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任
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長

五但︶の銘 文
本尊 銹 三処 四但 ︵

苅薫

は︑ そ の本尊 は現 われ て いる事実を︑ お書き なさ れたも のだと云う事 を忘 れ て いる︒最 近大崎学報を のぞ いてみまし

せざ るを得 ま せん︒如 何 にも 日蓮大聖人がお書き なさ れたも のには違 いな い︑ け れども 日蓮 大聖人間下各派 にあ って

顕 せられたとす るならば︑ それを 一切衆 生 に拝ま せるなどと云う事 は︑ 日蓮大聖人 の信仰を他 に押 つける ことだと断

一体 日蓮大聖人 は本尊抄 に於 いて本尊 と は 何 物 であ ると説 かれた でし ょう か︒若し 日蓮 大聖人が勝手 に本尊を図

た︒

ろでだん みヽ と これを書 いて参ります と本尊 に対 す る諸門流 の考 え方が随分間違 って いると云う事 に気 が つ き ま し

加 え て三処五但 とも云う︶ に ついてお話します︒
︒
執筆 中 の本宗綱要 の方 で︑ この頃本尊問題 に入り︑ あと信行間 を書けば本宗綱要 は結了 す る段階 に来ました と こ

更 に 一つを
はならな い三ケ処 にあ る ﹁五十余年﹂ の銘文と︑ ﹁但﹂ の字が つく 重要 な個処 に ついて︑所謂 三処 四但 ︵

今 日は本尊問題 に つ いてと思 って居 た のですけれども︑ そ の基礎 を為す べき本尊抄 のこと︑本尊砂 の中 でも忘 れて

隆

たが︑ それ に依 ると︑ 日蓮宗 の考 え方 は釈迦牟尼世 尊を以 て本尊とす ると云う事 に︑大体 一定し て いるよう です︒ 一
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体 釈 迦牟尼世尊を本尊 とす ると いう事 は︑誰がき めた のでし ょう か︒若 し釈尊自ら法華 経を説 かれるに当り︑ そ の法

華 経 の中 で私を本尊 と せよ︑拝 めよ︑ 私を拝 んだならば功徳 をやると云う よう な事 を説 いたとし たら︑ それが仏教 で
あ ると承認出来 るでし ょう か︒

釈 迦牟尼世尊が法華 経をお説き になら れた のは︑
法華 経 に本尊があるんだと云う事 を顕 はさ れた のであり︑日蓮大聖

人 はそ の本尊を図顕さ れた のであ って︑決 し て自分自ら勝手 に書 かれたも のではな い︒本尊抄 は︑ そ の事を ハッキリ

とお説き になら れたも のである︒ 日女抄 に ﹁愛 に日蓮 いかな る不思議 にてや候ら ん︑竜樹天親等天台妙楽等 だ にも顕

はじ給 はざ る大曼荼羅を末法 三百余年 のころ︑はじ めて法華 弘通 のはたじ るしとし て顕 はじ奉 るなり ︑
是 全く 日蓮が自

作 にあらず多宝塔中 の大牟 尼世 尊分身 の諸仏すり かたぎ たる本尊也﹂︑︵
縮 一一
全一
五︶と仰 せら れた︒ そ の自作 でな い本

尊 を 目蓮宗諸門流 では釈迦牟尼世 尊 であ ると いうけ れど︑釈尊自ら法を説き乍ら釈尊を本尊 とせよと云う筈がな い︒

従 って爾前述門 の経典が本尊を立 てる に ついて︑釈尊を本尊 としな いで 阿 弥陀経を借り て西方 に阿弥陀如来あり︑

又東 方 に薬師 如来あり 乃至三世十 方 の諸仏があ るから︑ それら の諸仏を本尊と せよと仰 せられた のである︒華厳経 の

大仏 にし ても釈 迦牟尼仏 は応身仏 であ って︑応身仏 の上 に報身 の如来 を示現し て本尊を顕 はさ れ︑ 大 日如来を本尊と

す る真 言宗 にお いても 又同様 に 釈尊がお説き にな った経典 であり乍ら︑ 而も大 日如来を本尊 と せよとお っし やられ
た︒ これが仏教 の常識 と云うも のであ る︒ そし て これを指 し て︑ 日蓮大聖人 は開 目抄 に︑諸宗 の学者 は本尊 に迷 へり
と仰 せられた︒然 る に今 日︑ 日蓮宗諸門流が本尊 に迷う よう な事を仕出 かし て いる︒

以上前置き とし て本題 に入ります︒先 づ本尊抄と いう御書 は如何なる事 を仰 せられたかと云えば︑今云 った様 に︑

法華 経 の御本尊を ハッキリさ れたも のであ る︒ と ころ で法華 経 に︑
初 重教相 の法華経 ︑
第 二重 の法華経︑ 第三重 の法華
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のは

経 と三種あ って︑ 日蓮 の法門 は第 二 の法門 なり と仰 せ にな ったとおり︑第 二 の法門 たる本地本門 八品即 ち本地 本門法
華 経を取 る のであ る︒
教主釈尊 の本尊 は この本地 本門 八品 の法華経 にし か顕 われ て いな い︒
此処 で吾 々の本尊 は何物 で
あ るかと云う事 を考 える前 に︑釈尊 の御本尊 は何 であ つた かと云う事を考 えなければならな い︒釈尊 は本尊
なくし て
仏 になられ た のであ ろう か︒
何物も拝まれず に仏 になられた のだろう か︒
若しさうだとす るならばそれは法身如来 であ
って︑
報身如来 ではな い︒而も釈尊が無師 独悟 でな か った事 を主張す る のが法華 経 の寿量品 の骨頂 である︒無師独悟 で
あ るならば本尊 は いらな い︒
爾前述門 の教え は無師 独悟 であ つて︑
師 匠なし に仏 に成 ると云う述 中仏教であり垂述仏教
であ る︒
華厳 ・阿合 ・方等 ・般若 ・法華 ｏ涅槃 とあ る法華経も︑
諸経 は五味 と云 われ る中 に合まれ て無師独悟 であ るか

ら︑ これらを解脱仏教︑印度 の仏教と私 は云 って居り ます︒ これ に対 し て日蓮大聖人が 日本 の仏教と仰 せられた

無師独悟 ではなく︑
師 匠 に つかえ︑修行し︑而し て斯く の如き仏 にな ったと いう事 を表 わし て いる︒ それ は既 に法華経

提婆品 にそ の片鱗がう かがえ る︒即 ち ﹁時 に仙 人あり来 って王 に自し て言さく︑我大乗を有 てり妙法蓮華経 と名づけ

た てま つる︒若し我 に違 はず んば当 に為 に宣 説す べし︒ 王︑仙 の言を聞 いて歓喜踊躍 し︑即 ち仙 人 に随 って所須 を供

給 し︑果を採り水を汲 み薪 を拾 い食 を設け︑乃 至身 を以 て沐座 と作 せり﹂ と︑
法華経 の法華経 たる所以 は︑釈尊 の師匠

は誰 であり︑釈尊 の習 われた仏教 はどんな仏教 であり︑釈尊 の修行された仏教 は如何なる仏教 であ ったかと云う事を

明 されたと ころにあ る︒法華 経涌出品 に如何 なる師 に ついて この四大菩薩 は学ば せ給う か︑如 何なる仏法 を御修行 に

なされた のか︑今何 をし てお いでになる か等 と︑
略開近 顕遠 を明し て釈尊 の物語り ︑
過去五百塵 点 の音 の本因妙 の物語

りをし て︑寿量 品 に来 っては広開近顕遠を説 かれ てあ る︒即 ち︑法華経 と いう経 典が顕 はしたと ころの釈尊 の御修行

はどう であ った か︑拝■れ た御 本尊 は如何 なるも のであ るかと云えば︑ それ は本門 三大秘法 と云うも のであ って︑そ
本尊砂三処四但 ︵
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れ は本尊抄 に︑ ﹁斯く の如き本尊 は在世 五十余年 に之 れなし但 八品 に限 る﹂ とお つし ゃ っておられる事 以外 にはあり
ま せん︒

前 述 の大崎学報 の中 に︑ 日蓮大聖人 の平常拝まれた御本尊 はどんな御本尊 であ っただろう かと いう事 を御遺文 から

亦海中出現 の随身 仏 たる釈尊像 をおま つ
研究 さ れ てあるが︑ そ の発表 の中 では︑日蓮大聖人 は法華経を御本尊 とされ︑

り にな ったんだろうと云う様 な事 を云 って︑十 界勧請 の御本尊 はおま つり にな ったと云う様な事 は 一言も触 れ て いな

い︒ これ は︑御本尊 の拝 み方が足り な いんだと私 は思う︒宗 祖御霙定 の御本尊を宗 祖が勝手 にお造り にな ったも のだ

と思 って いるから︑ ﹁法華 経 の御 宝前 に供 えま いら せて候﹂ ﹁釈迦牟尼世尊 の御宝前 に供 えま いら せて候﹂ と云う御

文 を拝見 し て︑宗 祖 は唯法華 経 八巻 二十 八品︑或 は釈尊像 を御本尊 となされた のだと云う風 に考 え て いる訳 です︒宗

祖 は御 自身 の御図顕 なされた御本尊をば御信者 には御本尊 とせよと云 ってお渡し になり ながら︑御自身 自ら この御本

尊を どうし て拝ま れな か ったでし ょう か︑拝まれな い訳がな いでし ょう︒拝ま れた証拠 に法華 経を本尊 とす ると仰 せ

ら れた のであ って︑法華 経 の御本尊 と云う のは︑実 に この大曼苓 羅を指す のであ る︒ それを法華経 の御本尊 でな いな

どと思 って いるから︑十 界勧請 の曼荼 羅を祭 られな か ったと云う事 になる のであ る︒ 又 日蓮大聖人が自ら勝手 にお書

き になられた御本尊 であ ったなら︑ 日蓮大聖人 は拝ま れる筈 はな い︒自分が勝手 に こしらえ て︑自分が勝手 に拝 ん で

何 の利益があり ます か︒本尊問答 砂 に ﹁上 に挙ぐる所 の本尊 は︑釈迦︑多宝︑十 方 の諸仏 の御本尊︑法華経 の行者 の

正意也︒﹂ とあります よう に釈尊︑多宝仏︑十 方三世 の諸 仏 の御本尊をば︑法華 経 の本地本門 八品 で顕 はされた ので

あ る︒ だ から正しく輪円具足 の大曼茶 羅 の御本尊︑即 ち宗 祖御図顕 の御本尊 こそ︑法華 経 の御本尊な ので︑それ己外
に法華 経 の御本尊 はありま せん︒
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次 に本尊抄 に ﹁夫 れ始 め寂滅道場花蔵世 界 より沙羅林 に終 るま で︑二十余年 の間︑華蔵︑密厳︑ 三変︑ 四見等 の三
土︑ 四土 は皆 成 劫 の上 の無常土 に変化 せる所 の方便︑実報︑寂光︑安養︑浄瑠璃︑密厳等也︑能 変 の教主涅槃 に入れ

ば所変 の諸 仏随 って滅 尽す︒﹂と︑ お っし や つておられる︒ 此処 に五十余年が出 て来 る︒ これが三処 の銘文 の中 の第

一であ る︒教主釈尊 の御本尊 は何物 かと いう事 を顕 はす のが未曾有 であ る︒未曾有 の大曼荼 羅 と いう時︑何 が未曾有

で あ るか考 え て下さ い︒吾 々を教え る本尊 であ ったら︑沢 山 そ こら に ころが って いる︒単 に吾 々末法 の衆 生を教える

だけ の本尊 であ るなら何 も未曾有 ではな い︒何物 でも拝む こと により本尊 とな る︒ いわば鰯 の頭も信心したら御威光

が出 ると いう のと 一緒 であ る︒何が未曾有 かと云えば釈尊 の拝ま れた本尊が未曾有 であ る︒釈尊が本尊 とされた本尊

でなければ ならな い︒釈尊 は経文 に ﹁我 れと異 なる事 な からしむ﹂ とお っし や ってあ る︒我 れと異 る事 な からしむ る

仏 にする には︑我 れと異 る事 のな い本尊を授 けなければならな い︒釈尊 の本尊 は何物 であ った かと いう事が徹底 し て

から︑
五日々の成仏 の本尊が徹底する のであ る︒ これ は私が勝手 に云う のでなければ︑日蓮大聖人も勝手 に仰 せられた の

で はな い︒ 経文 に分明 であ る︒述 中 の仏 教 にお いては︑衆 生 の本尊 は説くけれども能化 の仏 の本尊 は何処 にも説 いて

な い︒未 だ曾 て無 いん です︒ この未曾有 を証明す るも のが五 百塵点久遠 の師 匠 であ る︒ 五百塵点 の師匠 はどな たです

かと云う事 を証明す る為 に︑ 垂述を破 って本地 を顕 はさなけ ればならな い︒ それが この第 一の銘文 に顕 はれて いる︒

即 ち五十余年 の垂述 仏教を悉く破し てしま い︑ そ の次 に︑ ス ﹁
本時 の娑 婆世 界 は三災を離 れ四劫を出 でたる常住 の浄
土なり﹂と云 って本地 を顕 はされ て いる︒ これが本宗 の本述 勝劣 であ る︒ これを本述 一致 だと云おうとする のは無理
です︒ 垂述 を破さなければ本地 は出 て来 な い︒ この本述 の勝劣を取捨 の勝劣 と いう のであ る︒

次 に第 二は﹁是 の如き本尊 は在世 五十 余年 に之 れなし﹂とあ る︒第 二 の五十余年 の文 は︑﹁
過 去 の大通仏 の法華 経 より
本尊紗三処四但 ︵
五但︶の銘文
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乃 至現在 の華厳 経乃 至述門十 四品涅槃経等 の 一代 五十余年 の諸 経︑十 方 三世諸 仏 の微塵 の経 々は︑皆寿量 品 の序分な

り︒
﹂と云 っておら れると ころであ る︒本尊紗 では以上 の三処 の銘文 によ って︑本地 と垂述 とが ハッキリき ま る 訳 で

す︒ 即 ち本尊 の上台がきま る訳 です︒それを ば 日蓮宗 の学者 の本尊抄 の講義を みると︑ みな ﹁言惣意 別﹂ と書 いてあ

る︒ 言葉 は惣 じ て五十 余年 と云うけれども本当 の意味 は別 であ る︒即 ち︑ 八ケ年 の間 にも但 八品 に限 ると八年を とり

出 し てあるから︑ 四十 余年 の意味 であると云う のです︒若しそう だとす るなら ば︑上述 の本地 と垂述 とを分けられた

そ の在世 五十 余年 はどう いう事 になるでし ょう︒ この場合 は御文 の通り 五十余年 と読まなけ ればならな いでし ょう︒

若 し ここも 四十 余年 であ るとすれば忽 ち に御文 に支障 を生じ て来 ます︒即 ち ﹁始 め寂滅道場華蔵世 界 より沙羅林 に終

るま で﹂ と五十余年 の説法 全体 が入 って いる︒ ここの五十余年 は四十 余年 の事 ではな いと云うなら 何 うして三 ケ処

日蓮 大聖 人が 一期 の大事 と仰 せられた本尊抄をお書き なさ る に書き間違 いなどあ るべき筈がな い︒

も 同じ五十余年 と書 かれ て いる のだろう か︒古 い説 では︑五十余年 と いう のは宗 祖 の書き誤り であ っただろうと云う
のがあ る︒乍然

五十 余年 と書 かねばならな いから五十余年 とお書き にな った のであ る︒

過 去 大通仏 の法華 経 より ⁝⁝ 一代五十余年︑ とあ る五十余年 は︑最初 のも のが存世 の 一代 五十 余年 であ った のに対

し て︑ これ は三世 に亘 る五十余年 です︒ そし て この三世 に亘る三世 仏教 の 一代 五十 余年 の微塵 の経 々は皆寿量 品 の序

分 だと いって正宗 を顕 はし︑ 一品 二半 より の外 は邪教︑未得道教︑久遠 を覆く し て説 かざ る故 に覆相教 であると打 ち

破 ってお いでにな って いる︒久遠 と いう のは釈尊が古 いと云うだけ ではな い︒ 久遠実成 の本仏許りが久遠実成だと思

って いるが︑本仏 と いう事 は報身本仏 であ って︑報身本仏と は修行 し て仏 に成 ったと云う事 であ る︒故 に久遠を覆 し

てお るから仏 になら な いと いう事 は︑修 行が ハッキリし て いな いと いう事 であり︑ 教主釈尊 の本尊 が明確 でなく︑戒
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坦も題 日も明確 でな いと いう事 であ る︒
本尊 にし ても︑
戒 坦 にし ても題目 にし ても吾 々だけ の本尊 や戒 坦や題日 では駄

日 であ つて︑吾 々に戒 を持 てと いう釈尊がど のような戒 を持 たれた のかが わ からず に︑吾 々は何故 に戒 を持 たなけれ

ばならな いのです か︒ そ こです よ︑是名持戒 と云 い︑信 心戒を持 てとお っし ゃられた のは︑ この信心戒 は釈尊が持 っ

た信 心戒 であ るから︑ ﹁是名持戒 行頭陀者﹂ とお っし ゃ っておられる︒釈尊が持 たず に吾 々に許り持 てと は不都合千

万 な事 になる︒教主釈尊 は本当 に慈 悲がおありあ そばされるから こそ是名持戒 と云 って︑自分が信 心をし た︑持戒を

し た のだからお前 たち にも信 心戒を持 って貰 いた い︒言 い換 えれば自分 がお題 目を唱えたんだから︑お前 たちもお題
目を唱え て貰 いた いと云う事 である︒

仏 の説法 が五十余年 であ る事 は法華 経が証明 し て居り︑何 れ の仏も必ず五十余年 の説 法 を 華 厳 ・阿合 ・方等 ・般

若 ・法華 ・涅槃 と次第し て説く のであ る︒法華 経方便品 に︑﹁諸 仏同道﹂とあ る のは この事 であり︑
仏 の説法 の規格 で

あ る︒阿弥陀如来 にし ても 又 一切 の諸仏 にし ても悉 く釈尊 の如く に五時次第し て説く のであ る︒而 るに諸仏同道︑各

修各行 と同じ ではあ るけ れども︑何 れかに音頭取 る仏がなく てはならな い︒各修各行 では本当 の統 一は取 れな いが︑

そ こには厳然と能所勝劣 の規律があ って︑ それを顕 はす のが この本尊抄 の三処 の銘文 であ る︒若し この三処 の銘文が
無 か った ならば︑本 尊砂 におけ る本地 垂述 の区別 は立 たな い事 にな ってしまう︒

要す るに︑過去 の在世 五十余年︑現在 の五十 余年︑ 未来 の五十余年 ︑ 斯く の如き 五十余年 の経 々には久 遠を説 か

ず︑ 教主釈尊 の三大秘法 を説 かな いから︑未得道 教 であり覆相教 であ って︑ これ は打 ち破 ってしま はなけ ればならな

い︒打 ち破 って顕 はさ れた のが本門 八品 であり︑ この本門 八品を顕 はす のが 四但 の法門 であ る︒
日隆聖人 は此 の五十 余年 をどうお っし ゃ って居 られる であ ろう か︒
本尊砂三処四但 ︵
五但︶の銘文

―‑145‑―

本尊紗三処四但 ︵
五但︶の銘文

在世 五十 余年 に之 れ無 し︑ と云う とき 一切 の爾前諸 経 四十 余年 と八年 の法華 経ま で入れ て 一代五十余年を垂述 だと

す るならば︑八ケ年 の間 にも但 八品 に限 ると仰 せられた 八ケ年 はどう いう事 かと いう反間 が出 て来 る︒そ の時 は垂述 の

仏 教 に五十 余年 の説法があ るから︑本地 にも五十 余年 の説法 がなけ ればならな い事 を証明しなけ ればならな い︒ ﹁本

には述 の徳 あり︑述 には本 の徳 なし﹂ と︑ 日隆麗人が至 る所 でお っし ゃ って居られる︒本地 に垂述 が含まれ︑本地 の

中 から 垂述 が出た のである から垂述 の功徳︑功用と云うも のは本地 の中 にあ る︒故 に垂述 の五十余年 は本地 の中 から
出 たも のであり︑ 八ケ年 の間 とあ る八ケ年 は本地 の五十 余年 の中 の八ケ年 であ る︒

日隆聖人 は弘経抄 ︵日隆聖人 全集第五巻 二四頁︶ に︑ ﹁此 の上 に五味主過 去常根本 一乗 の法華 経之 れあり︑此 れ に

依 て日蓮宗 を立 つ︑此 の本地 一妙 の五味主 より︑従 本 垂述 す る述 々の五義之 れあり﹂ と︑お っし ゃ っておられる︒ 五

味 主 と云う のは南無妙法蓮華 経︑過 去常 と は本門 八品 であ る︒ この五味主 の中 に過去常 があり︑過去常 を顕 はし て過

去久遠実成 の釈尊 の三大秘法 を顕 はし た本門 八品があ る︒ それが本門 八品 の法華 経 であり︑ それ によ って法華宗 が成

り 立 って いる のだと云う︑従 って この本地 の 一妙︑妙法蓮華 経 の五味主 の中 に明ら か に本門 八品が入 って居り︑本門

八品 の中 に華厳 ・阿合 ・方等 ・般若 ｏ法華 ・涅槃 の五時 の諸 経が備 って居 る のである︒ 叉︑開述顕木宗要集第 一巻 四

三 七頁 に︑ ﹁本門法華宗 の義 に云く︑本門 と云う本 は 一切 万法 の根本根源 と云う事 なり︒根本 には必ず諸 の枝 末 の功

徳 を具 す る故 に︑述中 一切 諸法 の功徳 を本地 に悉く具足 し て円融相即す る故 に 一乗なり︑ 一本 なり︑故 に本 は従多帰

一し て 一妙高広なり︒故 に浄機 土 の諸仏を開会 し て本地 の 一仏釈尊と成 じ︑述 中浄磯 上 の諸九界 の諸菩薩を会 し て本

化上 行等 の菩薩と成 し︑述 中浄磯 上 の諸仏所説 の諸 の五時 八教 の万法を会 し て︑久遠 の浄機 一体 の本地甚深 の妙法蓮

華 経を成ず﹂ とお っし ゃ っておられる︒即 ち妙法蓮華 経 の五字 の中 に本門 八品があり︑本門 八品 の中 に宛然とし て明
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ら かに華厳 ・阿 合 ・方等 ・般若 ・法華 ・涅槃 の本地 の五十 余年︑五時 の経説があ ったと いう事 が此処 に ハッキリとし

て いる︒従 って を
示祖 の御妙判本尊顕発 の時 に新尼抄 の如 く︑ ﹁今此 の御本尊 は︑教主釈尊五百塵点劫 より 心中 にを

さ めさ せ給 いて︑世 に出現 せさ せ給 いても 四十 余年︑其後 叉法華 経 の中 にも述門 はせすぎ て宝塔 品より 事 を こ り て

三 ム﹂ と仰 せら れ て います︒斯様な時 の御文 は必ず本地 の在世 五十余年 ではな いかと拝見 しなけ れば︑即 ち本地 の五

十余年 の中 の四十 余年︑本地 五十余年 の内 の法華 経述門を はせすぎ てと拝見 しな か ったなら本尊抄 の在世 五十余年 の

文 と違 ってしま い︑会通が つかなくな る︒ それな のに諸門流 で は言惣意 別 の説を振り 廻し て︑本地本門 八品 に説き顕

︑
はされた八品 の本尊 は儀相 であ る︒型式 である︒在世 の本尊 で あ る︒ と 放 ってしま い︑自分 の見解を以 て 宗 祖 の

法華天 台 両 宗 勝劣抄 一六四頁︶
御本尊を在世 の御本尊 として いる︒ これ は大きな謗法 であ る︒ 日隆聖人 は四帖 抄 ︵
ノ
ノ
卜
卜 フ 二
ノ
ハ
′
先代未聞 本尊也︑此 本
未 出現 一
に︑ ﹁本門 本尊 永異諸経 云 故 本門 八品 外︑在世 五十余年 与二滅後正像 二時 一
トハ
在世 五十余年 の外なる本尊 であ る事 を ハッキリ御指南 せら れて いる︒
尊 所謂南無妙法蓮華 経是也﹂ と ″
″
︒
日隆聖人 の御指南 では在世 四十余年 とお っし やる所が多 いけ れどそ の四十余年 は本地 の四十余年を指す のであ る
︑
だ から本尊紗 の御 科文 を拝見し ても在世 の経文 に約 してと いう事 を云 っておられる︒在世 と云う のに本地 の在世 と
述中 の在世 と 二 つある事 を考 え て御文段 を拝見 しなけ ればならな い︒

本尊抄 では日隆聖人 の御文段 に依 ると南無妙法蓮華経 の本尊 が釈尊 の本尊 であり︑ それを顕 はされた のが略明と広
明 の二段 にな って いる︒ 日隆聖人分科主要御書 一〇 七頁 に︑
大文第 二 末法相応本門事 行観 心 の能摂南無妙法蓮華 経
と御科文を かけ︑ そ の第 一に︑
本尊砂三処四但 ︵
五但︶の銘文
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第 一 略し て釈尊所説 の教時 に依 て 一念 三千 の出所を顕 はじ畢 つて本門能摂事具 三千上行伝付 の本尊を以 て在世滅
後 の亀鏡 に備 ふる ことを明す

﹂の 一段が略明 の 一段 であ る︒
と︑ン
次 いで広明 の 一段 は五重三段を立 てて妙法蓮華 経を本尊 とす ると云う事を説 かれる

第 二 広 く 一代諸 経 の三段 に経 て権実を簡 び本述 を分 ち終 に本門 八品上行要付 の本尊を顕 はして末代愚人 の易 行を
勧 む る ことを明す

とあ る︒ これが広 明 の 一段 であ る︒本尊砂 では妙法蓮華 経を本尊とされ て いるが︑ そ の妙法蓮華 経を顕 はされるに つ
いて御文段 は略明と広明 にな って いる︒略明 の結文 は︑
是 の如 の本尊 は在世 五十 余年 に之 れ無 し ︵
本地 の︶ 八年 の間但 八品 に限 る︒
とあり︑広明 の結論 は

念 三千︑此 は種︑本門 八品︑題 目 の五字 と云 って︑妙法蓮華 経 の五字 で広明 の 一段を

在 世 の本 門 と末 法 の初 め は 同 に純円 なり︑但 し彼れ は脱此 れ は種 なり︑彼 は 一品 二半此 は但題 目 の五字 ︒
也
と あ る︒ 彼 は脱 ︑ 一品 二半 ︑

結 ん で いる︒

此 の法体 に約し てあ る種脱 の法門を 日蓮宗諸門流 は︑
機 に約す る法門 だと云う︒田中智 学氏 は︑種 ｏ
熟・
脱と云う法門
は法体 の上 では論 じな い︒それ は法体 と は南無妙法蓮華 経 であ って︑
南無妙法蓮華 経 の上 で は種脱 の相違 がな いからと
云う のです︒そし て種脱を云う のは約機 の法門 であ って︑
即 ち教 ・
機・
時・
国・
教法流布 の前後 の五綱 の上 では機 に約する
も のであ ると云う のです︑ と ころが 日隆聖人 は ﹁彼 は脱此 は種 なり ⁝⁝此 は但題 目 の五字﹂ と云う所を上行所伝 の題
目を顕 はすと云 って居ら れるから︑ これ は法体 でなけ ればならな い︒機根 に種脱 があ るなら ばそれを教 える
法 の上 に
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も種脱がなけ ればならな い事 になる︒法 機相応 す る のが本当 です︒

故 に吾 々の修行 の本尊 とす べき は︑本地報身 本仏釈尊 の修行 せら れた本尊 でなく て はならな い訳であり︑ そ の為 に
五十余年 の三処 の銘文を以 て本地 垂述を ハツキリさ せる のであ る︒

垂述 の 一切 の仏教を破 って のち本地が顕 はれるから︑今本時 と云う御妙判 がある訳 です︒ 破 し てのちにそれを放 っ
てお いたならば通仏教 にな ってしまう︒

法華 経と爾前経 と︑ど の点が相違す るかと云え ば︑破す る のは爾前 経 にお いても破す る場合があるけれど︑
△
バ通 によ

ってそ の相違 が決ま る︒本門 の 一品 二半を以 て垂述仏教︑ 五十余年 の仏教悉くを打 ち破 って︑ あどで顕 はれ て来 る の

が 入品 であ る︒ そ こで八品 はどんな役を つと めるかと云うと︑
能開︑能摂 と云う役 目を果す のである︒だ から本尊抄 に

も ﹁一品 二半 より の外 は未得道教邪見教覆相教と名 づく﹂ とあ って 一品 二半 で 一代五十余年 二世微塵 の経 々を破り︑

そ のあと で ﹁本門 を以 て これを論ず れば本門 は 一向序正流通 の三段共 に末法 の為なり﹂ と云 って︑述門を本門 の体内
に摂 めて居 る︒ そ の時 この前 立ち 一品 二半 は︑本地 本門正宗 一品 二半 に摂ま る︒

本門 には能開 の功徳があり︑本門 の体内 に所開 の述門があ ると云う事 を本尊抄 にお示 し にな っている︒ ﹁そ の本尊

の為体塔中妙法蓮華 経左右 には釈迦牟尼仏︑釈尊 の脇士 には上行等 の四菩 薩﹂ と仰 せられ て本地 の本 因本果 の十界を

お明し にな って︑文殊普賢薬 王等 を以 て述 中 の所開 の述門 の意 と御文段 なさ れ て︑述中 の仏法 の十界をお顕 し にな っ

た︒ つまり体内 に摂 めて能所勝劣を明確 にす る のが本門 八品 の立場 であ る︒種熟脱 三益 の上 から云えば︑末法 は下種

に限 るけ れども下種 から熟が生 れて来︑熟 から脱 が出 て来 た故 に︑悉く種 子 に摂ま る のであ ると云う法門が︑ 日隆聖

人尼崎門流 の下種 総在 の法 門と云う のであ る︒下種 の中 に悉 く種熟脱 の三益を摂む のであ る︒ 日隆聖人 は法体 の三益
本尊砂三処四但 ︵
五但︶の銘文
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と機 の三益と 二 つあ ると云 って︑
私新抄 の中 で︑
﹁機を法体 に摂 める﹂と盛 ん にお っし や って居られる︒ 爾前権教 は法を

機 に摂 す る から聴き手 に依らなけ れば御利益 は無く︑所被 の機 に依 らなけ れば能被 の仏法 は如何 に尊くとも役 に立た

な いと云う事 になる︒本地本 門 は種熟脱 の三益 の機 を下種 の法体 に摂 めて いる其 の下種 の法体 と は妙 法 蓮 華 経 であ
る︒ だ から︑如何な る機根 でも︑信者謗者が南無妙法蓮華 経 に触 れたら利益を蒙 む る の であ る︒

次 に四但 に移ります︒先 づ但 と云う言葉 は他と簡 ぶと云う事 であ って︑簡 に 二義がある︒即 ち簡取 と簡捨 とである
が この四但 の場合 の但 は簡 取 の意 である︒

この但 の文 は略明 の所 に二 つある︒第 一但 は︑但地 涌千界を召し て八品を説 いて之 を付属し給う︒
と︑ これ によ って本門 八品が定ま る︒次 に第 二但 は︑
是 の如 き本尊 は在世 五十余年 に之 れ無し︑ 八年 の間但 八品 に限 る︒

これも但 八品と︑即 ち この略明 の 一段 におけ る第 一但︑第 二但 は︑本地 の法華 経 と は八品 であ ると いう事を定 められ
た但 と云う事 になる︒次 に第 二但 は︑広明 の 一段 にあ る︒
在世 の本門 と末法 の初 は 一同 に純円なり︑但し彼 は脱此 は種也︑
彼 は 一品 二半此 は但題 目 の五字

と︑ この御文 は︑影略互顕 であ る︒彼 は 一品 二半 と云う のは脱 を顕 はす経典 であ って︑続 いて これ は但題目 の五字 と

あ るが︑ これ はそ の間 の経典を略し て いる のである︒即 ち彼 は 一品 二半 とあ る から次 は種 子下種 を説 いた経典たる本

門 八品 としなけ ればならな い所 である︒ それ は能詮 の経 と所詮 の法体 と云うも のは何時も山蓋相応 す るも のでなけ れ
ばならな いから であ る︒ だ から影略互顕 せられた のであ る︒
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次 の第 四但 は これ は八品を示 された のであります︒我が弟 子之 を惟 へ︑地 涌千界 は教主釈尊 の初発 心 の弟 子也︑寂

滅道場 にも来 らず雙林最後 にも訪 はず不孝 の失之 れ有り︑述門十 四品 にも来らず本門 の六品 には座を立ち︑但 八品

の間 に来還 せり是 の如き高貴 の大菩 薩 三仏 に約足 し て之 を受持す︒ 末法 の初 に出 でざ るべき か

と︑但 だ 八品 の間 に来還 せり と︑人 の上 から云 っても付嘱された上行菩薩 は八品 の間 にし か出 て来な いと いう事 を顕

はし て いる︒斯く の如 く 四但 によ って付嘱された上行菩薩 は本門 の人品 の間 に出︑付 嘱した妙法蓮華経も但 八品 に限
る事 が ハッキリしま した︒

実 は四但 の法門 と いう事 は私 の学生時代 に清水梁山 と いう 日蓮宗 の学者が︑寿量品 の肝 心南無妙法蓮華 経を主張し

て本門 八品を云 わな か ったけ れど︑ 四但 の法門 と いうも のを教え て呉 れた ので︑ そ の法門 に ヒ ントを得 て四但 の法門
を確 立した次第 です︒
次 に私 はもう 一つ第五但を付け加 え て︑ 三処五但 の法門 と名 づけ た いと思う︒

今末法 の初 め小を以 て大を打ち権 を破 し東西共 に之 を失し天地頭倒 せり︑述 化 の四依 は隠 れ て現前 せず︑諸天其国

を棄 て之 を守護 せず︑此時地 涌 の菩薩始 て世 に出現 し︑但 だ妙法蓮華 経 の五字 を以 て幼稚 に服せしむ︑ 因謗堕悪必
因得 益と は是也︒

とある︒ ヽ
れが第五但 です︒ 日蓮大聖 人も この御文 をお書き になら れ て︑日本 の仏法西 へ行くなりと感興遊ばした事 と
︐
思 います︒ 日本 の仏法 と は総名南無妙法蓮華 経を中 心とす る事 であ って︑天台伝教三国流転 せる仏教︑法華 経 は諸法

実相 一念 三千 の悟り を中 心とす るも のであ って︑ これを 日隆聖人 は本門 に開会 し て別体 の妙法蓮華経とお っし ゃ つて

居られる︒ この別体 の南無妙法蓮華 経 と総体 の南無妙法蓮華 経を諸門流 で は少 しも わきまえ て いな い︒以要言之 の要
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言 の四字を放 ってしま い︑如来 一切所有 之法 と いう法 を中心とし て︑名体宗 用教 の五玄 を説く ために︑総要が何処 か

へ行 ってしまう︒要言 の法 と は以要言之 の妙法 であ る︒以要言之 の妙法 の中 に名体宗 用教五重玄義が宣示顕説され て

いる のであ る︒妙法蓮華 経 に総別があり︑ 三大秘法 に総別があり︑本尊 にも総別があ る︒ ﹁総別少 しも違 いぬれば成

仏 思 いもよらず︑ 六道輪廻 のもと いなり﹂ と曾谷抄 に ハッキリお っし や って居られる事 を忘 れ てはならな い︒

御文中 に ﹁因謗堕悪︑必因得益﹂ と は︑ せめて は︑ そしら せ てでも仏因を植 えなけ ればならな いと云う事 であ って

これが当宗 の折伏 の根元 である︒何故法華宗 は折伏をす る のかと云 えば︑放 ってお いても地 獄 に堕ちる未下種 の衆生

許り であ るから せめ ては法華経をそしら せ て地 獄 におとす のだ︑ そうす ると︑不軽品 の如く仏 因得益 で︑必ず成仏 の

仏種が芽 え て来 て信 心成 仏 をす る時が現 はれると いう事 であ る︒ ﹁上行菩薩出現 し て幼稚 に服 せしむ﹂ と いう幼稚 は

信者許り で はな い︒有 名な ﹁五字 の内 に此 の珠 を裏 み末代幼稚 の頸 に懸けさしむ﹂ の文 の幼稚 を信者許りだと我 々は

永 い問そう思 って居 た︒勿論信者 に唱えさす為 のお題 日 であ る事 は云うま でもありま せん︒乍然もう 一つ信者 でな い

謗法者 の首 へ懸け さしむ る題 日でもあ る事 を知 らなけ ればならな い︒ そ の証拠が此処 のと ころであ る︒ この ﹁因謗堕

悪 必因得 益﹂ ︵
そし る事 によ って悪道 に堕 ち るけ れども必ず益を得 る︶ のだ から幼稚 の中 に は信者不信者共 に合 まれ
る︒本門 三大秘法 の題 日 は信者許り の唱え る題 日 で はな い︑ これが折 伏論 の根本 であ る︒提婆達多品 の提婆 は釈尊 に

帰依し た のではな い︑題 目を唱えた のでもな い︑ ただ聞 かさ れただけ であ る︒ そし てそ の為 に地 獄 へ堕ち︑而も天 王

如来 とな った で はな いか︑ 凡そ宗 教 の中 で謗じ る者 は罪 であ ると云う のが原則 であ る︒ それ は云うま でもな い︒ し か

し罪 の者が成 仏す ると云う事 を説 いた経 典が何処 にあるでし よう か︒本門 の戒 坦 は信者許りが集ま るだけ の戒 坦 で は

な い︑悪 口雑言す る人ま でも参 る所 の戒 坦 であ る︒従 って日隆聖人 は戒 坦 に在世 ︑
滅後 の不同あり と仰 せられた︒ 即ち
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在世 の戒 坦 は信者許 り の戒 坦 であり︑滅後 の本門 の戒 坦 は本地本門 八品 であ って︑釈尊が修行 せられた戒 坦 は信謗共

に聞法下種 せしめら れ︑信 心下種 せし められ︑ 唱題下種 せしめら るる下種 の戒 坦 であ る事 を示し て いる︒宗門 の制度

はそう いう構成 を持 つよう にならなけ ればならな い︒現在 の宗 門 の組織 は信者御用 の御宗 旨 と云 える︒信者が無 か っ

たなら法 は伝 はらな い︒ これだけ では日蓮大聖人 の御本義 にかな いま せん︒謗者多き世 の中 であ る から︑ それ にかな
う 謗者 にも呼び かけ る組織を持 たなけ ればならな い︒

信者 はもとより逆 謗 の衆 生 の為 の三大秘法 であ る事 を忘 れ てはならな い︒ 全世界中 の宗 教 は謗 る者 は罪 であ ると説

くけ れども︑そ の謗 じ る罪 によ って成仏 の仏種 が植 えられる のだと説く宗 教経 典が本門 八品 の不軽品以外 に在 るだろ

う か︒これ程 立派 な宗 教 に徹した仏教を僅 か千年 にも満 たな い六百年 か七百年 で失 ってしまう事 があ ったら︑
それ は全

人類 の文 化 の上 で最 も尊 いも のを失うと いう 悲し い事 にな るだ ろう︒ どうぞ折伏 の根本義を此処 にお いてや って戴き

た い︒ ヽの大切 な本地 本門法華 経 の御本尊 をば先 にも云 ったよう に︑只宗 祖 日蓮大聖人が感得 せら れて御図顕 なされた
︐
御本尊だと思 って いる諸門流 は︑ 八品 の本尊 は在世 の本尊だと軽く思う事 にな ってしまう︒書 かれた姿 は八品 の様相

に拠ら れたけれども肝 心 の魂 は四十 五字 の法体 であ ると云 って︑ 一念 三千を妙法蓮華 経 の法体 だとしてしまう︒ それ

は別体 の妙法蓮華 経 であ って決 し て上行 に所伝 さ れた題 日 ではな いのであ る︒日蓮大聖人が開 目抄 にコ 念 三千 こそ仏

に成 る種 と みゆ れ﹂ とお っし ゃら れたそ の 一念 三千 は︑妙法蓮華 経 の中 に摂 めら れた本門 八品上行所伝 の総名体内 の

一念 三千 であ る︒故 に本尊秒 の御科文 は︑始 めに体内 理具 一念 三千を挙げ︑次 に体内事具 一念 三千を挙げ︑最後 に上

行所伝 の妙法蓮華 経をお挙げ にな って居られる︒斯様な本地本門 八品 の本尊を︑在世述中 の四十 余年と肩を並 べる所

の法華 と同じよう にし て いると云う事 は日蓮宗 の滅 亡 であ る︒本門 と は根本 と云う事 であり︑根本 と は本地 と云う事
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であ る︒本地 と は下種 と云う事 であ って︑種 子 の中 に 一切 が摂ま って いる のであ る︒

以 上 三処 四但 ︵
五但︶ の銘文 に就 いてお話しました︒要す るに三処 の五十 余年 に依 って︑明ら かに本地が現 われ四

但 により て本地本門 八品が明 になり︑第五但 の文 に依 って逆謗下種 の三大秘法︑別し て本門 の本尊が顕 われる のであ
２
つ︒

就 いては此 の法華宗 の組織 の上 にそうした逆謗下種 の三大秘法を活用す る組織を持 つと云う事 は︑何 よりも大切 な

事 であ る︒ どう ぞ諸君 に送られたと ころ の大事業 です︑ そ の実現 に努力を傾注 される事を切 望す る次第 です︒南無妙
法蓮華 経
昭 和三五年 七月 二十 七日
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