お題 日はなぜ 唱 え る もの な の か
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は じめ に
お題 目が口唱、即 ち、あ くまで声 に出 して唱えるものであることは全
く自明のことであって、あ らためて問 うべ きことではない ように思われ
よ う。『法華宗教義綱要』 を見 るに、『十 三 問答抄』 の「 日蓮宗

(法 華

宗)と 云ふは……口唱宗 な り……」 を挙 げて、「経力易行 の信心 は身 口
意 の三業 の所作 を組持する日業 に任せて下種 の妙法蓮華経 を口唱する故
に口唱宗であ り」 (七 〜八頁)と ある。 さらに、周知 の よ うに 『諫暁 八
幡抄』 には、
「今 日蓮は去建長五年四月廿 八 日よ り今弘安 三年十二 月にいたるま
で二十八年が間又他事 なし。只妙法蓮華経 の七字五字 を日本国の一
切衆生の口に入 レンとはげむ計也 此即母 の赤子 の口に乳 を入 レン
とはげむ慈悲也」 (『 定遺』1844頁 )
とあって、 日蓮 自ら、立教開宗 の 日か ら今に至 るまで、只、南無妙法蓮
華経 と口唱 して、 日本国の一切衆 生 に聞か しめて きただけである とあ
る。 さらに 『観心本尊抄』 は、その最後にこのお題 目について、
「一念 三千 を識 らざる者 には、仏大慈悲 を起 し、五字 の 内に此 の珠
を裏み、末代幼稚 の頸に懸け しめたまう」 (『 定遺』720頁 )
とあって、天台止観 の一念三千 の観法 を破 して、滅後末法にあ って末代
幼稚 の ものの成仏行は、妙法蓮華経 の題 目に限ることが示 されてい る。
しか し乍 ら、その題 目をなぜ口唱す るのかについては、直接的 に明示
された個処はない ように思える。
この点について、すでに拙稿 「法華経 と日蓮聖人」 で考察 した ところ

であるが、それは、今 にして言えば 『法華経』についての考察が全 く未
熟 であ り、 日蓮について も、特 に題 目の口唱 とい う点に関 して、 これま
た全 く未熟 であった。それ故、ここに再考 して、少 しで も宗祖 日蓮の信
仰に近づかんとするものである。

イ ン ドにあって、凡そ「経」は全て「如是我 聞」 (私 は仏から次のよう
に聞いた)で 始 ま り、仏 の 言葉

(仏

陀釈尊 の金口直説)で あ る とす る

が、それは、歴 史的事実 として、全 ての「経」 に該 当す る もので はな
い。それ ら「経」は今 日では二つ に大別 されるのであって、一つ は 『阿
含

ー リー語聖典、五ニカーヤ)で あって、南伝仏教圏

(ス リラ
ンカ、 ミャンマー、タイなど)で 「経」 とい えばこれだ けであって、そ

(経 )』

(パ

れ以外の もの、例えば 『法華経』などは全 く「経」 とは認め られていな
い、 と言 うよ りは存在 しないのである。 もう一つ は、歴 史的実在 の人物
たる仏 陀釈尊 の入滅後、数百年 も経 た頃に登場 して きた所謂「大 乗経
典」類、 さらには、それよ りさらに遅れて出現 した密教経典 である。
それ故、 これ ら新 しく登場 して きた大乗経典類 は「経」 とは名乗 って
はいるが、仏陀釈尊に非 ざる一人の無名 の部派仏教 の正規 の比丘―― そ
れは勿論仏教教理に精通 した ものであ った―一 の創作 したものであ り、
その作者 の懐 いた一つの主張

(信 仰)の 表明書なのである。
このことは、すでにその登場当初か ら伝統的正統派仏教 (部 派仏教)

の側か らは、
「 これ までお まえの聞 い たこと (=『 般若経』
それは仏陀の言葉
)、
では ない。それは (誰 かある)詩 人が作 った詩 (文 )に す ぎない。
しか し、私

(部 派仏教 の比丘)が 話す この ことは、仏陀 (釈 尊)に

よって話 された仏の言葉 なのだ」 (『 大乗仏典 3 八千頌般若経 Ⅱ』
113頁 )

と述 べ られて いて、 当の『般若経』 自体が い わば認め るところで あ っ
た。 この点は 『法華経』において も全 く同様であって、
「 じつ に我 々

(『

法華経』の作者 と唱導者)に ついて

(さ

らに次のよう

に)言 うで しょう。『これ らの比丘たちは利得 と名誉 に執 われた も
ので、 じつ に外道 の ものだ。 自分勝手な詩文を説示 してい る』 と」
(『

「勧持品」偶 [8])
法華経』

「我 々を罵るものたちは、 (さ らに言うでしょう)『 利得 と名誉 のため
に自分勝手 に経 々 を

(捏 )造

して会座 の真 中 で説 き語 ってい る』

と」 (同 、偶 [9])
とある。勿論、『法華経』の作者 はこれを 自分 たち

(『

法華経』作者 とそ

の唱導者たち)に 対す る非難、罵 り、悪口と捉 え、それに耐 え忍んでい
くのだとい うのであるが、歴史的事実 として、仏陀釈尊の入滅後のい く
度か の 結集"(経 典編纂会議)に よって承認 され、伝承 されて きた と
ころの『阿含
(仏

(経 )』

には全 く含 まれて い ない『法華経』な どは「経」

陀の金口直説)で はない、即 ち非仏説、それ どころか経 の贋物 だ と

言 われて当然であったのである。それ故に、 このことを熟知するこれ ら
新経典 の創作者たる仏に非 ざる無名 の比丘にとって、 いかにこれこそが
真 の仏 の教 えだと確信す るところであって も、それを「経」 としてただ
闇雲 に仏教 界 に発 表す ることな ど決 し出来 なか ったので ある。なぜ な
ら、経 の贋物造 りは、世間でい えば贋金造 りであ って、それの大罪であ
ることは仏教 の世界 にお いて も変 りはない。凡そ比丘
者)に とって、犯すべ か らざる大罪 として淫

(仏 教 の出家修行

(一 切 の性行為)、

殺

(人 殺

し)、 盗 と大妄言 の四つがある。その うち大妄言 とは、己が 未だ覚 りを
得 ていないことをはっ きりと自覚 しなが ら、他人に向か って 覚 りを得
た"と 妄語

(う

そ)を 言 うことであ って、これ ら四つ の罪 を犯 した もの

は、比丘 とい う身分 を剥奪 され、僧伽

(教 団)か

ら追放 されるのであっ

て、「経」の贋物造 りは、 まさしくこの大妄語 とい う重罪 に等 しい もの
であった。それ故、 これまで仏陀釈尊 の金口直説 として伝承 されて きた
『阿含』には存在 しない『法華経』な どの新 しい「経」 の創作発表 は、
その創作者たる比丘 にとって、 まさに自己の比丘

(真 の仏弟子)と

して

の宗教的生命を賭 した行動であった と考えなければならない。
こ うして、『法華経』 を創作 した一 人 の仏 に非 ざる無名の比丘 にとっ
て、これぞ真 の仏教 な りといかに確信す る ところで あ って も、それを

「経」 (仏 陀の言葉)と して世 に問 うに当っては、綿密 な熟慮が不可欠で
あ った。即 ち、『法華経』作者 は、仏陀釈 尊 の成道、初転法輪か ら、現
時点の (仏 滅後〉無仏 ・悪世に至るまでの仏教 の歴史的展開を踏えて、
そ こに自己の信得 した真の仏教なるものをしっか りと位置づ け、その上
に立って これを聴 くものをして「経」 (仏 陀の金口直説)で ある と受入れ
られるように、 しっか りとした一つ の構想 を樹立 し、その構想の下に首
尾一貫 した一つ の宗教文学作品を創 り、それを 『法華経』 と命名 して、
ここには じめて世に問うに至ったのである。
それでは、 この ものは、 どうして一歩踏み誤れば、大妄語 の大罪に堕
す危険を犯 してまで、『法華経』を創作 し、世 に問 うに至 ったのか。そ
れには、 この ものはいかなる状況下 にあって、 いかなる問題意識 をも
ち、そ こか らいかなる解決策を見出 したのか、総 じて作者の『法華経』
創作 の意図 こそが究明されなければならないであろ う。
ここにお いて、『法華経』創作者 として一人の比丘 を想定す るに、彼
は世俗世界 にお ける業 による輪廻転生 を基盤 とする己の人生を苦その も
の と観 じ、そ こか らの解脱 は唯一出家 の宗教によってのみ得 られるとい
うイ ン ド宗教界 の共通認識に基づいて出家、即 ち世俗世界 の一切 を放棄
して、出家の宗教 の一 つ たる仏教 に入 ったので ある。そ の 当時 の仏教
は、涅槃寂静 を目指す阿羅漢道

(伝 統的正統派 の部派仏教)と

、正覚の

獲得・成仏 を究極 とす る新興 の 菩薩道 (大 乗・菩薩乗
そ の主流 は
―
『般若経』
)一 一 の二つに分かれていたが、 この ものは勿論、己の成仏 を
求めて大乗 ・菩薩乗

(『

般若経』
)の 比丘 とな り、その教義の研鑽 と実修

(瞑 想)に 励 んだので ある。 しか し、程 な くして、それによっては正 覚

の獲得 など到底得 られない 自己の凡夫 たることを痛感 したのだ と思われ
る。 しか もその上、痛切 に懐 いた想 い は、今 は 〈
仏滅後〉、仏不在の時
代、無仏 ・悪世に他ならない とい う時代認識、歴史認識 であった。 この
(仏 滅後〉無仏 ・悪世 とい う歴史認識 と、そこに投 げ出され た、謂 うな

れば仏か ら見捨て られたところの、成仏 を求める比丘であ りなが ら凡夫
だとい う自己認識 とにしっか りと立脚 した上で、それで も自己の成仏 の
可能性 を求めてさらに瞑想

(坐 禅観法)に 沈潜 したのであ り、そ の観法

の中心 となるものは̀bodhisama'(ボ サツ・菩薩・ぼさつ)の 観念 であ っ
たことは言 うまで もない。
そ して、その坐禅観法 の内か ら得 られた ものは、 もし真 の仏教が、伝
統的正統派 の部派仏教 に対抗 して新たに興って きた大乗・菩薩乗 の『般
若経』の主張 してやまないところの、成阿羅漢道ではな く成仏道、即ち
正覚 を獲得 して仏に成る教 えであるならば、たとえその大乗・菩薩乗 に
絶望 した凡夫の 自己であって も、己は本来か ら、即 ち全 く無条件 に

̀成

仏確定者 'と しての「ぼさつ」 であるはずである、否、そ うであ らねば
ならない とい うのが この ものの確信 であったのである。なぜ なら、 この
己が仏か ら見捨て られた凡夫であろうとも、生れなが らに して、「本来
か らぼ さつ

(成 仏確定者)」

であるな らば、後 はぼ さつ行一一 それが何

であるかは措 くとして―一 の実践 によって、それがいかに遠 い先 のこと
であろ うとも、 自己の成仏は絶対的 に保証 されるか らである。
ところで、その場合、 この凡夫 の 自己の「本来か らぼさつ」 であるこ
とは、単 に自分の懐 いた願望、 とい うよ りは、 まさしく己の偏見、ない
しは独断の他 の何 もので もないのではないか。 ここに思 い至った時、 こ
の ものは 自己の本来か らぼさつであることの根拠 を求めて、 さらに瞑想
を深めたのであ り、その極 において、 もしも「一切衆生が本来か らぼさ
つ である」ならば、その一切衆生 の一人たる この仏か ら見捨て られた凡
夫 としての 自己 もまた「本来か らぼさつ」 であることが理の当然 として
成 り立つ とい う結論 に到達 したのだ と思われる。その場合、「一切衆生
は本来か らぼさつ である」 とい うことが、何人によって も否定 されえな
い絶対的真理 であるとい うことは、仏教 の次元にあ っては、 まさしく仏
陀釈尊 の金口直説 である とい うことによってのみ証明されるのである故
に、彼 は「一切衆生 は本来か らぼさつ である」 とい うことは「如来の智
慧 の直観」 徴口来の智慧 による (衆 生)洞 察、仏智 による直観、『妙法華』

)見 」)￨こ 他 な らない とし、仏 はこの仏知の見 一切衆生 は本
来からぼさつである」
)を 衆生に示 し、衆生をして理解せ しめ、悟認せ し
め、 さらにはその仏知見 の道 (実 践)に 導 き入れる こと、 これを要約 し
て「ぼさつ を鼓舞す ること」 妙法華』
「教化菩薩」
)と 言 い、 これ こそ

「仏知

(の

(「

(『

が仏の世に出現 し説法す る唯一の、即 ち究極の任務

(仕 事)で あるとし

たのである。
こうして、 この ものは 『法華経』 を創作 して、広 く世間の人 々に語 っ
て聞かせ る

)に 至ったのである。 しか も、その場合 に決 して看過

(唱 導

してはな らないこ とは、 〈
仏滅後〉 にあって仏か ら見捨て られた もの な
るも、本来か らぼさつ であることに依 ってのみ 自己の未来成仏があると
確信す るこの もの達 に とって、『法華経』の創作 とその 唱導 は、『法華
経』の伝道 ・弘通 とい うような二次的な ことではな く、 じつ にその出家
か らの究極 目標たる成仏 を目指 してのまさに ぼさつ行 "そ の ものに他
ならなかった ことである。 この『法華経』 の創作 ・発表 こそが、 (仏 滅
後)に 投 げ出された作者 自身に とって唯一の成仏 のためのぼ さつ行で
あ ったので あ り、その ことを説 き明かす ものが、本来の 『法華経』の
「如来寿量品」 に続 く「常不軽菩薩品」 なのである。

ここにお い て、お題 日はなぜ唱 える もの なのか に応 えるには、 この
「常不軽菩薩品」 に説かれる常不軽菩薩 の振舞が注 目されなければな ら
ないのである

'。

それは、周知のように、昔、威音王仏 の (仏 滅後〉に、ある一人の菩
・
薩 比丘が巷で出合 う人毎 にいつ も、「私 はあなたを軽蔑 しませ ん。 あ
なたは軽蔑 されない方 です。なぜ な ら、あなたはぼ さつ行 を行 じなさ
い。あなたは如来・応供 0等 正 覚者 にな られ ます」 と 呼 びか け"て
廻 った とい う。それ で、人 々 は彼 に「いつ も

(あ なたは)軽 蔑 され な
い方です"と 言 う男」 とい う綽名 をつ けたのであ って、彼は僧院にあっ

て、す で に比丘の基 本 的修行 た る経典 の 暗誦や講説

(教 義 の発表、討

論)を 済 ませていたので、毎 日僧院か ら巷に赴 き、そ こで出合 う人の一
人ひとりに向かって、老若男女の別な く、 また一人 も漏 らす ことな く、
この 呼 びか け"を な した とい う。一 方、 この よ うに唐突 に 呼 びか
け"ら れた人 々の多 くは、 これを受け入れるどころか全 く逆に拒絶反応
を示 し、中には土 くれや棒切れを投 げつ けるもの もあった。 しか し、彼

はそれらが届かないところまで逃げて、その上でそ こか ら大声 でこの
呼びかけ"を 聞かしめたとい う。
こうして恐 らく数十年が経過 して、彼が死期を迎えた時に、かつて威
音王仏が説いた『法華経』を誰かが語 る空中からの声 によって聴聞し、
それをしっか りと把握、了解 したのであり、そこで超神秘的付与 をなし
て寿命 を延ばし、今度は『法華経』 を人々に説いてまわったとい う。 さ
らには、後生において、二万億 の 月の音の王"と い う同名の仏の、在
世に生まれ合せた時には菩薩 として仕え、(仏 滅後〉 にあっては『法華
経』 を得て、それを説き聞かせたのであ り、さらに二万億の 太鼓の音
の王"と い う同名の仏の もとでも、さらに二万億の 雲の音の王"と い
う同名の仏の もとでも同様であったとい う。
そして終 りに次のようにあって、 この話は結ばれている。
「ところで、得大勢 よ。お前には、その時、その期 にかの 『いつ も
あなたは軽蔑 されない方 だ"と 言 う男』 と綽名 された菩薩、鯛ロ
ち)か の威音王如来の (〈 仏滅後〉の)教 誠下で四衆か ら、『いつ も
あなたは軽蔑されない方だ"と 言う男』 とい う名で認められてい
たもの、(し かも)彼 によって

(後 生の無量生において)こ

れだけ多

くの如来たちが喜ばされた (=出 会い、供養された)も の、その人
は誰か別人のこととい う疑い、あるいは疑念、疑惑があるかもしれ
ない。 じつに得大勢 よ。私 (釈 尊)こ そがその時、その期の 『いつ
も あなたは軽蔑されない方だ"と 言う男』 とい う名の菩薩であっ
たのだ。得大勢よ、もし私 によってかつてこの法門が (空 中の音声
け入れ、了解)さ れることがなかったなら、
れ、他人に語って聞かされ、解説)さ れることがな

より聞いて)把 握
そ して憶持

(さ

(受

かったなら、私はこのように疾 く無上等正覚を覚 ることはなかった
であろうものなのだ」 (『 土田本』pp。 322,18‑323,1)
さて、 この常不軽菩薩の振舞 についての従来の様 々な解釈 は、端的に
言って、話の全体像を捉えたものとは到底言い難い ものである。 この も
のが巷で出合 う人 々に見境なしにな した 呼 びかけ"の うち、前半 の
「私はあなたを軽蔑 しません。あなたは軽蔑されない方です」 とい うこ

の意表を突 く言葉は、 この もの 自身が直ちに「なぜ なら」 と言葉 を継 い
で「あなたはぼ さつ行 を行 じなさい。 (そ うすれば)あ なたは仏 に成 ら
れるのですか ら」 と言 っているの で あるか ら、 この ものは巷で出合 う
人 々の全てを全 く無条件 に本来か らぼさつ
してい るのであって、そのこと

(「

)で あると見倣
一切衆生は本来からぼさつである」
)に
(成 仏確定者

揺 ぎ無 い確信 を懐 い て い たか らに違 い ないので ある。なぜ な ら、凡そ
「ぼさつ行」 とは、本来か らしてぼさつが為す成仏 のための行為 を指 し
て言 うので あって、ぼ さつ でない ものに対 して「ぼ さつ行 を行 じなさ
い」 と言 うのは、「蛙の面 に水」 で、全 く無用であるか らである。それ
どころか、逆 にこの ものが出会 う人を全て「本来か らぼさつである」 な
どとは全 く思 うことな しに、 しか も「あなたはぼ さつ行 を行 じなさい。
仏 に成 られますか ら」 などと言 うことは、 これほど相手 を軽蔑 し、侮辱
した言葉はないであろ うか らである。それ故、 この ものは論理的に筋 を
通 して言 うな らば、「あなたは 自分では全 くそ うは思 ってい ないで しょ
うが、 じつ は本来か らぼさつ

(成 仏確定者)な のです よ。ですか ら、 ど
の
うかそ 仏に成 るための行、即 ちぼさつ行 を行 じられます ように」 と声

を掛 けるべ きであったのである。 しか し、それでは、恐 らくこの 呼 び
かけ"の 持つ人 の心底 に届 く威力は半減 した、それ どころか、全 く無に
帰 したことであろ う。
そ こで、 この ものは「あなたはぼ さつ行 を行 じなさい」 と一番肝心な
ことをズバ リ言ったのである。 しか し、それのあまりにも唐突にして破
天荒なる故に、少 しで もシ ョックを和 らげようとする深 い配慮か ら、私
の「ぼさつ行 を行 じなさい」 とい うこの 呼 びか け"は 決 してあなた を
軽蔑 して言 うのではな く、あ くまで も己の真実 の想 い を吐露 した もので
あることを示 さんとして「私はあなたを軽蔑するものではあ りません。
あなたは

(決

して)軽 蔑 されるような方ではないのです」 と言 った まで

であつて、それは一種前日上であったのである。
しか し乍 ら、殆 どの人 々は、 自分が本来か らぼさつ、すなわち仏に成
ることが確定 している者であるなどとは到底考えも及ばないこ とであっ
た し、 しか もそれは全 く見 も知 らぬ一介 の出家修行者か らの言葉であっ

たか らして、世間の人 々は次のような拒絶反応 を示 したのである。
「 じつ にこの菩薩 がその折 に比丘であれ、比丘尼であれ、優婆塞 で
あれ、優婆夷であれ、そのように聞かせた人 々の うちの殆 ど全ての
ものは、 この ものに対 して怒 り、瞑悪 し、嫌悪 を生 じ、罵 り、非難
す る。『どうして、 この比丘は問われ もしないの に、 (自 分か ら)そ
れは真実の ものではな く、 (ま して我 々から)願 求 された ものではな
い にも拘 らず、我 々に無上等正覚 に向けて授記
もないことを)し てお きなが ら、それ は

(決

(す

して)

るとい うとんで
軽 蔑 の心

(で

言 っているの)で はない"と 我 々 に吹聴す るのであろ うか。 (そ れ
は、その言葉 とは全 く裏腹に)じ つ に我 々 自身 を軽蔑 された ものに
してい る (=我 々は軽蔑されている)の だ』 と」 (p.320,15‑21)
しか し、 このような世間の人 々か らの怒 りや罵 り、非難に遭 って も、
この ものは 呼 びか け"を 全 く止めることな く、先 に述べ たように死期
を迎えたとあるのであ る。
この ような常不軽菩薩 の振舞 をもって、従来は、「人間礼拝行」、「仏
性礼拝行」、あるい は「常不軽 比丘 の法難忍受 の弘経」 と解 されて きた
のであるが、 しか し、 この ものは、なぜ この ような罵 りや非難を受けな
が らも、 この 呼 びか け"を 止めようとはしなかったのか、その ことこ
そが考究 されるべ きことであ ろ う。確 かに、「一切衆生 は本来か らぼさ
つ

(成 仏確定者)」

とい うことは、そ うではな くては一介 の凡夫 として

の 自己の「本来か らぼさつであ る」 ことによる成仏 の絶対保証 はないに
して も、それは この ものの懐 いた堅固なる信念であって、端か ら見れ
ば、 この ものの懐 い た謂 わば偏見 ない しは独 断 に過 ぎない。それなの
に、 どうして この ものは巷にうって出て、そこで出会 う人 々、一人ひと
りに「あなたは本来か らぼさつ なのです よ。だか らぼさつ行 を行 じられ
よ」 と 呼 びか け"て まわったのか。 この ものの懐 いた信念 とこの もの
の とった行動 との間には、一体、いかなる関係があるのか、 この ような
行動 を取 らねばならなかった必然性 は何であったのか。
もっとも、 これが正覚 を獲得 した仏陀であるならば、話は別 である。
なぜなら、凡そ、仏たるもの、正覚 を獲得 しなが ら沈黙 を守 る、即ち、

説法教化 をなさない ものは仏陀には非ず して、独覚 の他 の何 もので もな
いか らである。 それ故に、 F法 華経』 の「仏乗品」 (『 妙法華』「方便品」
)
は冒頭 に、 この点を押 えて、
「舎利弗 よ、『如来は

(一 切の声聞、独覚は勿論、菩薩によってさへ も

知 り難い)偉 大な、不可思議にして稀有 なる仏の特質 の獲得者であ
る』 とこの ように言 うだ けで、私
なの で あ る

(即

陀釈尊)と しては満足すべ き
ち、 これ以 上 言 うべ き言 葉 は な い)」 (p.28,19‑
(仏

pe 29,1)

とあって、羅什が「止舎利 弗 不須復説」 と訳 してい るように、最早 こ
れ以上、言 うべ き言葉はない としなが ら、直ちに、 じつ に未 だその舌 の
根 の乾かぬ うちに、次 のように言 っている。
「舎利 弗 よ、 じつ に如 来 のみ が、如来の特質 を

(衆 生に)説 示 しう
るのである。 …… じつ に如来 こそは一切諸法 (=一 切衆生)(が 何 で

あるか)を 知 っているのだ。即 ち、それ ら諸法 (=衆 生)が 何 で あ
るか、それ ら諸法が どの ようであるか、それ ら諸法が如何 ようであ
るか、それ ら諸法がいかなる相 であるか、 それ ら諸法がいかなる 自
性 であるかを。それ ら諸法について如来 こそは 現証する者 "で あ

、明晰に見る者"で あ
り

この 現証する者 "、

29,1‑7)
者 "と は、卑近な例で言えば、事件

(p・

=」 る
明晰に見

の現場 目撃者であって、 その ものには、それについての沈黙は決 して許
されず、必 ず人 に告 げなければな らないが、その よ うに、仏 陀たる も
の、物事、 ここで言えば、一切衆生 の真実相 を仏智によって現証 し、 明
bjlに

見た以上は、決 して沈黙は許 されず、それを衆生に説示 しなければ

ならないのであって、それは仏に課せ られた仕事、任務、 さらに謂 うな
れば責務 なのである。
ここをもって、「仏乗品」は、 この後、三止三 請、五 千起去 を経て(
遂に、次 のように述べ てい る。
「舎利弗 よ、̀正 法 '(̀saddharma',「 妙法」 =「 仏の意図に基づいてこ
れか ら説かれる もの」
)は

(一 切 の声聞、独覚、菩薩 の論理的思考に

よっては)思 考 されえず、思考 の領域 にはな く、如来 のみの知 ると

ころである。なぜ なら、舎利弗 よ、凡そ、如来 はただ一つの為すべ
き事 のために、ただ一つの任務 のために、世 に出現す るか らであ
る」 (p.37,1‑3)
と言 い、
「 じつ に舎利弗 よ、如来はただ一つ の乗、即 ち一切知者 たることを
)た る
究克 とす る、ぼ さつ を鼓舞す るこ と (『 妙法華』「教化菩薩」
(仏 乗〉 を よ り どころに して衆生 に (正 )法

ち、衆生に如来の智 による洞察

(6)

を説 くの で あ る。即

(仏 知の見)を 示す ために如来は世

に出現する。衆生に如来の智 による洞察を理解 させるために如来は
世に出現す る。衆生に如来の智 による洞察を悟認 させ るために如来
は世に出現する。衆生をして如来の智 による洞察 の道 (実 践)に 入
れ じめるために如来 は世に出現す る。舎利弗 よ、 これが如来のただ
一つの為すべ き事、 ただ一つの任務 なのである」 (p.37,6‑8)
と言 ってい る。
ここに、一切衆生が何であ り、 どの ようであ り、如何 ようであ り、 い
かなる相であ り、 いかなる自性 であるか、即 ち、一切衆生の真実相、そ
れは仏 のみの知 ることろなる故 に、仏は必ずそれを衆生に説 き示 さなけ
ればならず、それ こそは仏 の世 に出現する唯一の、即ち究極 の仕事、任
務 であって、 この一切衆生の真実相 を明かす最終説法 を「正法 (妙 なる
教法)」 と呼ぶ。そ して、凡そ仏 たるものが なす、 この仏知 の見 を衆生
に示 し、理解せ しめ、悟認せ しめ、その道に入れ しめる とい う一連 の過
程 を要約 して、 じつ に「ぼさつ を鼓舞す ること」 と言 って い るのであ
る。それ故、 ここに謂 うところの「如来の智 による衆生洞察」即ち「仏
知 の見」 の 中身、「一切衆 生の真実相」 とは「一切衆 生は本来か ら一一
全 く無条件 に一一 ぼさつ (成 仏確定者)で ある」 とい うことに他 ならな
いことが明白となるのである。
凡そいかなるもの も全 く無条件 に本来か らぼさつであるならば、後は
ぼさつ行 の実践 によって、いつか仏に成 ることは絶待保証 される故に、
この仏知 の見 の示、悟、入道、即 ち、 ぼさつ鼓舞 とい う教法 は、「一切
衆生が仏に成る教 え」 として (仏 乗〉 と命名 され、それは一切衆生 を残

りなく全て包摂する故に、乗はこの 〈
仏乗〉唯一つであって、その意味

で、唯一つの乗、即ち「一乗」と謂われているのであぶ。

こ うして、 F法 華経』前半部の根本主張 は「一切衆生 は本来か らぼ さ
つ

)で ある」 とい うことであ り、それは常不軽菩薩 の懐 い

(成 仏確定者

た確固たる信念、即ち「一切衆生は本来か らぼさつ」その ものであ り、
後 はその もの 自身のぼさつ行 の実践 によって必ず成仏があるとい う確信
と全 く同一 であることが明 白である。 このことは、 この常不軽菩薩の説
話その ものが『法華経』作者の創作 である故に当然 といえば当然 のこと
であるが、 しか し、その 同 じ「一切衆生 は本来か らぼ さつ

(成 仏確定
者)」 とい うことを、『法華経』作者 は、「仏乗品」で それの論証不可 な

るが故 に、「仏知の見」 (如 来の智慧による衆生洞察)で ある として、謂
わば仏 に丸投 げ して しまっているの に対 して、常不軽菩薩の場合 はそ う
ではな く、 くる日もくる日も僧院か ら飛 び出 し、巷で出会 う人 々の一人
ひと りに向かって、「ぼさつ行 を行 じなさい。仏 に成 られ ます」 と 呼
びかけ"て まわるとい う、一見奇人・変人的な振舞 をな してい るのであ
る。
ここにおいて、常不軽菩薩 をしてこのような行動 をとらしめた『法華
経』作者の意図するところを̀1寸 度するならば、常不軽菩薩にとって「一
切衆生は本来か らぼさつである」 は、それ な くしては自己の成仏は絶対
に不可能 であるとはいえ、己の偏見ない しは独断の他 の何 もので もない
のであ り、 しか も今は威音王仏の滅後、無仏 ・悪世の真只中であって、
「仏乗品」 にお けるように、 これを仏智による洞察 として、謂
F法 華経』
わば仏 に下駄 を預 ける こと も出来 ないの である。その よ うな状況下 に
あって、常不軽菩薩―― それはと りも直 さず 『法華経』作者―― は「一
切衆生は本来か らぼさつ」 をいかにして普遍の真理 として定立すること
が 出来 るのか 、 この一 点 に ま さに必死 の 思 い で 瞑想 を深 め た に違 い な
い。 そ して、 そ の 瞑想 の極 にお い て、「 一 切 衆生」 とい って も現 前 に存
す る一人 ひ と りを措 い て他 にない故 に、その現在前す る人 々の一 人 ひ と
りに「あ なたは本 来か らぼ さつ なので す」 と声 をか けて い って、呼 びか
け られた人が 、 この 呼 びか け を受 け入 れ よ うが、受 け入 れ まいが、そん

な ことは全 く無関係 に、それによってこの もの 自身が声 をかけた人一人
ひと りのぼさつであることを確認 してい くならば、その終極、即ち全て
の人に声 をかけ終った時点において、一切衆生の本来か らぼさつ なるこ
とが確定す るのではないのか。そ して、その時 こそ一切衆生の中の一人
であるこの凡夫の 自己 もまた本来か らぼさつ

(成 仏確定者)で あ ること

が理の当然 として確 立するとい うものであったろ う。瞑想 の極 に この思
い に達 した時、 この ものは矢 も楯 もたまらず僧院か ら巷に飛び出 し、そ
こで出会 う人 々に片端 か らこの 呼 びかけ"を してまわったに違 い ない
のである。
このような̀}寸 度は、全 く荒唐無稽 な夢想 の他 の何 もので もない とされ
るか もしれないが、 しか し、 この ものがいかに罵 られ、非難 され ようと
も、 呼 びかけ"を 止める ことな く続 けた ところには、 まさに「千里 の
道 も一歩か ら」 であ り、土 くれや棒切 れを投げつ け られれば、それの届
かない処 まで逃げて、そ こか ら大声 を挙げて 呼 びかけ"た とい うとこ
ろには、そ こに一人で も漏れれば、 まさに「堤防にあいた蟻 の穴一つ」
で、たちまちに「一切衆生の本来か らぼさつ」 は成立 しないのであ る。
か くして、僧院での、大乗・菩薩乗

(『

般若経』
)の 修習 によっては未

来成仏 の確信 を得 られなかった常不軽菩薩・比丘に とって、 自己の成仏
を絶対保証する「一切衆生は本来か らぼさつ」 を普遍的真理 た らしめる
べ くなしたこの 呼 びかけ"は 、己の宗教的身命、それは今生のみなら
ず無量 の後生の身命 を賭 しての、不退転 のぼさつ行その ものであったに
違 い ないのである。そ して、 このことは一人の仏に非 ざる無名 の比丘が
己の未来成仏 を期 して、釈尊 の入滅後、数百年 も経 た時になって 『法華
経』 とい う経

(仏 の金口直説)を 創作 し、世 に問 うに至ったそ の思想 と

行動 とに全 く合致す るものであったのである。
それはそ うであ って も、 しか し、 この話が ここで終 わったならば、常
不軽菩薩のこのような行動

(呼 びかけ)は 、 いかにそれが己の身命 を賭

しての ものであ って も、ただこの ものだけの 自己満足 であ り、 どう考 え
て も、変人・奇人的振舞 に過 ぎない と見なされたであろう。
しか し、決 してそ うではな く、 この ものの 呼 びかけ"の 意趣す る

「下切衆生は本来か らぼさつ」 こそは 『法華経』の根本主張であ り、 ま
さしく「一切衆生皆成仏道」 の仏教 を成 り立た しめる根本原理その もの
であることを明 らかにするべ く、 この後、 この ものは死期に臨んで、か
つ て威音王仏が在世 中に説 いた 『法華経』を誰かが語 る空 中か らの声 に
よって聴聞 し、それを完全 に理解 し、把握 して、己の寿命を超神秘的付
与 によって延長 し、今度はその『法華経』 を人 々に説 き聞かせた と語 ら
れているのである。
このことは、 この ものの臨終時における 『法華経』聴間が、 この 呼
びか け"と い う行動 の得果、果報 としての利益 (功 徳)で はな く、 呼
びかけ"の 根本依拠たる「一切衆生は本来か らぼさつ」が仏陀の金口直
説 たる『法華経』の主張その もの、 まさしく仏教の真髄 であることを証
せんとするものであ り、それ故に、その後 の F法 華経』唱導 とい うこと
も『法華経』 の伝道・弘通 を奨励 せ ん とす る ものでは決 してないので
あって、 これまでにな して きた数十年 に亘る 呼 びか け"と 全 く同 じも
の、謂わばそれの同一延長線上にあるところの彼 自身の (自 利の)ぼ さ
つ行その ものであったのである。
それ故、常不軽菩薩は、今生だけで終ることな く、後生において も無
量の

月の音 の王"と い う同名の仏 の在世に生 まれ合わせた時には菩薩

として仏に仕 え、その仏 の (仏 滅後〉に生 まれた時には、 この 呼 びか
け"を なし、臨終時に 『法華経』を空中か らの声 によって聴聞 し、今度
はそれを四衆 に説 き聞かせたのであ り、 さらには、 太鼓の音の王"と
い う同名 の無数 の仏 の世で も、 雲 の音 の王 "と い う同名 の無数 の仏の
世で も同様であったのであ り、 このぼ さつ行 の果 てに、遂に今、仏陀釈
尊 としてこの世に出現 してい るのだと説かれてい るのである。
こ れ は、 (仏 滅 後〉 にお け る 常 不 軽 菩 薩 の

呼 び か け "と そ の 後 の

『法華経』唱導 とい う こ と、 しか もその後 の 無量生 にお け る 同一所 行 の
繰 り返 しこそが、 この もの に とって他 な らぬ 自利 ・利他 一体 のぼ さつ 行
その もので あ った こ とを明 白に証す る もので あ る。

この ように、常不軽菩薩の無量生に亘る (仏 滅後〉 における「あなた
は本来からぼさつなのですから、ぼさつ行を行 じなさい。仏に成 られま

す」 とい う 呼びかけ"と その後の『法華経』唱導 という生き様 は、現
仏滅後〉に登場 した一人の仏に非ざる無名の
実のインド仏教において 〈
比丘による『法華経』の創作 とそれの唱導に込められた甚深の意図を、
F法 華経』の中に謂わば「劇中劇」 として、赤裸 々に、かつ見事に述べ

たものに他ならない。
こうして、「常不軽菩薩品」 は次の掲 をもって結びとする。

「それ故に、 このような自存者 (=仏 )に よって自ら宣説 された教
自意の説 =『 法華経』
)を 聞いたからには、 (そ れを)憶 持 し、
私 (釈 尊)の 滅後に幾度も幾度もこの経を説 き明かすべ きである」
法

(随

12〕
〔

これは、『法華経』の最終章たる「如来神力品」最終偶 と全 く同じで
ある。
「それ故に、 じつ に賢明なるぼさつたちは、 このような功徳利 を聞
いたからには、私の滅後に、 (こ の)経 を憶持 (し 、語って聞かせ、
解説)す べ きである。それ らのものたちには、 (将 来、いつか)正 覚
(を 得 ること)に お いて (い ささかの)疑 い もあ ろ うはずがない」
14〕
〔

これによって、『法華経』は、単に「一切衆生は本来よりぼさつ」 と
い う「仏知 の見」を衆生に示・悟・入道する ぼさつ鼓舞"た る (仏
乗〉を明かすだけのものではなく、むしろ後半の、仏から見捨てられた
(仏 滅後〉の衆生に対 して、 この 『法華経』の聴間によって こそ自己の
本来か らぼさつなることを知 り、後は自身のぼさつ行の実践 より他には
いかなる成仏道 もないことを明かす ものなのである。それ故 に、 (仏 滅
後〉の衆生に語 り聞かせる『法華経』唱導とい う行動 は、単にそれの伝
道・弘通 というような、謂わば二次的行為ではな く、それより他に自身
の成仏道はない とい うまさに自利・利他一体のぼさつ行その ものなので
ある。
おわ りに
常不軽菩薩の 呼びかけ"と その後の 『法華経』唱導 とい う振舞をこ

のように解す るとき、表題の「お題 目はなぜ唱えるものなのか」 とい う
間の答えは、 もはや多言を要す ることな く自ら明白であろう。常不軽菩
薩の 呼 びか け"、 すなわち、
「私はあなたを軽蔑 しません。あなたは軽蔑 される方 ではあ りませ
ん。なぜ な ら、 (あ なたは自分では全 くそうは思っていないで しょう
が、 じつは本来か らぼさつ

(成 仏確定者〉なのです よ、ですか ら)ぼ
つ
さ 行 を行 じなさい。あなたは仏 に成 られます」

は、羅什 によって、「我深敬汝等 不敢軽慢
道

所以者何

汝等皆行菩薩

当得作仏」 と漢訳 されてい る。 ここをもって、 日蓮は、
「爾 りと雖 も仏の滅後 に於 いて四味・三教等 の邪執 を捨て実大乗 の
法華経に帰せば、諸天善神並びに地涌千界等 の菩薩、法華 の行者 を
守護せん。此の人は守護 の力 を得て、本門の本尊妙法蓮華経の五字
を以て閻浮提 に広宣流布せ しめんか。例セバ威音王仏 ノ像法 ノ時、
不軽菩薩 『我深敬』等 ノ二十四字 ヲ以テ彼土 二広宣流布 シ、一 国 ノ
杖木等 ノ大難 ヲ招キ シガ如 シ。彼 ノ二十四字 卜此五字 トハ其語殊ナ

リ ト雖 モ其意之 二同 ジ」 (原 漢文 「顕仏未来記」『定遺』740頁 )
と述べ て、常不軽菩薩 の 呼 びか け"と 、南無妙法蓮華経 の五字七字 と
は、その意にお いて全 く同 じであるとしている。勿論、「妙法蓮華経 の
五字 は経文に非ず、其の義に非ず、唯一部 の意のみ」 (「 四信五品抄」『定
遺』1298頁 )で あるが、 しか し、ただそれだけではな く、 この後直ちに
続けて「初心 の行者其 の心 を知 らず とも、而 も之 を行ず るに 自然に意に
当 る な り」 (同 、『定遺』1298頁 )と あ って、文 中 の「之 を行 ず る」 と
は、前文に「汝何ぞ一念三千 の観門を勧進せず して、唯、題 目許 りを唱
え しむるや」 (同 )と あ り、次下に「一分 の解無 くして但 一 日に南 無妙
法蓮華経 と称 うる」 (同 )と ある如 く、あ くまで も妙法蓮華経 の五 字 は
「 口に唱 うる」 もの「声 に出 して唱える」 ものである こと、 じつ に明 々
白々であると言わねばならない。
それ故 に、『観心本尊抄』に「釈 尊 ノ因行果徳 ノニ法ハ妙法蓮華経 ノ
五字 二具足 ス。我等此 ノ五字 ヲ受持 ス レバ、 自然 二彼 ノ因果 ノ功徳 ヲ譲
り与 ヘ タマ フ」 (『 定遺』711頁 )と あ る「此 ノ五 字 ヲ受持 スル」 とは、

『四信五品抄』 にい う「之 を行ず る」 と同 じ意味であって、それは じつ
に「但一 口に南無妙法蓮華経 と唱える」 ことであ って、それ以外の如何
なる意味 も持たないのである。 冒頭 に挙げた 『諫暁八幡抄』 の「只妙法
蓮華経 の七字五 字 を 日本 国の一切衆 生の口に入れん とはげ む許也」の
「口に入れ る」 とい う意味 も、あ くまで、「声 に出 して唱え聞かせ る」 と
い うことに他ならない。 この 日蓮 の立教開宗か ら池上入滅に至る全生涯
において、只南無妙法蓮華経 の七字五字 を日本国の一切衆生の口に入れ
んと励げんで きた ことは、上述 の如 く、 まさしく常不軽菩薩 の 呼 びか
け"と そ の後 の『法華経』唱導 とい う振舞 に全 く同 じもので あ る。即
ち、常不軽菩薩にとって 呼 びかけ"は 己の成仏 のための実践行、即ち
自利 0利 他一体 のぼさつ行 に他 ならなか ったように、 日蓮に とって もお
題 目を衆生 の口に入れること、唱題―― お題 目を唱えて聞かす こと一―
は 日蓮 自身 の成仏 のための行、即 ち「他人に も致 し、我 を も致す」 自
利 ・利他一体 のぼさつ行 の実践 であつたのである。

主
言
(1)『 浅井回道先 生古稀記念論文集

日蓮教学 の諸問題』 (平 成 9)525頁 一

550頁 、『興隆学林紀要』第九号 (1頁‑23頁 )、 転載。

(2)以 下 の叙述 については、拙著 『法華経

(仏 滅後〉 の思想』 (平 成21年 、

東方出版)を 参照。

(3)こ れ と「増上慢」 とは明確 に区別 されなければならない。増上慢 の もの
は、 自分 では"覚 りを得 た"と 思 い込 んでいるか ら他人に覚 りを得 た とい
うのであって、 これは大妄語

(う

そ)で はないのである。

(4)こ の個処 は 『妙法華』 に「唯仏与仏乃能究尽諸法実相所謂諸法如是相 …
…本末究克等」 とあ り、羅什 の恣意的な改変 であることは、つ とに本田義
英博士 の明 らかにされた ところである。
(5)「 如 来 こそ は 現 証す る者 "、

明晰 に見 る者 "で あ る」の文 が 『妙法

華』 には全 く訳 出 されてい ないのは、極めて不審である。但 し、「薬草喩
品」 の「如来 は 現証す る者"で ある」 の文は「唯有如来如実見之」 と訳
出されてい る。

(6)こ の一段 の文は現行梵本全てに欠 くものであるが、直下に「 じつ に舎利
弗 よ、私 (=釈 尊)こ そはぼさつ を鼓舞す る もので あ る。 (P本 に よる)
…… じつ に舎利弗よ、私 (=釈 尊)こ そ唯一つの乗、即 ち 〈
仏乗〉 をより
どころに して衆生 に (妙 )法 を説 く」 (『 土 田本』p.39,19‑22)と あ り、
この処は 『妙法華』に「仏告舎利弗 諸仏如来 但教化菩薩 諸有所作
常為 一事 ……舎利弗 如来但以一仏乗故為衆生説法」 と訳出されてお り、
さらに過去仏 章
仏章

(同 .p。

(同 。p。

38,2‑5)、

39,4‑7)、 釈 迦 仏 章

未来仏章

(同 。p。

38,17‑20)、 現在

(同 ep.39,19‑22)に

は「一 切 知 者

たることを究党 とす る、ぼ さつ を鼓舞す ることたる (仏 乗〉
」 とあるとこ
ろか ら、 この ところに存 した ものが後に脱落 した もの と考えて、復元 した
のである。

(7)以 上の論考については拙著 『法華経一仏乗 の思想』第二章 第二節 の―
「仏出現の唯一 目的―その本文復元」 (pp.88‑124)を 参照。
(8)か つ て立教開宗750年 に当 り、 日蓮宗が「お題 目総弘通運動」 と称 した
のに対 し、本宗は「お題 目総下種運動」 とし、それに「菩薩行の実践」 と
い う語句 を添 えた、その意趣 は実にここにあ ったのである。

キーワー ド〉 常不軽菩薩の ｀
〈
呼びかけ、
克 末代幼稚のぼさつ行

日蓮 の題 目口唱

天台止観 の超

[付 記]

平成十七年十月に身延山大学 において開催 された第五八 回 日蓮宗教学研究
発表大会で、「身延山学園倉U立 450年 記念特別部会」が「脱構築 0法 華経 と日
蓮聖人」 のテーマで設け られたとい う。その折 の二、三の研究発表が 『身延
山大学

東洋文化研 究所所報』第10号 (平 成十八年四月)に 掲載 されて い

る。その 中に、蓑輪顕量「止観 の立場 か らみたお題 目」 (『 同』
、47〜 68頁 )
があって、そ こには「お題 目を唱える ことによって、『法華経』 の功徳が一
身 に備わると教学的には説明 されるが、瞑想 とい う視点か らみた らどうなる
であろ うか。お題 目を唱えることは、実は唱えるとい う行為 に注 目すると、
唱えるとい う一つの行為 に専心 してい ることになる。 これは瞑想 の基本的な
要素である『心 一境性』を確保 してい ることに他 ならない。 ……0お 題 目を唱

えることが簡単な「止」 の訓練 になってい ることは間違 い ない」 (61頁 )と
あ り、「おわ りに」で「以上、簡潔 に瞑想の基 本 を踏 まえなが ら、唱題の考
察を試みた。 どちらか といえば教理的な倶1面 か ら焦点が当て られ、教理上の
意味が強調 されがちなお題 目に対 し、修行道の観点か ら見た らどうなるかを
考えてみた。イン ド仏教か ら伝 えられた瞑想修行法 とい う視点 か ら見れば、
唱題 には止

「心 一境性」 の こと一― 引用者注
(止 観 の「止」 で、

)の 側面が

濃厚 に感 じられるのである。 ここに唱題には確かに仏法の伝統が息づいてい
ることを指摘 しうる。 また、 日蓮聖人は題 目に対 して、教門における意義 と
観門における意義 とい う双方を意識 していたと思われることを指摘 した。教
理上だけではな く修行道 とい う視点 か らも、唱題 をもう一度、位置づ け直す
必要があるのではないか と考 える次第である」 (66頁 )と ある。 この論考 に
触発 されて、拙稿 はなった。 (平 成22年 8月 )
後書〕
〔
前川健 一「新仏教 の形成」 (『 新 アジア仏教史12日 本 Ⅱ「躍動す る中世仏
教」』佼成出版、平22)に 「 日蓮 は、一般 に日蓮 宗諸派 の 開祖 として位置づ
け られ…。 (中 略)日 蓮 自身に特定 の一宗 を開 く意志があ ったのか、 さらに
客観的にみ て一宗 を開い た とい えるのか…。 (中 略)一 般 に宗派 の独立 を示
す ものは、独 自の教判 の成立である。 (中 略)日 蓮 は天 台宗 の五 時八教の教
判 を基本的にはそのまま踏襲 してお り、独 自の教判は示 してい ない」 (123〜
124頁 )と 。 しか し「 日蓮の思想 を一言 でいえば、題 目 (南 無妙法蓮華経)

至上主義である。 (中 略)日 蓮 は特 に 『法華経』 のみが一切衆生 の成仏 を可
能 とす ることを強調す る。 しか も日蓮 は末法思想 に もとづ き、『法華経』そ
の ものは末法においては効力 を失 い、末法においては 『法華経』 の精髄 であ
る「南 無妙法蓮華経」 のみが正法 となる とい う」 (129〜 130頁 )と ある。 こ
の論 を自家撞着 と批判する ことは容易 いが、 しか し、法華宗教義 こそ宗祖の
本義 を明かす とい う一種惰 眠に対する厳 しい警鐘 ととるべ きであろう。 この
ことは、すでに大平宏龍「『観心本尊抄』拝読私見」 (『 桂林学叢』21号 )に
「一念 三千仏種 は我 々 にと り、観照 による獲得 は不可能 で、題 目の信行 によ
る外 ない。 (中 略)一 念三千哲学 などとい うみか た との決別を…。 (中 略)斯
界 の再考 を喚起する」 (27‑28頁 )(「 ただ題 目を回唱するとい う信行」 と読む
べ きか)と 述べ られてい るところである。 (23/2/21)

