
平成29年度佛教大学法然仏教学研究センター講演会

日時：平成29年7月1日（土曜）13：30～16：00

会場：佛教大学紫野キャンパス常照ホール（成徳常照館5階）

講題：法然研究の回顧と展望

講師：石上 善應（大乗淑徳学園学事顧問、淑徳大学短期大学部教授、大正大学名誉教授）

■プログラム

13：30 挨拶（本庄良文法然仏教学研究センター長、仏教学部教授）

13：45 講演（石上善應）

15：15 質疑応答

＊司 会：曽和義宏（仏教学部准教授）

曽和

失礼いたします。本日は、佛教大学法然仏教学研究センター講演会にお集まりいただき、ま

ことにありがとうございます。ただいまより講演会を始めさせていただきます。開始に先立ち

まして、ご注意を申し上げます。携帯電話、スマートフォン等の音が出る機器は電源を切って

いただくかマナーモードにしていただきまして、講演中の会話等はお慎みいただきますようお

願いいたします。講演中の撮影及び講演内容の録音等は禁止しておりますので、ご留意をお願

いいたします。また、受付で配布いたしました資料の中に質問用紙がございます。一番最後に

ついております。質問用紙は途中の休憩時間中に、休憩が始まりましたらすぐに回収いたしま

すので、ご質問のある方は講演中にご記入をお願いいたします。それでは佛教大学法然仏教学

研究センターセンター長の本庄良文より本日のご講演について、また、講師の石上先生のご紹

介をいたします。お願いいたします。

本庄

失礼いたします。本日はご多用の中、天候も不順の中お集まりいただきましてまことにあり

がとうございます。当センターは、佛教大学建学の根幹に位置する法然上人の思想と行動を中

心に、文献研究、特に現代語訳、訳注作業を基盤に置きながらも、さまざまな観点から研究を

進め、その成果を内外に発信するとともに、若手研究者の育成を目的として設置された研究機

関であります。その目的を達成するためには、積極的な人的交流や情報交換が不可欠であるこ
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とから、毎年学外から著名な研究者や思想家にお越しいただき、法然研究に関するお話を伺っ

て、われわれの研究の指針とさせていただいております。本年は幸いにも大乗淑徳学園学事顧

問、淑徳大学短期大学部教授、大正大学名誉教授であらせられる石上善應先生をお招きするこ

とができました。大変ありがたく存じております。著名な先生でありますので、改めてご紹介

するまでもありませんが、先生はお手元の資料にもありますように、昭和4年、1929年、北海

道小樽のお生まれです。資料に、「幼年のとき父を亡くし、師僧である祖父に小僧として仏教

の基本を教わる」とございます。そこに「祖父」とあります石上皆應上人は明治9年に北海道

に渡られ、以後82年間、北海道開教、すなわち浄土宗を広める活動の第一人者として活躍され

た方であります。石上先生は、その後大正大学に進まれ、原始仏教、仏教説話、仏教美術はも

とより、浄土教、特に恵心僧都源信の『往生要集』や法然上人の『選択集』『和語灯録』とい

った極めて幅広い学問領域を開拓してこられました。私の手もとには、大正大学ご退職の折に

出版されました記念論文集がございますが、そこに掲げ上げられた先生の主な業績のリストだ

けでも優に20ページを超えております。このように先生のご業績はまことに多岐にわたります

が、特筆すべきは、浄土宗内外における社会的貢献であります。

第1に昭和35年頃より浄土宗の東西の若手研究者交流のため、水谷幸正先生らと図り、法然

学会の立ち上げに貢献されたことが挙げられます。これは現在に至るまで東西の浄土宗の若手

研究者が大いに恩恵を被っているものであります。

第2に『浄土宗大辞典』全4巻、昭和48年以降でございますが、その編集委員として手腕を

振るわれたこと、さらに昨年新たに出版された『新纂浄土宗大辞典』についても編纂委員長を

務められたことが挙げられます。

第3に、NHKのテレビ、ラジオ放送等での一般向け仏教講座のご担当が挙げられます。

第4に、浄土宗総合研究所所長としてのご活躍であります。

ちなみにのちほど正面向かって左側、前のほうにテーブルを置きまして、先生のご業績のご

くごく一部を展示いたします。休憩時間にでもご覧いただければと思います。実は法然上人の

対話集である『一百四十五箇条問答』に関する単行本の刊行が昨日までにできるはずであった

そうでございます。それに基づいてお話をしようとされていたようでございますが、かなわな

かったということで、ちょっと残念がっておいでです。さて先生は、本年8月8日に満88歳に

なられるということであります。本日は多岐にわたるご活動の思い出話や、これからの世代に

求めることなどを縦横に語っていただければと存じております。なお、本年も仏教学部の1回

生諸君が授業の一環として参加してくれております。ご高齢に達してもなお大活躍しておられ

る知の巨人のお話に直接ふれていただくことは貴重な経験になると考えております。それでは

先生よろしくお願いいたします。
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石上 （1）はじめに

石上でございます。座らせていただきます。実は昨年ちょっとある意味で故障を起こしてか

ら、やはり年相応に座れと言われるようになりまして、そのときに危なかったんですが、おか

げさまで無事に乗り越えました。本庄先生が去年のいつだったかな、秋ごろ、私に「来年の7

月1日に来て話をしろ」と言われました。去年の話ですから、「生きていたら行くよ」とだけ

申し上げておきました。中身のことまではとても話に乗れない状態でございました。実は、去

年の10月に東京中野サンプラザで危なかったんです。立って、水を飲まないで、若者と同じよ

うにやるっていうことはできないということがもうまざまざとわかりました。水谷先生がおら

れたら当たり前だって怒るでしょうけど、文句言うだろうと思いますが、その点だけはご了解

ください。で、今日もお話しするのはいいのですが、果たしてその話の内容が、他の皆様と同

じような話ができるかどうか。

実はここに、これはわざと文字を大きくしてあるのですが、これが法然上人の『一百四十五

箇条問答』の原稿なんです。それを文庫本にして、30日までに佛教大学に届けるようにと出版

社と話をしていたんです。実は今日、その本は皆さんに差し上げる予定にしていたんです。そ

して、皆さんは、私のほうは見ないで、本のほうだけ見ていてくれればいいなあと、そんなふ

うに思っていたんですが、どうしても間に合わなくなりました。その点だけ皆様にお断わり申

し上げておきたい。でも、本当に中身を見たいかどうかはこれからご判断くださって、本庄先

生のほうにご連絡くだされば、多分何とかしてくれるかもしれませんから、その点も含めて申

し上げさせていただきたいと思います。

（2）大正大学入学以前

私がここへ座らせられる理由っていうのはいろんな意味があるんです。そのことをともかく

申し上げます。私は、昭和34年でしょうか、その頃に大学へ入りました。

私の父親が生きていれば、私のことをちゃんと指導してくれたと思いますけれども、肝心の

私の父親は、私が生まれてまだ二つか三つですけれども、そのときに死んでしまいました。残

ったのは、逆に私の今の年に近い祖父でございます。そしてその祖父が私をこんにちまで育て

てくれたんです。で、その育てる内容も、坊主として育ててくれました。私の祖父は、明治の

教育を受けてないんです。明治の教育はやはり明治6年までにきちんとしてないと、教育制度

ってものはどういうものかわからない。だから全然教育制度を知らないままに私を育ててくれ

ました。私は今、その教えてくれた祖父の年になって、恐らく元気であれば祖父と同じように

自分の子どもにもそのように、あるいは孫にそのようなことを教えたかもしれないなとつくづ

く思うんですよ。そういう厳しいことを言って、いかにも私が偉そうに見えるかもしれません

が、そんなことは絶対ございませんから。何せ草むしりから始まりますからね。そして草をど

のように取っていかなきゃならないか。掃除の仕方はどういうものか。お経を読むときにはど

87

平成29年度佛教大学法然仏教学研究センター講演会



ういうふうにして読むのか。それは実に微に入り細にわたりいろんなことを教わりました。し

かしそこをやらなければ、坊主としては一人前にはならないということを教わりながら終戦を

迎えました。

（3）大正大学へ

戦争が終わった途端に、私はやっぱりもう少し勉強をしたいな、という気持ちがありますか

ら、東京へ出てきて、何でもいいからやりたい。で、何をやるんだって。その頃ですから、や

はり大学へ行って、仏教っていったって、おおもとからやるっていうことになれば、サンスク

リットっていうものを勉強しなきゃいけないっていうので、サンスクリットやパーリ語だとい

ろんなことを勉強させられました。おかげさまで、何とかある程度まではこぎつけましたけど、

それ以上はとてもとても、もう皆さん方のような方々、特に今の若い方々は本当にすばらしい

発表をしておられると思って感心しております。そういうことをやっている最中に大学が終わ

り、大学院へと進んでまいりました。

（4）大正大学大学院へ

その大学院へ進んだときには、まだ大学は全面的には動いていないんです、昭和30年代って

いうのは。先生方もみんな小遣い稼ぎじゃないけれど、大学の助教授ぐらいの先生方が、手弁

当で仕事を手伝っておりました。そこで、あれこれやっていましたら、「石上、おまえはな、

こうやって一対一で勉強を、サンスクリットの勉強を教わるのもいいけれども、少しは手伝わ

ないか」と言われました。で、「何を手伝うんだ」と。「いや、それは出版だよ」と、まず、出

版の仕方から覚えろというようなことを言われまして。それで「図書館に入って、出版するに

はどういうことをやるんだということもちゃんと調べろ」と。これはその後の私にとっては大

変幸いなことを教わりました。そうやっておりましたら、また先生が、「石上、おまえな、人

にいろんなものを書かせるのはいいけれど、自分で自分の原稿をきちんと書けなきゃだめだ

ぞ」と。「そんなこと言ったって、まだ大学院の1年生ぐらいのときにそんなことを言われて

も」と思っていましたけれども、「ともかくおまえ、こんなことやるって言ってたじゃないか」

って。「その原稿を書け。20枚書け」って。もう命令ですね。おかげさまで書かしてもらいま

したが、私がこんにちあるいろんなことの最も基本を教えてもらった先生方ばかりです。特に

その今教わった方々は、大体国文学の先生が多かった。非常に自由にいろんな勉強をさせても

らいました。

（5）『一言芳談』との出会い

そうやっておりましたときに、またある先生が、私の書いた論文を読みながら、「石上、今

度な、大正大学だけじゃなくてほかの大学、東京大学なんかにおられる人で、これぞと言われ
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る先生が何人もいるから、そこへ行って、一つ輪読会やりたい。で、おまえのほうの宗派にか

かわるものをやるから、だから出てこい」と。「そんなこと言ったって、私は今サンスクリッ

トのサの字も知らない人間なんだ。やっとここまでいくらか読めたかなっていうだけの話で、

進んでもいないのに、そんなとこまでやったらまた私の恩師の先生にも怒られるからだめだ」

って言ったんですが、今度その恩師の先生を口説いて、それにも顔出すというようなことをさ

せられました。おかげさまで私は、ここから浄土教というものにかかわることになったんです。

何だかわかんないうちだけれども、結局そのときに出て行った先は『一言芳談』という書物

の輪読会でした。『一言芳談』は、確かに浄土系とはいえ、純粋の浄土系ともいいにくい。自

分としては十分な勉強もしていないけれど、この先生が私に教えてくれたこの本にはすごく興

味を持ちました。岩波文庫から、森下二郎編『標註一言芳談抄』が、すでに1941年に出ており、

ほかの写本類もあるのですね。戦争後の東京ですので、あるものでよいことにしました。

写本については私、京都までまいりました。法蔵館の隣の店なんです。爲法館っていう仏教

関係の書物を売っている店。もう皆さん、それ、今、ないでしょう、爲法館というのは。この

爲法館のおやじさんが大変な物知りでして、「こういう本があるんだよ、ああいう本があるん

だよ」って私に教えてくれました。そして、それをもとにして、大正大学にない別の『一言芳

談』っていうものがあるっていうことも知りました。それを今度その会議のときに持っていっ

て、みんなで輪読している最中にこういうのを手に入れてきましたよって。結局私が一番関連

資料を集めたんです、おかげさまで私はいつの間にか『一言芳談』専門でやるみたいな顔つき

をするようになりました。で、あとで私がそれをもとにして、手元にもあるんですけど、『宗

教文化』第13号の中に「一言芳談について」っていうのを書かせられたんです。当時はガリ版

刷りなんですけれども、そこに細かく書かれているものを自分流儀にまとめて、そして、かた

ちにしました。この中に大谷大学の大先生（多屋頼俊先生）がお書きになったものもあるわけ

ですね。で、それを見て、「石上は間違っている。あれをそんなところ入れちゃだめなんだっ

て。そう言ってたよ」と、私のほうの先生が話をする。そうすると私は、「いや、それは大谷

大学の先生のほうがおかしいんではないかと思いますから、いずれちゃんと出しますから」っ

て言って出したのがこれです。そしたらその大谷大学の先生があとになって、私のを読んで、

「確かに俺のほうが間違っていた」と（笑）、おっしゃってくれまして、訂正してもらいまし

た。こういう経緯で、私はこの「一言芳談について」を書き上げました。これ、表にして非常

に便利に扱われるようになりましたが、おかげさまでこの大谷大学の先生も「こういう本があ

る、ああいう本がある」と教えてくれました。だから人間っていうのは、そういうつながりと

いうものでいろんなふうに広がっていくんですね。自分の中へ閉じこもると小さくなってしま

うと思います。だから大きくなるためには、やっぱり正々堂々と出ていって、そういうものを

自分で身につけなければならない。

今、私、ここに持っているのは、『行者用心集』（『仏書解説大辞典』第2巻299頁）。修行者が
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用心しなければならない心得の言葉ですが、そういう中にこういう和とじのものですが、その

和とじのものを見せられながら、へーっと思って見ておりましたら、この中の一部にいろんな

ことが書いてあるんです、やっぱりね。だから、活字になっているとこだけ見ていてはだめな

んです。いろんなもの見なきゃ、やっぱり私どもは小さくなっていってしまうな、ということ

もそのときに知りました。そういうことを繰り返しながら『行者用心集』を読んでまいりまし

た。その中には、当然ながらといってもおかしい言い方になりますが、特に、念仏に関するこ

とを、事細かにまた書いている別の『一言芳談』の古本というか、たくさん載っているんです

ね。それを見ましてびっくりいたしました。

本というものは1冊で止めてはいけないのです。『標註一言芳談』っていうのは、確かにま

とまって一つの流れを作ってくれましたが、『行者用心集』を見ましたら、それ以外の念仏に

ついて書いたものまで出てくる。それで、それを広げてやっておりましたところが、それをま

た見たほかの先生が、「石上はこういうことを書いている」って言って、それをまた引用して

くださるというふうにして、仕事っていうのは非常に大きな力を持って、大きくなっていくな

ということをつくづく感じたものでございます。それはおやりになればなるほどに気がつくこ

とだと思います。

でも、それは爲法館のおやじさんが知っていた本を私が目にしたことによるのですが、やっ

ぱり小さなことでもおやじさんは、「俺はこれだけ知ってるよ」って言って私たちに提示して

くれる。その提示してくれたものを大事にするということが大切ですね。決して学問には壁は

ありません。それでそういうようなことを繰り返してやってまいりました。

（6）小西甚一先生の学問

『一言芳談』についてさらにいうと、小西甚一先生講註の『一言芳談』（ちくま学芸文庫）

がございます。小西甚一先生は、『日本文藝史』（講談社）を書かれた。こんな厚い本を5冊書

いた。これを読んだだけでもものすごい勉強になると思います。私はくたびれましたから、も

う『文藝史』読む力もございませんが、とにかくこんなに大きい。その大きいものを5冊出す

ようなのが小西先生のやり方なんですね。それで、輪読会では、「『一言芳談』の第1条にはこ

うある」と。ほかの学校の先生方がまた「私はこういうふうにして調べた」ということを引っ

ぱり出してくださいます。ほかの先生も「こんなことが出てきた」と。だから「『一言芳談』

はこう読んだ方が適切である」という意見がでてきた。しかし、その中で小西甚一先生は、そ

んなことは意に介せず、観世流を身につけていて、あの中にある言葉を暗記してるわけですね。

そうして、「この時代の意味から言えば、ここのところが一致している、間違っていないと思

うよ」というようなことを紹介してくれました。ともかく、学問というものはそんなちっぽけ

なものではないのだと。非常に大きなものだっていうことを教えてもらったっていうのがいま

だに忘れられないことです。私どもはそういう大きな動きというものを教えていただきました。
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なお、次の書を紹介しておきます。簗瀬一雄訳註『一言芳談 付現代語訳』（角川文庫、昭和40

年8月）。

（7）『浄土宗大辞典』編集

そういうことをやっておりましたときに、今度は浄土宗もいろんなことをやらなきゃだめだ

よというような一つの流れが動いてまいりまして、それで『浄土宗大辞典』を作ろうと。『浄

土宗大辞典』作れって簡単に言うけれど、なかなかできるものじゃございません。でも、やら

なければなりません。で、誰がやるんだ。また厳しい先生もいらっしゃいますから、そういう

中で誰々がやるんだ。私のときには中国仏教の塚本善隆という大先生がおられる。国立京都大

学人文科学研究所の所長もなさった。京都市の教育委員長もなさったと思います。それから国

立京都博物館の館長もなさったはずですが、結局その塚本善隆先生が全責任を背負って、『浄

土宗大辞典』の編纂委員長として進められた。

関西のほうは佛教大学。当然ながら出てもらわなきゃならない。そのとき、今や礼拝堂にそ

の記念の名が刻されている水谷幸正大先生が非常に大きな仕事をしてくれました。水谷さんは、

普通の学者のやり方ではできない分野をやりました。戦争のために幼年学校に行っていてロシ

ア語を勉強していましたからロシア語も読める。それを利用しながらチベット語を勉強した。

また、それに合わせて非常に広い如来蔵思想の研究まで手を伸ばしていたけれども、佛教大学

をさらに大きくしなければならないという気持ちがもとで、今日の佛教大学はこんなに大きく

なっちゃったんですね。ただ、惜しむらくは早死になさいました。私も亡くなる寸前まで京都

の病院に行ってお会いして、それが最後となったっていう思い出もあります。そういう思い出

を語っていったら、それだけで手いっぱいだね（笑）。もうしゃべることがなくなってしまう

というようなことすら起こってしまうぐらいに、話がどんどん広がっていくという。

『浄土宗大辞典』を編集していこうとしているときが、ちょうど百科事典の出版ブームが始

まったばかりだったんです。やるっていうことになりますと、どうなんだっていうふうに皆さ

んお考えになるかもしれませんが、あのときは何もどっかの出版社だけが百科事典やったんじ

ゃないんですね。そのようなときですから、もう東京大学あたりですと、それはもう皆さん方

はその原稿を書くのに一喜一憂どころじゃなかったと思います。例えば東京のインド哲学なら、

インド哲学を中心にして百科事典の原稿を書かなきゃならない。そうすると、日本の宗派のこ

とまでは手が回らないんです。そのおこぼれがこっちへ来るんですよね。それでこっちのほう

に来て書いたものをもとにして次の原稿を書いていく。だから、私も小学館のジャポニカとい

う百科事典は70項目ぐらいやっぱり書いていると思いますよ。そういうようなことが次々とま

た起こっていくんです。不思議なもんですよ。仕事というものはそうやって増えていくんです。

何がいいの悪いのじゃなくて、自然にそういうものに私どもは大きな力を持たせて、大きくな

っていってしまったと。そう思いますと、口先で言うだけではなくて、自分がどのように書い
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ていかなければならないかということをつくづく思い知らされました。

私は『浄土宗大辞典』を作るときに、この百科事典的項目というものを必要としたんです。

Encyclopaedia of Buddhism（スリランカのマララセーケラ博士）の編集が日本にも依頼があ

り、10名ほど東京大の先生のもとで編集させられました。そのため、ほどよい勉強をしました。

あれを利用さしてもらおうと。その資料をもとにして、こういうことも加えよう。そういう項

目を入れようというようなことまで発想が広がってまいります。その広がりの内容というもの

が、今さらもう私が言うまでもないことでございます。そういうことを考えますと、人間の勉

強の仕方っていうのはなるほどなと思うぐらい、非常に大きく広がっていったということが言

えると思います。難しいことももちろんのことながら。

今日、本庄先生、今、何が専門だかわかんないようなことをやっておられる。わかりません

けど、法然仏教学研究センター長だそうです。研究所の所長さんでしょうけれども、あの方は

京都大学にいるときに、ジャイナ教を勉強していたはずじゃなかったの？ ちょっとそうでし

ょう。（笑）。聞こえないなら聞こえなくていいです。ともかく、そういうような勉強の仕方を

しているということは、恐らく皆さん方もやってみないとわかんないことだと思う。広がるん

ですよ、いろいろと。何も一つにこだわらなくなるんですね。多くの人たちの力というものは

一つや二つのものではなくて、大きな総合的なものとして変わっていくということを感じまし

たときに、われながらというところが出てくるのも、また間違いのない事柄だと思って、私は

そこに興味を持つんですね。

（8）法然仏教学研究センター

この法然仏教学研究センターっていうものを作ったっていうこと自体、佛教大学は大変すご

いことを始めたなと。私はここから大きなものを期待したいと思います。もう私の時代じゃな

いんです。私がやったような内容のものは、ほんのわずかなものに過ぎなくなってしまいまし

た。そういうことを考えますと、やはり学問というものの広がりというものを一つずつ皆さん

とともになって考えて、大きくしていかなければならない、そう思っています。

（9）『浄土宗全書』の諸版

今、こんなことやりながらいろんな手元の資料を拾ったりしていますけれども、例えば、今、

私、ここに一つの冊子を持っております。これは、「浄土宗全書の底本ならびに諸版について」。

『浄土宗全書』所収の資料の底本が何かということと、現在、山喜房仏書林から出版されてい

る『浄土宗全書』の第何巻が初版に基づき、第何巻が再版に基づいているのかを書いたもので

す。この中で浄土宗の方が何人いらっしゃるかわかりませんが、法然上人研究センターにおい

でになる方は、おおむね『浄土宗全書』のものをお読みなっているだろうと思っています。と

ころが、この『浄土宗全書』は、東京では、戦争で焼かれた人が非常に多いわけです。先生方
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の中でも、『浄土宗全書』持っている方はそんなにいなかったんです。ですから、開宗八百年

記念で、『浄土宗全書』を覆刻しようとなった。そこで、ある方が、ご自身の持っている『浄

土宗全書』をもとにして新しい版を作れとなって動くことになりました。ところが、作るほう

はちょっと浄土宗の文献について詳しい人じゃなかった。一般仏教をやっている先生方のほう

がそういうものを持っていて、そしてそれは焼けないで済んだから、大丈夫だったということ

になるんですが、問題は、それほど簡単じゃなかった。

実は、昔の『浄土宗全書』にも初版と再版とがあり、再版のほうが初版を、相当訂正してい

るんです。ですから、山喜房から出た新しい『浄土宗全書』のどの巻が昔の初版に基づいてい

て、どの巻が再版に基づいているか（第一から第七巻までと第十巻、第十三巻が初版に基づき、

第八、九、十一、十二巻と、第十四巻から第二十巻までが再版に基づいています。）、またどう

いうふうな変化をしているか、ということをきちんと認識しなければならない。そのために

『浄土宗全書』の底本は何かを克明に記そうとしてできたものがここにあるものなんですね。

ですから、皆さん方は、今後そのような問題意識をもって『浄土宗全書』を読まないといけな

い。この冊子は、石川琢道先生が、抜き刷り四部を合冊にして出してくださいました、ありが

たいことだと思います。しかし、戦後版を用いている方々は、石川本に手を入れたものを『浄

土宗全書』の『浄土宗全書の底本ならびに読版について』と修正して別冊付録して用いるよう

になさると、その不備を見直すことができますので、大変都合がよいので、提案致します。機

会があった申しますので、ぜひ御利用願いたいと思います。

（10）『新纂浄土宗大辞典』

さて今、申し上げた話題の中にいろんなものが出てまいりましたが、しかし『浄土宗大辞

典』（1982年完成）ができたそのあとに、今度は『新纂浄土宗大辞典』（2016年完成）を作らな

きゃならない。私の意図するところは、塚本善隆先生がお考えになったような編纂の考え方

（『浄土宗大辞典』第1巻「編纂の辞」）。そしてそれに実行委員をしている私たちがそこにあ

る内容にこういうものをつけようと言ってつけたもの（第4巻「あとがき」）。ところが『新纂

浄土宗大辞典』は、現時点における若手の方々が一緒になってみんなで作り上げたものです。

私は一切、編纂委員長ですけど口出しません。これは若い人たちが苦労して作っていくもので

すから、自分たちの力でそれを今度はまとめていかなければならない。まとめていけって言う

のは簡単なんです。しかしながら、やってみるといろんな失敗談が出てくるんです。

かつての『浄土宗大辞典』を作ったときは、全4巻本です。いまだに出版社から出ておりま

す。なぜか。あとで出した『新纂浄土宗大辞典』は、5000部か7000部出したんですよね。全部

なくなっちゃったの。なくなったけど、浄土宗のお寺の皆さんは、自分のお寺にあるから心配

は要らない。ところが一般の方々はこれが出たことを知らないんです。不思議ですね。一般の

人たちは、浄土宗の大辞典を利用するとなると、今、出版社（山喜房）が出している『浄土宗
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大辞典』の古いほうを使っているんです。それは買えば手に入りますから。ところがそこには

失敗がいっぱいあります。だいぶ修正されて、きれいになっていったものもありますが、今、

私たちが出した『新纂浄土宗大辞典』は、誰も手を入れてないんです、まだね。これはやはり

これから手を入れていかなければならないと思います。昔、私たちがやっていた頃は当用漢字

を使っていた。ところが今は当用漢字使いません。ただ、正式の字を使うなら正式の字を入れ

ていかなきゃならない。

それから、原典を調べようと思えば、今もう簡単に『大蔵経』が調べられる。かつてはそれ

を調べるのが大変だったんです。例えば、昔の辞典をやっているときに頂いた原稿が読めない

んです。ついに、一晩かけて原典を読みました。それは『華厳経』なんです。『華厳経』とい

うと40巻本あり、60巻本あり、80巻本があるんです。だけど、それを斜めに見ていったって、

そう簡単に読みとおすことはできませんね。しかし、それを朝までかけて何遍も読むんですね。

読んでいってあっと思ったのが1カ所出てまいりました。これかって。で、それをもとにして

見たときに気がつくんです、人間。ちょっと待てよと。そこに出てきたそれはどこから取った

ものだろうか。これ間違いなく『華厳経』から取ったには違いないけれど、よく見たら、望月

信享先生の書かれた『望月仏教大辞典』を引用しておられる。そうすると、『望月仏教大辞典』

の間違いがそこに出てきてた。こういうことが起こるんです。ああ、そうかと。それで、『望

月仏教大辞典』に1字間違いがあった。1字抜けているのがわかりました。

学問というものはそうやっていかないと、なかなかできるものではございません。口先で言

うのは簡単ですけれども、そういう流れを一つずつこなしていくということを、私は嫌という

ほど知らされたということに多分なるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。で、今

申し上げたのは一つの例でございます。

（11）愚痴に還る

しかし、それよりもさらに問題なのは何かと言うと、特に浄土が一番大事にしているのは、

浄土宗の教義の中で大事なのは何か。そうすると私、今、これが難しいんじゃないかって思っ

たのは、「愚に還る」。愚痴、愚かさ、そういうことを感じるのですね。浄土の教えの中で一番

大事なのは、恐らくはこの愚痴じゃないのかと。で、その愚痴というのはどういうものなんだ

っていうふうに感じていくんです。今、それをちょっとばかり、読まさせてもらいますけれど

も。法蓮房信空という方が、ある人の法然への問いかけを語っております。

「ある人が法然の唱えられる念仏は仏の気持ちにかなっています。知恵者でいらっしゃるか

ら、南無阿弥陀仏の名号の功徳をよく知っておられるので、私どもとは違うのでしょう」と述

べているのを聞いて、法然は、はっきり言われました。「あなたは阿弥陀の本願を信ずること

がまだ不十分です。阿弥陀如来の本願の名号は、薪を切り、草を刈り、菜を摘み、水をくむと

いうごく当たり前の人で、内面も外面も不完全で、たった1字の意味さえも理解できていない
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けれども、念仏を唱えていると必ず浄土に往生できると喜び願って、いつも唱えている人こそ

最上の資質（機）の人と言うべきではないか。」こういうふうに語っているのですね。ここに

こそ凡夫とはいかなるものかが記されているんじゃないか。

当時の知識人と同様に、現代の人は教育を受けています。悪いとは言いません。まさにその

中で知者ぶっていて、涙する法然の生き様に程遠い存在になっているんではないか。法然はそ

れを一番嫌ったんですね。「智慧をもって生死を離るべくば、源空、なんぞ聖道門を捨ててこ

の浄土門におもむくべきや」と言われた意味の重さが跳ね返ってくるんです。そのうえでかく

締めくくりました。「聖道門の修行は智慧を極めて生死を離れ、浄土門の修行は愚痴に還りて

極楽に生まる。」これができるか、どうかということですね。

愚痴に還るっていうのは簡単にできないんですよ。特に最近のような私どもは勉強してます

から、するなって言ったってしちゃうんですね、今。ですからどうしても勉強してしまう。で、

もうおわかりなったと思いますけれども、法然の跡をそのまま進めば、念仏の至福が私どもを

包んでくれると思う。この愚に還ることをまともにできない私どもが、別の角度から見直さな

ければならないんじゃないか。

（12）高村光太郎の詩

詩人であり、彫刻家である高村光太郎のことをちょっと例に出させてもらいます。高村光太

郎は浄土宗の信者なんです。その光太郎の受け取り方をまず見ましょう。第二次世界大戦後の

高村光太郎の受け取り方を見てみたいと思っているということ。ともかくあの方は戦時中、日

本の国家主義にくみしました。そして戦争に負けました。そしたら、途端にいろんな人からた

たかれました。光太郎のアトリエも焼けてしまいました。5月に岩手県の花巻にある、宮沢賢

治さんの弟、宮澤清六のほうに疎開したんです。8月戦災消失、要するに8月になって戦災で

焼失しますが、10月、岩手県の稗貫の太田村の山口の小屋に移り住みました。これ、有名なと

ころですね。戦争中、日本文学報国会が発足した。そして、そこに詩を書いた支部の会の会長

となって終戦を迎えました。戦争協力のため非難も受け、住まいにも困窮していた光太郎は筆

を折る以外に方法はなかった。

光太郎の妻智恵子は1938年10月5日病死しました。その命日を花巻でやろうと思ったんです、

光太郎は。花巻も空襲で主なところは焼けてしまいました。その粗末な中で智恵子の供養をし

たんです。そのときに作った詩が、戦後初めての詩となりました有名なものですけれども、そ

こに松庵寺というお寺がありました。そこで1945年10月5日に作詩したものです。焼けたお寺

の仮の建物は須弥壇を作った物置小屋で、2畳の広さしかなかった。そぼ降る雨がお坊さんの

衣にも当たる。自分の居場所のないぐらいの狭い部屋でお経が済んだのでした。そこで「松庵

寺」という詩ができました。
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奥州花巻といふひなびた町の

浄土宗の古刹松庵寺で

秋の村雨ふりしきるあなたの命日に

まことにささやかな法事をしました

花巻の町も戦火をうけて

すつかり焼けた松庵寺は

物置小屋に須弥壇をつくつた

二畳敷のお堂でした

雨がうしろの障子から吹きこみ

和尚さまの衣のすそさへ濡れました

和尚さまは静かな声でしみじみと

型どほりに一枚起請文をよみました

仏を信じて身をなげ出した昔の人の

おそろしい告白の真実が

今の世でも生きてわたくしをうちました

限りなき信によつてわたくしのために

燃えてしまつたあなたの一生の序列を

この松庵寺の物置御堂の仏の前で

又も食ひ入るやうに思ひしらべました

光太郎は純粋に一枚起請文を自分で読みふけったんですね。一枚起請文は法然の最後の言葉

です。浄土宗は何かあったときに、この一枚起請文だけ読まなければならないことになってい

ます。松庵寺のお坊さんはその短い文章を読み上げました。光太郎の信仰がどんなものであっ

たかはよく知りません。が、戒名を見ますと浄土宗です。「仏を信じて身をなげ出した昔の人

の おそろしい告白の真実が」というのは、一枚起請文の中身のことをいっています。よく読

み込んでいるというところがこの詩の中からおぼろげにわかってきます。光太郎は法事をする

にあたって、法然の言葉をもとに考えていたのです。

のちに光太郎は、愚かでどうにもならない自分も、暗い、愚か、暗愚と称し、『暗愚小伝』

という一連の長い詩を作りました。光太郎は生涯を振り返り、戦争の悲しさを語り、いかに自

分が暗愚であったかを淡々とまとめているかのように詩は進んでいきます。かくして1950年発

表の「典型」という詩にたどり着いたのでしょう。

今日も愚直な雪がふり

小屋はつんぼのやうに黙りこむ。
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小屋にいるのは一つの典型、

一つの愚劣の典型だ。

（中略）

まことをつくして唯一つの倫理に生きた

降りやまぬ雪のやうに愚直な生きもの。

（中略）

さういふ一つの愚劣の典型。

典型を容れる山の小屋、

小屋を埋める愚直な雪、

雪は降らねばならぬやうに降り、

一切をかぶせて降りにふる。

私はもうこれは光太郎という人間を超えていると思っています。そして、そこにはその愚直

というものが、いかにその愚劣な、愚かな自分のやり方であったかということを述べていると

同時に、それが愚直に雪を振らせているんですね。雪なんていうものは愚直に降るのかと逆に

聞きたくなるんですが、それは私たちの受け取り方の中身だろうと思います。だから、最後ま

で光太郎が、智恵子のために拝んでもらったお寺で一枚起請文を読み上げた住職の言動に、光

太郎は感銘を受けているんです。

「一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智のともがらに同じうして、智者のふるまいを

せずして、ただ一向に念仏すべし。」ただ一向に念仏すべし。智者の振る舞いをせずしてです

よ。これができれば私はもう何にも言いようがありません。ところができないんです。「尼入

道の無智のともがらに同じうして」っていう、この箇所が私たちはやっているのかと。やって

いなかったら、やるように努力しなければならないだろうと思います。その尼入道の無智のと

もがら。それは、阿波介の念仏です。何も熊谷直実の念仏だけをあげる必要はないです。

（13）阿波介の念仏と法然上人の念仏

阿波介の念仏というのは、本当に愚かな者で、最後に自分のものを全部売り払って、そして、

自分のところにいた女性全部に金を渡してしまって、そして法然のとこに来て頭下げているわ

けです。その頭を下げている阿波介の念仏の仕方というのがなってないのかと、法然は弟子に

聞きます。そうするとお弟子さんが、「いや、法然上人の念仏は別です」と。法然上人は、「何

をおまえたちは聞いているのだ。阿波の介の念仏も私法然の念仏も同じものだ、同体のもの

だ」という。その言葉の中身のことを考えれば、まさに愚直な念仏です。その愚直な念仏を本

物にするのは私たちです。

法然上人もかつては阿弥陀経を毎日三度よまれたといいます。唐音、呉音、訓読です。けれ
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ども、「阿弥陀経には、所詮、南無阿弥陀仏ととなえなさいと説いてある」と気づいてからは、

法然上人は一切読むのをやめたというんです。やめて南無阿弥陀仏ひとすじになられた法然の

この言葉遣い。まさに阿波の介と同体の念仏だということを感じましたときには、私も言葉に

窮するのですね。だから毎朝、これはなぜっていわれても困りますが、ともかく私は、同体の

念仏でいかなければならないと自分に言い聞かせながら、お念仏を称えております。

（14）総括

『一百四十五箇條問答』では、集まる人たちの大半は、従来の伝統的仏教を耳にし、学んだ

人も当然多く、法然の噂を聞いて、どういう話をするのかと関心を持った人たちかがかなりい

たように思われる。この時代は民間信仰もかなり定着していて、その影響を無視することもで

きなかった。法然は生活する中で、さしさわりのないものは認めながら、信仰上敢然と排除す

べきものに対しては、認めようとはしなかった。その最たるものは、「仏教には忌
いみ

ということ

無し」（第一百二十五条問答）と断言していること尽きるだろう。これほどはっきりと言われ

るとは、本当に驚かされる。

この問答には、女性がかなり多いことも特色である。法然は事実、女人往生を力強く説き明

かしている。恐らく、問答の中でこの質問主は女性ではないかと思って読まれてよいものが、

かなりあることに気づかれたことであろう。想像するだけでもあるから、なんともいえないが、

一向にかまわない。

中国・唐の善導は『観経疏・玄義分』の中で、

「（浄土の教えは）定んで凡夫のためにして聖人のためにせず」と教示された。その教えを

受けた法然は、

「われ浄土宗を立つる意趣は凡夫の往生を示さんがためなり」（醍醐本『法然上人伝記』）と毅

然と言い放たれた。それまでは、修行して解脱し、やがて成仏することを念願してきた従来の

立場であったのに対し、法然は煩悩を持ち続けている者が念仏して往生することを念願したの

である。解脱して成仏するか、念仏をとなえて往生するかは、当時は大きな問題となったこと

であろう。なぜに、早くに黒谷別所に入り、その中にある報恩蔵で一切経を五度も読み直し、

善導の著作を三度も繰返し読み直した。それ程の嘆き悲しみを重ねばならなかったのか。煩悩

の火は消し去ることが困難であったことを体で感じとっていたからであろう。

法然はこの問答に集まってくることもできない、仕事に追われている庶民と膝を交えて話し

たかったのではないだろうかとさえ考えられる。むしろ、その人たちにこそ、念仏の尊さを知

ってもらいたかったのではないだろうかと思われてくる。

法然は最晩年に『一枚起請文』を記した。そこには「一文不知の愚鈍の身になして、尼入道

の無智のともがらに同じうして、智者のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし」とある。

この「無智のともがら」こそ、法然の吐露した言葉であったと思う。法然には決して思いあが
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りもない。自分が、その当体の法然であると語りかけているのである。

「愚に還る」（還
げん

愚
ぐ

）の思いは簡単ではない。

現代人は明治以降、教育制度の発達により、誰しも知識人としての素養を身につけた。法然

の時代は識字率は、二・三割くらいということのようである。それも漢籍を読みこなす人は、

さらに少ないことは明らかである。その一部の人たちのために仏教があったということは、仏

教徒としては悲しいことである。

文字も読めないばかりでなく、仕事に追われ、朝から晩まで働いていても、念仏はとなえら

れる。その人のために、念仏をとなえて往生できるのであれば、これほど有難いものはない。

「凡夫の往生」こそ、当時の庶民にとって、よりどころではなかったかと申せよう。

善導には「念仏の称名は常の懺悔」なりという言葉がある。「一念一念、阿弥陀仏の名を称

えることにより、懺悔と減罪がなされる」というのである。

この言葉をつぶやくごとに、善導その人のまじめな言動が思い出されるのである。

私共は自身がまとっている愚かさを捨てて、「一枚起請文」に戻るべきである。

「一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無知のともがらに同じうして、智者のふるまいを

せずしてただ一向に念仏すべし」とあるけれども、なかなかこの通りにはできない。「尼入道」

という言葉が一語か二語かと気にしているありさまである。法然と阿波介の念仏は同一ではな

かったのか。法然はそのことを嘆いている。まさに同体の念仏でなければならない。

区別し分別している私共なのである。

愚直な思いにまず立って、同体の念仏を樹立すべきである。同体の念仏が本物になるように

してこそ、本来の意図すべき事が確立することになるのである。

曽和

ありがとうございました。先生の生い立ちの話から学問の話、そして学問を極めた先生なら

ではの、愚痴に還ることの難しさというようなことのお示しがあったかと思います。また、お

話の中にいくつか法然上人の御法話を引用されてお話されていたわけですが、本当にかみ砕い

て、わかりやすくお伝えいただいているということが伝わってきたかと存じますが、それこそ

が当センターの目指すところでもあります。本日のこのお話しの中に、センターの目指すべき

方向というものをまさしく体現していただいた、そのように感じております。

石上 南無阿弥陀仏。

石上 ありがとうございました。

曽和 ありがとうございました。

会場 （拍手）

曽和 それではどうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいませ。
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