天界に転生するであろうか︒﹂

の解消を試みるものである︒さらにその上で︑あらためて現代日本仏

︹世尊︺﹁さらにまた村長よ︑ある者が巨大な石を深い池に投げ

うことによって︑インド仏教と日本仏教との問に横たわる無用な乖離
教を問い直すきっかけを提示してみたい︒

入れたとしよう︒そこに大勢の人が集まってきて︑﹃お一い︑大

礼讃し︑合掌して動き回ったとしよう︒村長よ︑あなたはどう思

石よ︑浮かんでこい︑揚がってこい︑陸に昇ってこい﹄と請い︑

前述のように︑初期仏典や論書に基づく仏教学からは︑哲学的で合

二．初期仏典を中心とした仏教‑四例︵①②③④︶

理的で脱儀礼的で脱呪術的な性格を持つ仏教が描き出されており︑そ

して動き回ったことで︑浮かんだり︑揚がったり︑陸に昇ったり

うか︒果たしてその巨大な石は︑大勢の人が請い︑礼讃し︑合掌

︵中略︶邪見を抱く者があって︑そこに大勢の人が集まってきて︑

︹世尊︺﹁村長よ︑まさにそれと同じことなのだ︒殺生をし︑

︹村長︺﹁大徳よ︑そんなことはありません︒﹂

するであろうか︒﹂

の例は枚挙にいとまがない︒ここではパーリ語で記されている初期経
典から典型的な例を四つほど︑抄訳とともに紹介しておくこととする︒

①﹁祈祷は役に立たない﹂︵﹃相応部経典︵サンユッタ・ニ駐日ヤ︶﹄
より︶3︒

せよ﹄と請い︑礼讃し︑合掌して動き回ったとしても︑その者は

﹃この者が身体が壊れて死んで後に︑善い来世である天界に転生

たちがあって︑彼らは水瓶を携え︑苔草で作った花環を着け︑沐

転生するであろう︒﹂

身体が壊れて死んで後に︑苦しみのある︑悪い来世である地獄に

︹村長アシバンダカプッタ︺﹁大徳よ︑西の地方出身のバラモン

常行をなし︑火︹の神アグニ︺に仕えることで︑死者を送り︑慰

②﹁呪術に携わるな﹂︵﹃経集︵スッタニパータ︶﹄より︶︑︒

め︑天界に昇らせるそうですが︑大徳よ︑︹釈迦牟尼︺世尊・応
供・等正覚もまた︑一切世間の人が身体が壊れて死んで後に︑善
い来世である天界に転生させることができるのですか︒﹂
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︹世尊︺﹁︹私の弟子は︺アタルヴァ・ヴェーダの呪法も夢占い
も相占いも星占いも行なってはならない︒﹂

所収のマハーパリニッバーナスッタンタ︶﹄より︶︐︒

③﹁出家者は葬式に関わるな﹂︵﹃大般浬樂経︵ディーガ・ニカーヤ

︹仏弟子アーナンダ︺﹁大徳よ︑私たちは如来の遺体をどのよう
にしたらよろしいでしょうか︒﹂

︹入滅間近の世尊︺﹁アーナンダよ︑そなたたちは如来の遺体供

養に関わるな︒アーナンダよ︑そなたたちはどうか自身の目的

くことになりましょう︒︵中略︶また︑もし河川があなたのなし

た悪業を運び去ってくれるなら︑同時に善業をも運び去ってしま
うではありませんか︒﹂

これらの記述にそのまま従う限り︑①②③④に表されたインド仏教

と︑葬儀や種々の祈祷・呪法に携わり︑沐浴・水行を実行する日本仏

教との乖離は決定的であり︑両者の差を埋めることなど到底不可能と
も思えるほどである︒

うか︒実は決してそうではなかった︒ここではまず先の四例のうち︑

では︑インド仏教では本当に儀礼や祈祷が禁止されていたのであろ

三．①②③に対する反論・反証

いのだ︒自身の目的に勤め励み︑専念しなさい︒アーナンダよ︑

①②③に対する反論・反証を示してみよう︒

︵利益︶のために励んでもらいたい︒自身の目的に専心すればよ
如来を信仰するクシャトリヤの中の賢者たち︑バラモンの中の賢

まず①に関しては︑実はここで問われているのは﹁仏教はバラモン

者たち︑資産家の中の賢者たち︑彼らが如来の遺体供養をなすで
あろう︒﹂

と同じことをするのか﹂ということであって︑祈祷それ自体を否定し

説く﹃シンガーラへの教え﹄8において釈尊が︑在家の青年シンガー

たものではないとする解釈が可能である︐︒例えば︑在家者の徳目を

︹仏弟子プンニカー︺﹁バラモンよ︑あなたは何を恐れて常に水

ラが儀礼を実行すること自体は否定していないのと同様に︑この①に

④﹁沐浴・水行は無意味だ﹂︵﹃長老尼偶︵テーリーが三門ー︶﹄より︶︑︒

に入っているのですか︒あなたは手足を震わせながらひどい寒さ

おいても釈尊は︑バラモンたちが祈祷すること自体を否定したのでは

ろう︒その意味で①は︑仏教とバラモンとの役割分担の表明とも言え

なく︑ただ自分は別の道を歩むと宣言したものと理解して構わないだ

を感じています︒﹂

︹沐浴行をなすバラモン︺﹁プンニカーよ︑私が善業を行い悪業

る︒出世間的価値を志向する仏教と︑在俗の宗教家であるバラモンと

を防いでいることを知りながらわざわざ尋ねるのか︒老若︹男女︺

を問わず︑悪業を行ったとしても︑沐浴をすればその悪業から逃

は︑目指すところもそのありようも異なっていたためにお互いに共存

できたのである︒仏教とヒンドゥー・バラモン教との共存については︑

れることができるのだ︒﹂

︹プンニカー︺コ体どこのもの知らずが︑もの知らず︹のあな

次に②について言えば︑これも﹁ヒンドゥー・バラモン教の呪術に

次章﹁四．インド仏教と儀礼﹂で扱うこととしよう︒

どと言ったのですか︒︹もし本当にそうであるならば︺蛙や︑亀

携わるな﹂と言っているだけで︑仏教独自の呪術を禁止しているわけ

た︺に向かって﹃沐浴をすれば悪業から逃れることができる﹄な
や︑竜や︑蛇や︑その他あらゆる水棲生物もすべて天界におもむ
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らあるのである9︒

えている︒そのために南伝仏教は﹁パリッタ仏教﹂と呼ばれることす

呪文が発達し︑現在でも彼らは出家・在家を問わずこのパリッタを唱

ではない︒実際︑南伝のパーリ仏教ではパリッタと呼ばれる厄除けの

が古代インドにも存在していたはずであろう︒ところが︑そのような

とりわけ︑結婚式や葬式などの通過儀礼を持った﹁仏教徒カースト﹂

ないのなら︑現代の南アジア社会に見られるような︑仏教独自の儀礼︑

を容認︑あるいは無視・放置していたと考えられている︒もしそうで

葬送儀礼は︑遺体の処理︑火葬︑遺骨の供養︑という三段階に分けら

寺院を訪れても︑結婚式は神前やキリスト教会で行ったり︑地域の神

ちょうど日本の多くの仏教徒が︑葬式や年忌法要などの仏事の際には

カーストが存在していた痕跡は︑現在まで認められないのであるB︒

れ︑ブッダが禁じたのは第一段階の遺体処理に関わる供養儀礼︒・g・昌居室

社の祭礼に参加したりするように︑古代インドの在家仏教徒も︑種々

さらに③については︑ω︒げ︒b①pロリO昌や佐々木冨OOω﹈によれば︑

b9鋤のみであり︑しかもその禁止も︑自分の修行が完成していない

しかし日本の仏教徒でも︑篤信家になればなるほど︑お守りも神社

の儀礼を含めた所属カーストの義務を果たしながら︑同時に仏教徒と

執行し続けてきた︒したがって︑これまで流布していた﹁インド仏教

のものではなく寺院のものを求めたり︑葬式のみならず結婚式なども

して出家修行者たちを主に財政面から外護していたのである︒

の出家者は葬儀に携わらなかった﹂という説は︑現在では大幅な修正

仏教式で実施したいと願うことがあるのと同様に︑インドにおいても

アーナンダに対する禁止に過ぎないという︒事実︑QQ︒ゲob①づロリリΣ

を迫られているのである︒ただし︑彼らが出家者の葬儀は執行しても︑

仏教に対する信仰が篤くなればなるほど︑それが出家者であれば教義

が明瞭に示したように︑インド仏教の出家者は同僚の出家者の葬儀を

在家者の葬儀は決して執行してこなかったこともまた事実であるm︒

や瞑想などの﹁エリート的価値観﹂に関わるものに止まらず︑そして

い︒したがってインドの在家仏教徒は︑出家者を福田として尊敬し布

は︑出家者側からの積極的な発言や関与は控えられていたと言ってよ

家者の社会生活における︑儀礼を含む種々の具体的行動規範について

ちの修行生活を守るかという点に最大限の注意が払われていたE︒在

在家者からの尊敬︑そして布施を獲得し︑それによっていかに自分た

との関係も︑威儀正しく振る舞うことによって自らを福田たらしめ︑

われていたn︒彼らの第一関心事は自己の修行の完成であり︑在家者

す出家者集団︑いわば超俗的価値観を持った宗教エリートによって担

次整備していったことが分かる︒エリートの建て前だけでは済まされ

も︑そのような︿願い﹀に応えながら︑仏教は様々な儀礼や呪文を順

てくる願い﹀を無視することはできなかったのである︒仏教史を見て

という︑出家者・在家者の別なく＜頭で考えなくても自然と湧き上がっ

典を持つ南伝上座部仏教であっても︑﹁仏教の呪文で日常の厄除けを﹂

宗教エリートを中心に伝授され︑彼らの価値観に従って整理された聖

のパリッタを︑撰災招福をもたらす儀礼として日常的に唱えている︒

教にもパリッタと呼ばれる呪文があり︑現在の南叩上座部仏教徒はそ

いと願ったとしても不思議はない︒実際︑先に見たように︑パーリ仏

﹁ヒンドゥー式﹂で実行していた種々の儀礼を﹁仏教式﹂で実施した

それが在家者であれば聞法や布施をする段階に止まらず︑以前まで

施をしながらも︑日常生活は自らの所属するカーストの義務に従いな

ない︑﹁宗教の世界﹂がそこにあると言える︒

インドの伝統仏教は︑﹁剥離﹂という世俗を離れた究極目標を目指

四．インド仏教と儀礼

がら︑ヒンドゥー社会の様々な儀礼に携わっており︑出家者側もそれ
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﹁仏教の堕落だ﹂と言われるならば︑パリッタを含む初期仏教︑すな

う︒もし﹃金光明経﹄の態度が﹁ヒンドゥー教への同化だ﹂あるいは

わち︑歴史的ブッダに最も近いと考えられている仏教も同様に断罪さ

ここで︑先の四例のうち︑保留となっていた④の反論・反証を行う

五．﹃金光明経﹄における沐浴儀礼の肯定的受容1④に対する反証
こととしよう︒最も強力な反論・反証の一つとしては︑中期大乗経典

れなければならないはずである︒専門家が自分の頭の中だけで﹁これ

︵だけ︶が仏教だ﹂というものを作り上げてしまい︑それにそぐわない

に属する﹃金光明経﹄における︑宗教儀礼・修行としての沐浴・水行
の肯定的受容を挙げることができるK︒

ものを仏教という枠から排除しようとすることは厳に慎まなければな

以上の考察を通じて︑大乗仏教に属する﹃金光明経﹄が沐浴を仏教

らないだろう︒

に取り込んだ理由を︑﹁仏教の儀礼として実行したい﹂というく仏教

︹弁才天︺﹁説法師である比丘たち︵11出家者︶と聞法獲たち
︵11在家者︶の利益のため︑呪句と薬草︹の名／薬効︺を伴った

徒の願い﹀に応えようとしたことに求めることが可能となった︒それ

は同時に︑インドの伝統仏教一いわゆる小乗仏教1が︿願い﹀に十分

て︺遊星・天体・生死の苦︑一切の闘争・反目・不快な心の乱れ・

混乱・悪夢・悪鬼の苦︑一切の悪霊や起屍鬼︹の苦︺は鎮まるで

に応えていなかったことをも意味する︒それゆえ﹃金光明経﹄の姿勢

沐浴法撃915爵胃日9︒ロを説いてあげましょう︒︹その沐浴法によっ

しょう︒賢者たちが沐浴する際の薬草と呪事は次の通りです︒﹂焉

は︑様々な教えを包含できる﹁大きくて立派な乗り物日9げ91楼91轟

しかもインド社会における普及の度合いから判断すれば︑沐浴・水行

︵σqお讐く①ぼ9①︶﹂としての大乗仏教の面目躍如たるものと言えよう節︒

特に︑④においては﹁もの知らず︑無知鉱雪β︒σ﹂と評されていた沐

を仏教独自のものとして整備することは︑他の儀礼を取り込むよりも︑

以下︑弁才天は︑沐浴儀礼の執行法について詳細に説明していく︒
浴行者が︑﹃金光明経﹄では一転して﹁賢者窟早馬＄﹂と呼ばれている

︿願い﹀の充足という点で︑はるかに大きなステップを踏むものであっ

無ではなかったようである︒しかし本稿におけるこれまでの考察に従

たり︑ときには﹁仏教の変質︑堕落﹂と断罪するような極端な例も皆

同化していく︑あるいは吸収されていく傾向を示している﹂と解釈し

づいて︑﹁﹃金光明経﹄のこのような姿勢は︑仏教がヒンドゥー教へ

に導入した背景を説明するにあたり︑従来の研究の多くは④などに基

さて︑ヒンドゥーの代表的儀礼である沐浴を︑﹃金光明経﹄が仏教

体のある独自の社会グループと見なされ︑新たなカーストとしてイン

と言える︒なぜならば︑日常儀礼や通過儀礼等を完備した集団は︑実

である︒そこには︑インド社会に生まれたインド仏教の限界があった

家者の葬儀は︑どこまでもヒンドゥー社会の儀礼に委ねられていたの

とがなく︑そしてその姿勢は大乗仏教においても踏襲され続けた︒在

統仏教は出家者の葬儀は執り行うものの︑在家者の葬儀には携わるこ

ることができたわけではなかった︒その代表例が葬儀なのである︒伝

しかし︑伝統仏教・大乗仏教ともに︑︿仏教徒の願い﹀全てに応え

た︒

ことにも注意しておきたい︒加えて︑この沐浴作法が出家にも在家に

えば︑﹃金光明経﹄が沐浴を肯定的に受容した背景も︑従来はヒンドゥー

ド社会に組み込まれてしまうからである︒インド社会︑すなわちピン

も適用されることも看過できない点である︒

として正当に位置づけようとしたく仏教徒の願い﹀に求めるべきでろ

社会に委ねて無視あるいは放置してきた沐浴儀礼を︑﹁仏教の儀礼﹂
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さらに今度は正反対の評価として︑日本の伝統仏教が︿現代日本人

させることになってしまう︒

の願い﹀にきちんと応えていないのではないかという批判もある︒新

興宗教集団が次々と登場している現状は︑その批判を裏付けるものの

執行していることは︑﹁インド仏教との乖離﹂ではなく︑﹁インドでは

自殺pがこれほど起こらないのではないか︑という意見に対しても︑

団⑱やいわゆる﹁霊感商法﹂による被害や︑心に悩みを抱えた方々の

一つであろう︒また︑もしきちんと応えているのであれば︑カルト集

実現しようとしてもできなかった︿仏教徒の願い﹀が日本で叶ったも

伝統仏教に携わる以たちは真摯に耳を傾けなければならないはずであ

はない︒﹁日本仏教は葬式仏教だ︑儀礼や祈祷ばかりだ﹂と言われる

応えられない宗教が生き残れないのは︑別段インドに限られるもので

も︑その社会に生き残ることはできないのである︒そして︿願い﹀に

い﹀に応えられない宗教集団は︑いかに高度な思想を振りかざそうと

はインドからその姿を消していくこととなった︒人々の切実な︿願

社会に本当の意味で根付くことはできず︑歴史の流れの中で︑ついに

まで完備することのなかったインドの仏教は︑宗教集団としてインド

法︑儀式︑祈祷など種々の宗教行為一がサンスカーラの無常性に立脚

活かす要ともなっている・︒︒もし︿願い﹀への応え方‑具体的には説

を基本とする多義のことばであって︑仏教を真に理解し︑それを今に

力・作用︶はいつまでも同じ状態にはない︵鈴署器9おの惹胃91β︒巳蔓移︶﹂

る﹂などという意味に限らず︑﹁全てのサンスカーラ︵自己を形成する

ている︒それは﹁諸行無常﹂である︒これは﹁全てのものは移り変わ

という︑一見すると相矛盾する問題を解く鍵を仏教は始めから持っ

﹁日本仏教は︿現代日本人の願い﹀にきちんと応えているのか﹂

﹁ただ何でも︿願い﹀に応えるだけでよいのか﹂

実は︑これら︑

る︒

ことが多いが︑儀礼や祈祷の背景にあるく人々の願い﹀を考慮すると

しているならば︑上記の問題を解き︑仏教と似非宗教とを峻別する試

金石ともなり︑ひいては︿現代人の願い﹀に真の意味で応えることも

のである︒百万円儲けたとしても︑それで満足することは稀で︑次は

紹介するが︑紙面の都合上︑霊感商法と自殺問題の二例を挙げるに止

以下に﹁諸行無常︵サンスカーラの無常性︶﹂に立脚した対応例を

できるであろう︒

二百万円︑その次は五百万円︑と際限がない︒本当の意味での心の平

めたい︒

ならば︑余りに身勝手な欲求を儀式や祈祷によって叶えようとするこ

和・平安・安心︵あんじん︶を与えることが仏教の使命であるとする

点にも常に注意を払う必要があるだろう︒人間の欲望は果てしないも

しかしその一方で︑︿願い﹀に応えるだけでよいのかどうかという

である︒

き︑日本仏教がなぜ日本社会に根付いたのかがはじめて見えてくるの

あるはずだ︒出家者向きの儀礼はあっても︑在家者向きの儀礼を最後

際してその宗教が面倒を見てくれないというのは︑大変寂しいことで

の﹂と捉えるべきであろうη︒ある宗教の信者でありながら︑臨終に

そのように考えるとき︑日本仏教が在家者の葬儀に携わり︑それを

六．現代日本仏教の問い直しーサンスカーラの無常性に立脚して

ド
、

ある

社
会
が

︸に

つ

とは︑欲望を煽ることでかえって安心を阻害し︑結果として苦を増大
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﹁霊感商法﹂

に気づくのである︒

人に向かって︑﹁そのような世界観は間違っている﹂と理性的・合理

この問題を一層複雑にしているのは︑世界Bに住み替えてしまった

性や合理的手続きによって解決できる性質のものばかりとは限らない︒

なぜならば︑その人はもともと︑理性的・合理的な手続きでは解決さ

的な手続きのもとで説明したとしても︑ほとんど効果がない点である︒

鈴木富O毒念でも論じたように︑われわれが直面する問題は︑理

人を不慮の事故で亡くしてしまったり︑難病に罹ってしまったり︑先

れない問題で悩んでいたからである︒したがって世界Bの住人を救う

例えば︑真面目に働いてきたのに事業に失敗してしまったり︑最愛の
天的後天的を問わず心身に障害を負ってしまった場合など︑﹁なぜ私
その答えを見つけようとするものである︒しかし︑そのような苦難に

界Cに住み替えさせた上で︑そこを迂回して世界Aに連れ戻す方法が

今度は善い方向︑プラスの方向のサンスカーラを発動させ︑新たな世

には︑﹁サンスカーラは様々に発動される︵諸行無常︶﹂に基づいて︑

は往々にして︑明確な原因や理由が理性や経験によっては導かれない

有効である︒具体的には︑その人が信じている悪業︵より正確に言え

︹だけ︺にこのような不幸が降りかかるのか﹂と人は苦悩し︑何とか

ことが少なくない︒この種の︑理性で解決することが難しい形而上の

い悪業を浄化し︑世界Bで植え付けられた不安を取り除くのである︒

ば︑悪業を信じているその人自身︶を否定せず︑そのような集団に大

問題を抱えて苦悩している人に向かって︑霊感商法はその問題を起

もちろん︑世界Cで必要とされる出費が︑世界Aで通用する常識とか

問題に答えを与えようとする試みの一つに︑人が長年に亘って育んで

こしている︵とされる︶原因を説明する︒原因としては﹁先祖がなし

け離れてはならないのは言うまでもない︒また︑世界Aと世界Cが相

金を納めなくても悪業を全て浄化できる祈祷がある︑という世界Cを

た悪業﹂﹁本人が過去世になした悪業﹂などが代表例であろう︒その

互に排他的でないならば︑そのまま世界Cに住み続けたり︑世界Aと

構築させてそこに住み替えさせ︑その世界のルールに則って祈祷を行

説明を受けた人は︑﹁自分が苦悩しているのは︑先祖がなした悪業の

世界Cを行き来しても構わないだろう︒﹁サンスカーラを︑一つの世

きた宗教という文化があると考えられる︒そして﹁霊感商法﹂は︑宗

せいだ︑自分が過去世になした悪業のせいだ﹂という世界︵世界Bと

界を構築する方向にだけ固定化する必要はない︵諸行無常︶﹂からで

教のこの働きを悪用するものといえる︒その手口を見てみよう︒

呼称︶を構築し︑その世界の住人となってしまう︒より正確に言えば︑

ある︒

た悪業に帰する世界を信じる﹁自己﹂を形成してしまうのである︒こ

自分の抱える問題の原因を︑先祖のなした悪業や自分が過去世になし

自殺の動機には様々なものが挙げられようが︑こうであって欲しい

六‑二．自殺問題

導され︑サンスカーラを悪い方向︑マイナスの方向に発動し︑世界B

自分︵自分Bと呼称︶と現実の自分︵自分Aと呼称︶との間にギャッ

の自己形成作用こそサンスカーラに他ならない︒そして霊感商法に誘
の住人となってしまった人は︑その世界のみに通用するルールに則り︑

プがあり︑そのギャップが埋めがたく︑そのために自分Aを消してし

・難病に罹ってしまった自分Aと︑健康な自分B

まわざるを得ない︑という構⁝造は共通していよう︒例えば︑

﹁悪業を浄化するための﹂高価な商品や高額な祈祷に対して惜しげも

なく金を払っていく︒そしていつしか世界Bを離れこちらの世界︵世
界Aと呼称︶に戻ってきたときに︑はじめて自分が騙されていたこと
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・尽くしてきた会社を解雇された自分Aと︑その会社で働き続ける

自分B
・自己の存在理由がつかめず生きている意味の分からない自分Aと︑

人生の目標に目覚め希望に燃えながら湛進ずる自分B
・生きていること自体が苦痛である自分Aと︑生を満喫している自
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ヘ

そこの家族に所属している自分﹂﹁どこどこ会社に勤めている自分﹂

ヘ

へ

﹁なになにができる自分﹂﹁誰それに愛されている自分﹂そして﹁なに

なにしなくてはならない自分﹂﹁こうであって欲しい自分﹂﹁こうでな
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ければならない自分し﹁こうでなければ価値のない自分﹂と︑自分を

様々な属性で飾っていく︒しかしこの傍点を付けた属性は全てサンス

カーラの産物なのである︒サンスカーラはいつまでも同じ状態にない

サンスカーラの無軌道な発動に拍車をかけ︑結果︑われわれの属性へ

むことなく次から次へと属性が付いてくる︒現代人の抱える疎外感は

︵諸行無常︶ために︑時と場合によって姿を変えながら︑それでも止

界B︶をサンスカーラによって構築し︵より正確かつ直裁に言えば︑

これらの例ではいずれも︑自分は自分Bでありたいという世界︵世

自分Bそのものを形成し︶︑その世界B・自分Bと現実の世界A・現

の依存度はかってないほど強くなっていると言える︒

しかし﹁諸行無常﹂の考え方に立てば︑人が認識するのはあくまで

実の自分Aとの間に埋めがたいギャップが生じてしまったことで︑世

界A・自分Aを受け入れがたいものへと変えてしまっている︒このよ

その人の世界の構成要素には入ってこない︒その人の世界はその人が

﹁その人が認識した世界﹂であって︑その人が認識していないものは

とを︑仏教では苦9算げ9と呼ぶ︒そしてその苦に耐えきれないとき︑

サンスカーラで構築しているのであり︑世界をそのように構築し認識

うにサンスカーラによって形成され︑容易に埋めがたいギャップのこ

人は自らの存在を世界B・自分Bへと全思郷し︑世界Aに生きる自分

する自分を作っているのである︒

人はすでにマイナス方向のサンスカーラを発動して︑世界Aの否定体

け入れよ﹂と説いたところでほとんど意味をなさない︒なぜならその

るa︒したがって﹁生きる意味﹂を仏教的に捉えれば︑﹁存在すること

人は自ら世界を作り︑はじめからその﹁世界の中心﹂にいるのであ

が自分と他にあって︑その中にぽつんと存在しているわけではない︒

もう一度繰り返そう︒人は自分で世界を作っている︒客観的な世界

Aを否定︵11自殺︶してしまうことがあるのである︒

として位置づけられる世界Bの住人になってしまっているからである︒

︵生きていること︶︑それ自体が生きる意味だ﹂ということになる︒存

このような苦を感受している人に向かって︑﹁自分A・世界Aを受

したがってその人への対応策も︑やはりサンスカーラの無常性︵諸行

在しているからその人の世界があるのであるから︑その世界に存在す

人は﹁何かしなくてはならない﹂とサンスカーラを発動させて自ら

無常︶に立脚しなければならない︒例えば︑生きる意味を失っている

に属性を付与し︑どんどん自分を限定していってしまいがちであるが︑

ることの意味は︑存在すること自体に求められることになる︒

く︑人が自ら世界を構築していることを教えていく必要があるだろう︒

本当は﹁何かしなくてはならない﹂ようなものは何もないことになる︒

人に対しては︑人は客観的世界の中にぽつんと存在しているのではな
﹁科学的・客観的﹂思考に偏り過ぎたせいで︑客観的な世界がまず

それは言い換えれば︑自己存在の絶対肯定に他ならない％︒

﹁諸行無常﹂に則れば︑存在するだけで人には意味があるからである︒

最初に︵アプリオリに︶あって︑その中にただ独りで放り出されたよ
へ

うな疎外感をわれわれは持ちがちである︒そしてその疎外感を埋めよ
ヘ

うと︑自分に様々な属性を付けて安定させようとする︒いわく﹁どこ
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巧みな方便ξ碧9冨誌巴冒

以上二つの問題について見てきたが︑言うまでもなく︑筆者が提示

部経典﹄︶

蜜§ミ§‑ミ言蚕α＜巳︒︒こ団坐一目①蓉ωa①多
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象

§ミ甲O鋤ミ鼻℃㊤＝日①×けωo︒δ多ピ︒巳oF︵﹃長老早早﹄︶

虫

渇桾伯o典﹄︶

して適応すれば済むという性質のものでは決してない︒良医が患者の
§ミ己

象慧亀ミ§§§︑ぎ9巴・国●国霞5㊤冨島匂u●Z9且すω叶●

したのはあくまで考え方の基本線であって︑その通りにマニュアル化

病状に合わせて様々な処方箋を出すように︑﹁諸行無常﹂に則りなが

宮

鴫①8窃げ醇σq博一〇〇︒︒山O一P︵﹃法華経﹄︶
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インドの僧院生活﹄︵小谷

︿近代仏教学﹀とく仏教V︑﹃仏教学セミナー﹂

薯﹂①ω山︒︒b︒︒
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ミ︒＝︑犀巴掌︒げ鋤︑犀巴葛9︐雪目げ9︐自由ヨ9︒冨︐匙二冨く9b昌帥︐＜ぎ妾出旨旨︐冨α9ーザ

591目㊤b91b9犀曽ヨ巨91b切目琴09ミ︒︒鋤σqσq鋤唇5ロ昌鋤σq㊤日♂︒︒帥5菖銘ω
げ9
げけ
①く群口91日
日㊤仁仙口業曽犀碧臼9b91＼冨91σq91＄︒︒二恒︒・

ひろロリ︒︒S一命謹﹈は筆者と同様の理解を示す︒

b巨91＜筈①遷二B︵§Q︑己 Nω刈一N艀ω︶︒中村ロリ︒︒卜︒⁝綬︐切9一〇り﹈参照︒

⁝︒・98一日鋤口9山好08b91づ9桓b二げげ①犀9帥届く①げ①団団

7

ω︒︒卜︒

防護呪パリッタ冨算鐙︵サンスクリット語ではb霞畔91︒5曽︶につ

8 面魂ミミ勘§吻ミミミ匙︵導葺一・︒P一︐一89一ω︶︒

9
いては奈良ロリお二⑩ω‑睡り倉卜︒り︒︒‑ωO卜︒

を参考にした︒パリッタは初期仏典にすでに表れており︑その起源
はインドに求められる︒

@その理由については︑本稿の﹁五．﹃金光明経﹄における沐浴儀

礼の肯定的受容i④に対する反証﹂において考察する︒

@本章の内容は︑鈴木﹇NOO呂の記述を踏襲したものである︒

ロリリリ﹈やショペン﹇NOOO﹈を参照されたい︒

@インドにおける出家者と在家者との関係については︑佐々木
@仏教徒の生活文化や︑古代インド社会及び現代南アジア社会にお
ける仏教徒カーストに関して︑奈良ロリお⁝ω山b︒w卜︒①α‑ωb︒P艀︒︒ω出O出
ロリ︒︒切ω︒︒‑蔭b︒ふ㎝‑し︒ρ①︒︒‑胡﹈ロO︒︒︒︒二一ω・一①ω﹈ロリリω⁝一N虞O﹈を参考

にした︒
@﹃金光明経︵蜜§ミ匙曾ミく寒魯︒§ミ§葛︑︑§貸ぎ︑＆亀︶﹄は﹁大弁才

天女品︵象ミ鶏ミ督ミセミミ︶﹂︵坐ぐ一〇N︐一一N︶の中で沐浴の鼠昌9を肯

匹﹇b︒OO出は︑﹃金光明経﹄が沐浴儀

Nb︒刈幽㎝︒︒﹈︑固巨目①匡︒二面リリ①⁝置‑お﹈︑長野﹇一りcO∞．﹈

定的に受容している︒﹁大弁才天女品﹂の内容については︑Zoげ巴
ロリ巴﹈ロリ㎝︒︒

を参照されたい︒さらにω自

として沐浴などのヒンドゥー儀礼の受容を拒否するものもある︒こ

れは次章﹁六．現代日本仏教の問い直しーサンスカーラの無常性に

立脚して﹂で説明する﹁処方箋﹂の違いに基づくものであって︑儀

礼の受容・拒否︑どちらの立場も仏教として成立しうる︒どちらか

一方のみを仏教と決めつけ︑他方を排除しようとする態度は改めら
れるべきではないだろうか︒

@この捉え方に対しては︑﹁出家者が在家者の葬送儀礼に関わって

いたのは別段日本に限ったことではない︒中国からの影響︑そして

系譜も考慮すべきだ﹂という尤もな意見が提出されるかも知れない︒

たしかに︑圭室ロリ①ω⁝りり﹈が述べるように︑日本で行われている

仏教式の葬法は︑中国で儒教葬祭の影響を受けて形態を整えていっ

たものとされている︒しかし﹁インド仏教と日本仏教との問に横た

わる無用な乖離の解消﹂を目指す本稿の場合は︑﹁中国からの影響︑

系譜﹂を特段考慮する必要はないはずである︒﹁インド仏教と日本

仏教とは違う﹂という見解が提出されているときに︑﹁中国仏教も

インド仏教と違うではないか﹂と応えることは︑﹁薫製ニシン︵語山

①①﹈は︑﹁日本では﹁目付役﹂になれる伝統宗教が

んでおり︑本稿が目指す問題の解決には資さないからである︒

ゲΦ霞ぎσq導陛の訂碧8δ戸①＜9︒︒・δ口︶﹂という論証の誤謬に陥る危険を孕

@竹下ロリOり
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日本仏教は「葬式仏教」か一現代日本仏教を問い直す一

@﹃警察統計資料﹄︵平成十六年七月発表︶によれば︑平成十五年の

の対応の不備を指摘している︒

ほとんど機能していない︒﹂と︑カルト集団に対する日本伝統宗教

かし︑仏教の教えに共感し︑その道を歩んでいくのも︑サンスカー

はそのように﹁作られた自己﹂によって縛られていってしまう︒し

偏執的自己愛に満ちた自分自身を作り上げてしまい︑その結果︑人

@﹁諸行無常﹂﹁サンスカーラ﹂の基本的理解に関しては︑すでに鈴

自殺者数はω声量﹃人に及ぶという︒

完全な制御はブッダ以外にはできないものである以上︑ブッダなら

ラを発動しているその人自身に他ならない︒しかもサンスカーラの

明を加える︒

木﹇NOO貯 NOO面戸卜︒O謹︒﹈において提示した︒以下に若干補足説

であるからこそ︑﹁仏教の教えに共感し︑その道を歩んでいく﹂自

ざる者はサンスカーラと共生していく道を選ばざるを得ない︒そう

べるのである︒﹁世界の中心にいる﹂という感覚も︑自己中心的な

己を形成していくことを﹁プラス方向のサンスカーラの発動﹂と呼

完全には制御することのできない﹁自己形成作用︑世界構築作用﹂

世界を構築するのではなく︑主体的に世界に向かい合うことで疎外

サンスカーラ︒︒9︒日︒・閃胃9は︑ブッダならざる者にとっては発動を

である︒ブッダ以外の者は︑サンスカーラによって自己を形成し世

そのサンスヵーラがプラス方向のものとなることを強調しておきた

感を解消し︑他者との共感性を高めていくという意味で捉えてこそ︑

い︒

界を構⁝築していく︒そのようにサンスカーラによって形成・構築さ

ダは﹁無為器998︒・貫鼠︵作られないもの︶﹂の世界︵11浬葉巳署習9︶

@付言しておけば︑このようにして絶対肯定された﹁自己﹂は︑決

れたものを﹁有為＄ぢω昏鼠︵作られたもの︶﹂と呼ぶ︒一方︑ブッ

の住人であり︑例えば有名ないろは歌では︑﹁有為の奥山今日越え
て︑浅き夢みじ酔ひもせず﹂と︑浬桑・ブッダの境地を目指す決意
が謳われている︒したがって︑有為の世界は最終的︵巨浬葉に到達
してブッダになった時点︶には捨て去られるものである一方︑ブッ
ダになっていないうちは︑われわれはどこまでも有為の世界に住み
続ける他はない︒しかし︑有為には区別があって︑有為を存続させ
る﹁有漏︒︒91︒・重く9﹂と︑無為の方向に向かう﹁無漏碧似︒・冨く9﹂に

分けられる︒本稿では︑﹁有漏の有為﹂を作るサンスカーラを﹁マ
イナス方向﹂︑﹁無漏の有為﹂を作るサンス葦毛ラを﹁プラス方向﹂
と呼称する︒仏教と似非宗教は︑仏教が﹁プラス方向﹂のサンスカー

ラを利用するのに対し︑似非宗教が﹁マイナス方向﹂のサンスカー
ラを利用︵悪用︶するという点において︑両者を明確に区別するこ
とが可能である︒

@サンスカーラの勝手な発動を放置しておくと︑自己中心的な世界・

一り⑩・b︒b︒O﹂の説

@﹃法華経︵象§ミミ§ミ督︑ぎ︶﹄の第二章︵鴇Nり・紹︶は﹁方便

明が明快である︒

等と自他未分化との違いに関しては︑羽矢﹇NOOω

自他未分化という未発達な状態を指すものではない︒この︑自他平

教のいう自他平等は︑自も他もあった上での両者の絶対肯定であり︑

と言ってよい︒自他平等を自他未分化と誤解する向きもあるが︑仏

対肯定される世界が︑仏教の目指す﹁浬桀︵目真の平安︶の境地﹂

るからである︒自己と他者があった上で︑それぞれがそのままに絶

し出されるとき︑存在するありのままの他者も同時に照らし出され

なサンスカーラの発動を制御し︑存在するありのままの自己が照ら

して他者を排除するものではない︒﹁諸行無常﹂に従いながら無用

22

相手に応じて自在にことばに投影し︵巨処方箋を出し︶人々を救う

品︵§ミ︒ぎミ旨骨§ミ㍉︽ミ§︶﹂と名づけられ︑目に見えない真理を︑
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ブッダを讃えている︒

@相手の病状︵状態︶に応じて処方箋を出す︵説法する︶ことを︑
仏教では﹁四病与薬﹂や﹁対機説法﹂﹁随機説法﹂と呼びならわし
ている︒﹁機﹂とは﹁機根ぎ脅好⇔﹂のことで︑﹁相手の状態・能力﹂

を意味する︒例えば︑﹁誰にも受け入れられていない︑誰にも愛さ
れていない自分﹂がいる世界の住人となってしまったせいで自殺を
志願する者に対しては︑﹁サンスカーラに基づく自己形成・世界構
築︵諸行無常︶﹂の理解に則り︑﹁神さまに愛されている︑仏さまに

愛されている自分﹂が成立する世界へ住み替えさせることもある︒
ただし︑まさに﹁サンスカーラの発動は万人共通ではない︵諸行無
常︶﹂ために︑その住み替えが誰にでも可能なわけではない︒その
ため︑時には﹁自殺をすると地獄に堕ちるぞ﹂と説いて︑﹁自殺を
したら地獄に堕ちてしまう﹂が成立する世界へと住み替えさせ︑自
殺を思いとどまらせることもある︒しかしその一方で︑不幸にも身
内に自殺者を出して悲しんでいる人に対しては︑﹁亡くなられたお
身内はこの世でもう十分苦しまれた︒今頃は仏さまのところで安心
して暮らしていますよ﹂と説いて︑その人を﹁自殺した身内は仏さ
まのもとにいった﹂が成立する世界へと住み替えさせることもあり
得る︒人々を救うため︑相手の状態の違いに応じて自在に発動され
るのが本当の方便なのである︒

︵インド哲学仏教学︶
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