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蓮聖人 の宗教 と学 問 に携わ るよう になり︑往時 の宗学 に ついての印象を想起し︑改め て宗学 と は何 か︑ そし て宗学

そ の後昭和 三十年後半 にな って私 の属す る法華宗当局から宗門 の教学研究所 設立 の依頼を受けた のを機とし て日

ざ か った侭だ った︒

在学中 から私 の関心 は科学的思考 や論 理的問題 の方 に有 った ので哲学 研究 に進 み︑それからず っと宗学 からは遠

進 んだ諸論究 に及 ぶも のでな いことを御諒解 願 いた いと思う︒

綱要導師 の学系 に属す る思考法 や研究法 によ る日蓮教学 のこと であ って︑現代 にお いて茂 田井教亨師 はじめ多く の

日蓮教学 に接 した のは清水先生 の講義が最初 であ った︒従 って私が ここに云う宗学と は︑半世紀前 の優陀 那和上 や

あ る︒も っとも寺 に育 った私 は日蓮聖人 の伝 記や教 に ついて常識的な話 に接す る機会 はあ ったが︑学問と云う形 で

私 が はじめ て宗学 に出会 った のは昭和 八年 に立 正大学学部 に進 ん で故清水龍山先生 の開目妙講義 に列し てから で

は

と は何 であ ったか︑更 に宗学 は如何な る学 であ ってほし いか︑等 々 の問題 に関心を持 つよう にな ったわけ であ る︒
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こ の小論 の構成 は私 の今 ま で懐 いていた宗学 の概念と︑ それ に対す る私 の疑間と そし てこのような宗学が 日蓮系

各派 の教団 にと って如何 な る役割を果した のかを考 え︑結びとし て今後 日蓮聖人 の教学 は如何 にあるべきか︑更 に︑
あ って欲 し いかを考察 し たも のである︒

一︑宗学 の語義
︒
宗学 の語は何 も 日蓮宗 に限らな い︒何宗 であれ自 己 の属す る宗派 の教義 の学問と云う意味 の普通名詞 であ ろう

姦 に宗派と は同じ佛教 の中 での分派 のことを指す のが 一般的 で︑宗と は要也極也 ︑故 に宗学と は最も肝要な学問な

りと言 うとすれば ︑ それ は所謂古典的宗学 の論法 で論 理的常識 からすれば直観的飛躍推 理とし て大方を納得 させる
こと は出来な いだ ろう︒

︑
教 義 は︑勿論教 え の内容 であ るが︑す べての宗教 の教 えが教義と云うわけ ではな い 原始宗教 や民族宗教 の中 で

儀礼 や感情的尊崇 の念 は在 っても︑信仰内容が真 理とし て認められ組織的 に表現 され ていな いも のは教義をも つと
︑
は云 えな い︒教 義 は歴史的 に成立し ている宗教 の信仰内容が真理とし て学問的組織的 に叙述 されたも のであるから
教 義学 とし て学問的要求 に応 じ総括的 に体系化す る ことも可能な筈 であ る︒

︑
宗学 は以前 は宗乗と 云 はれ ていた︒乗と は乗 り物 で教 え のこと であ る︑ このことから宗学と云えば 自宗 の教 え

を学 ぶ ことを指す よう にも解 せられ る︒佛教 用語 で学と は︑科学 の学 ではなく︑戒定慧 の三学を学び修行す る意 で

︑
あ る ことから このような解釈も出来 るだ ろう︒而 し てこのような学び方 そし て研鑽 が伝統的な態度 であ って 明治

︒
以後大学 が設けられ科学的 研究 が 一般化す るに つれ︑宗乗 研究も宗学と呼ばれ るよう にな ったと考 えられ る

宗学 の研究法 は主 に教相判釈 の方法を依 用し ていた︒教判 は中国 に流 入し漢 訳された佛典が余 り に大 量 で雑多 で
︑
あ った為 ︑佛 の教 え の意 図を明らか にす る必要があ った︒数多 の経典を原典批判す るよりも す べて釈尊 一代 に説

‑58‑一

かれたも のとし て︑ それらが説 かれ た形式方法︑順序 ︑それぞれ の経典 の意味︑教 え の内容 など によ って諸経典 を

︒
分類 ︑体系的 に位 置づけ︑価値を定 め るなどし て佛 の意図を明らか にしようとし て教判 が発達 したわけ であ る 尤
︑
も教判 の端緒 は古代 イ ンド でも大乗 と小乗 など の分 け方 に見 られ るが盛 ん にな った のは中 国 においてであり殊に五

︒
六世紀 の南北朝時代 に盛行 した︒ これを天台大師智顕が南 三北七 に整 理した のは周知 の如 く である

しかし教判 は自然 の勢 いとし て︑客観的 に妥当 な結論を求 めようとす る研究よりも︑自己 の教学 の依 り処 とな っ

た経典 や論釈書 の優位を主張 し論 証しようとす る傾向が強 くなり︑それが次第 に宗派成立を助長し︑やが てはそ の
要件ともな った のであ る︒
二︑宗学 に対す る素朴 な疑問

︑
学生時代 から引 き つづ いて哲学 殊 に論 理学 や科学方法論 ばかり追 っていた私 は い つの間 にか 学問と は真 理を方

法的合 理的 に追求す る知的努力 であ り︑真 理と は何人も認む べき知識︑即ち普遍妥当性 と客観性必然性を有 つ知識

であ ると ︑思 い込む よう にな っていた︒学的努力 によ って得られ た学 は仮定 の上 に立 つ経験諸科学と無仮定を標傍

す る哲学 が ︑学 のす べてであ ると思 っていた︒しかし年と共 に人 間学 や宗教学 に接 し︑また教育や道徳 の現実 の問

題を扱 う機会 が多 くな る に つれ︑人間 の問題 は合 理的学問 によ ってす べて覆う こと は出来 な い︑むしろ合 理以外 の

非合 理的 な感性的直観 によ って感得 しなければならな い多 く の諸問題があ ること に気付 いた︒だがそ の方面 に つい
て探究 す る にはど うしたらよ いか の方法 は未だ模索す るしかなか った︒

人間 におけ る非合 理 の問題 は無数 にあ る︑知的思惟以外 の心的作 用は殆 んどと云 ってよ いほど非合 理的要素を含

ん でいると思 はれ るから であ る︒例 へば感情 ︑情緒︑気分︑直観等 ︑更 に不安︑安心︑欲望 ︑愛などは心理学 の対

象とし て客観的 に科学的方法 で研究 す る こと は可能 であ り︑ そ のような学とし て心理学 は今 日ま で大きな成果を 挙
宗学とは何か
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げ ている こと は事実 であ る︒がしかし感情 ︑欲望などが︑客観 でなく︑自 己 の問題とし て自 己 の内 にお いて自分を

動 かし ていると気づ いたとき は︑既 に合 理を越 え て非合 理 であ る ことを体認せぎ るを得な い であ ろう︒ これら非合
理 の問題 にお いて最要 の問題 は ﹁
信﹂ の問題 であ ると云 ってよ い︒

西洋 の中世哲学 に於 ても信 の問題 は最大 の難問 であ った︒合 理的 な るが故 に我信ず︑と非合 理なるが故 に我信ず︑

の両極 の説が対 立論争 した こと︑ この対立 から数多 の問題が学問以外 にも派生 した こと は贅 言を要 しな い︒

信 の問題 は言 う迄 もなく宗教 の問題 であ る︒有限な存在 であ る人間が遅速 や強弱 の差 はあ っても何人も何時 か は

必ず直面し︑自覚 せざ るを得な い限界 ︵
死 ︶ に突き営 った際 ︑生ず る不安 や苦悩 の戦きからどうし たら遁れられ る
か又 は之を いか にし たら克 服出来 るかを求 め るとき に宗教 は有 るだ ろう︒

有 限 で無常 から生 ず る不安を除 くため には絶対的な るも の︑恒常 な るも のを依拠とす べく求 め る ことが︑宗教 は

人間 にと って本来的所産 であ る所以 であ ろう︒絶対的なるも のを われわれ の外 に求めるか︑或 いはわれわれ の内 に

求 め るか によ って宗教 は自力 や他力 など異 った型態 に分れ るが何 れ にし ても絶対的なるも のは︑﹁信 ず る﹂ 以 外 に

得 る こと は出来 な いだ ろう︒何となれば絶対的なも のは︑有限者 たる人間 の経験科学的方法 や思弁 では積極的 に証

明す る こと は出来 な いから であ る︒従 って ﹁信﹂ は宗教 の本質と い ってよ いと思う︒

シ ュライ エル マ ッヘルは宗教 の信を絶対帰依 の感情と定義した︒理性主義者 のカ ントは宗教を ︑理性 の限界内 に

おけ る宗教を論 じ たが︑永遠 や絶対 に ついてはただ実践 理性 の要請 だとす るにとどま っている︒ カ ントの要請と は

道徳 が成立す るため にはそ の根拠と し て ﹁自由﹂を立 てねばならな いとし︑自由 は道徳 の要請 であ る︑と云う仕方

で定 立す る こと であ って︑理性 の積極的 証明 に比 べて何か妥協的 であ り︑カ ントは信仰 に場所を与 へるため に理性
を制 限したと評 され る所以 であ る︒

―
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シ ュライ エル マ ッヘルのよう に絶対 に信 じさえすれば宗教だと云う こと になれば︑何を信ず るか︑ それ よ って生

ず る人 の思想 や行為 はどうあ るかなど は問題 ではな い︒極論 になるが︑信 じ方が純粋 であればどんな物を拝 ん でも
よ い︑ま たそ の人 の行 いは是認され ると云う こと にな るだ ろう︒

カ ント の如 く︑宗教を 理性 に限 るならば理性 以外 の領域 は要請す る外 はなく︑また人間 の精神は理性と それ以外

の情意等 の領域と分裂し てしまう であ ろう︒ カ ントは理性を理論 理性 の外 に実践 理性を た てたが︑理性 主義を論 理

主義 にま で徹底 させると︑理性 が絶対 であり宗教と は合 理的法則を理性 によ って信奉す る ことだと言う こと にな り

理神教 ︶が真面目 に論 じられた時代 もあ ったほど であ る︒しかし理性 の絶対性を 理性自身が
既 にこのような宗教 ︵
証明 せねばならな いような 理論 は︑明らか に誤謬推 理だ ろう︒
そ こで宗学 は 一体如何 な る学 だ ろうかを問 う てみた︒

１︑哲学 であ るならば ︑哲学 と は何 ぞや︑が哲学を学 ぶ最初 の問 いであ ると同時 に最終 の問 いであると云はれるが︑
同様 の問 いが宗学 にあ っても可能 であ るか︒

２︑カ ントが学とし ての形而上学 は可能 であ るかと の問 いを発した如 く︑学 とし ての宗学 は可能 であ るか︑ の問 い
を宗学 に対 し て発す る ことが妥当 か︒

カ ント の云う学 は論 証又 は実 証 によ って確実 に基礎付 られ た根拠 から合 理的方法 で展開 された普遍妥当的体系的

理小学 と科学 では全く扱 う領域 も次元も
知識 のことだが宗学 の体系 は この検証 に果 し て堪 えられ るだ ろうか︑勿払

異 るから比較 にはなら ぬと し て問題を回避す る ことも出来 ようが︑ そ の場合 でも宗学 が学 である限り真 理性 の問
題︑宗学 におけ る真 と は如何 ︑ の問 いは避 け て通 る こと は出来な いであ ろう︒

３︑宗学 は決 し て科学 と同列 の学 ではな いとすれば宗教 でなければならな いが︑宗学 におけ る信は いか にあ るか︒
宗学とは何か
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通例 の学問的観方 からすれば︑信 は主観的心理過程か或 いは客観的真 理 の承認か︑ そし て両者 の関係 に於 て在

るとな ろうが︑宗学 は前述 のような客観的学 では勿論なく︑また︑非合 理的超越者を真と し て無条件的帰依を主

張す る宗教 でもな いが︑同時 に信を基本とす る限り両者 の要因を含 まねばならな いであ ろう︒

伝統的宗学 に於 て︑例 えば清水龍山先生が この点 に触れ て︑能観 の妙観 ︵
主観 ︶と所観 の妙境 ︵
対 象 ︶︑ が境

智 冥合 す る こと によ って信 心決定す る︑と説明し ているが果し てこれはどう云う ことだ ろうか︒
４︑宗学 は依拠 の経典 たる法華経 の優越性を論 証す る ことを主目的 の 一つとした学 であ った のは素人日 にも明 らか

であ ったが︑ そ の論証 の仕方 は天台 の五時 八教 や五重相待 の方法が伝統的 に用 いられ ていたよう に見える︒

しかし これら の方法 は厳密 な方法 論とし て検討 され ていただろうか︒ 日蓮聖人 は三証具足を力説されたが︑後

代 にそれら のうち道 理即ち学問と し ての論 証が充分 に為 され ていた であ ろうか︒
５︑従来 の宗学 は人間 にと ってど うあ る べきか の観点 が不充分だ ったよう に見 える︒佛教 の原点 は如何 にし て人間

の苦 を滅 し楽 に転ず るか︑即ち人間を苦悩 から救済す る こと にあ った筈 であ り︑ そ の為 に苦 の原因としての人間︑

更 にはダ ル マの探究 へと学的努力 の展開が為 され た のだと思う︒ これが時代が降 ると共 に︑殊 に日本 の徳川時代

に入 ると何時 の間 にか︑人間 そ のも のと そ の本来 の在 り方 ︑即ち人 の生死を救済す るには如何 にある べきか の問

題 よりも経典 の字句 の解釈 の異同 や他宗他派と の優劣 の比較 に宗学 の方向が進 ん でい ったよう に見える のは何故
であ ろうか︒ そ のよう に見 える のは私 の僻目ば かり ではな いと思う︒
三︑宗学 の利 と害

宗学 の利害を考 量す る場合 ︑先ず ︑何 に対 し て利又 は害 であ るか の基準を定めなければならな い︒

およ そ歴史現象 ︑社会現象 のみならず︑自然現象 や自然的事物 は︑人間 にと って利と害 の両面をも っている︒
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そ の利と害 と は人間 にと って︑ であ るが ︑実際 の場合 にあ っては利害 の基準 は多様 である︒例 へば人間 の生存 にと っ

て利 であ るか害 であ るか？ から自分 の属す る集団 や党派 にと っての利害 ︑更 に自分 の商売 にと って得 であ るか損 で

あ るか に至 るま で利 か害 かを判ず る基準 は広 汎多岐 であ るが共通し て云える こと は︑自 己及び自己たち ︵一人称複

数 ︶ の立場 から の利害判断だと云う こと であ る︒利 又は害 が主観的価値判断 であ るから︑厳密 な意味 にお いての客

観的価値基準 は有 り得な い︒即ち 一切 のも のにと っての利 ︑又 は 一切 のも のにと っての害 か は共 に有 り得な いだ ろ
︒
ノ
う
︐

ニーチ ェが ﹁
生 に対す る歴史 の利害﹂を論 じ て︑歴史 は生 に確実 な基礎 と方向を与 える限 りは利 であ るが逆 に歴

史が生 の充溢 と生成 を阻害 し妨げ るならば ︑歴史 は生 に対 し て害 であ ると考 えた のを援 用すれば︑

一切衆生 の苦を救 うため︑人間と世界 の本質を明らか にし︑正し い生き方と世界 の在 り方 を悟り教 えようとした

佛教 の原点 に対 し て︑果し て宗学 は利 であ ったか又 は害 であ ったか︑と問 う ことが出来 るだ ろう︒

古典宗学 が出来上 った のは徳川時代 ︑ それも不受不施禁制以後 であ ったと思 はれ るが︑ そ の成立 に大き く影響 し

た のは宗教的 要素 よりも徳川封建体制 ではなか ったかと考 えられ る︒現今 は封建制 の負 の面ば かりが論じられ てい

るようだが︑ 日本史 の流 れ の中 で︑混沌 とした戦国時代を終燎 させ身分格式職業等 によ って社会を整 理し︑安定 さ

せ平和を実現した意義 は認めなければならな い︒しかし混乱を整 理した身分格式 の基準が︑余りにも社会各層 の隅々

にま で徹底 し︑人 間 の価値を定め る尺度 にま で絶対視 され︑而も そ の尺度 は人間 のため にあ る のではなく幕藩体制

を維持す ると云う最高目的 のため に︑と転化 し て用 いられ るよう にな ると︑人間 にと って利 であ ったも のが同時 に

害とな る のは当 然 であ った︒事実幕藩体制を支 える身分格式 の制度を逸脱したり批判 したりす る思想 や行為 は瑣末

な事案 と雖も容赦 なく禁 圧された︒祖法 や前例を逸脱す るも のはす べて処分 の対象とな った︒ 一般社会 のみな らず
宗学とは何か
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宗 教界と ても例外 ではなか った︒ 日蓮宗 不受不施派を禁制 した のは将 軍を絶対者 とし て尊崇 しな い不敬思想と見倣

し たから であ り︑天和事件 で本 興寺側を処分した のは祖法 に違背したとす る のが そ の理由 であ った︒従 って各宗団

はそ の存続を図 るため には︑積極的 に︑或 いは消極的 に教義信條を多少覆 う ても体制 に妥協或 いは迎合す るしかな

か った︒受不施 思想 は体制 への妥協 であり︑現在痕跡を残 し ている差別戒名 など は佛教 の平等 思想 の本質を覆 う て
ま でも権力 に迎合 したも のであ ろう︒

日蓮 聖人門流 の教団 の本領 は︑内 には止暇断眠 の研鑽 であり︑外 には不惜身命折伏逆化 の弘通 にあ った︒活力 の

な い教 団ならばかか る状況 の下 では単な る職業集団 になるか︑布教 によ って伸長す るとすれば せ いぜ い現世利益を

賣出す か︑西方浄土 の幻想 へ誘 うしか無 か ったろうと推察 され る︒皆帰妙法を標榜す る日蓮教団 が︑外部 への伸長

と自由 な る教義研鑽を塞 がれ た徳川体制 の下 では︑内部 へ向 い各派抗争と教義研究 では綱格 が定 ま ると共 に煩瑣化
し て行 った のは止 むを得な い流 れ であ った︒

宗学 の思考法 と綱格 が徳川幕藩体制 の中 で整 えられたとすれば︑宗学 の性格 は︑佛教 の理想と宗 祖 の行願 に対 し
て次 の如 き利害を認め る ことが出来 るだ ろう︒
利と考 えられ る点 は
１︑雑多 に亘 る諸教説 ︑諸経を整 理し て秩序づけた︒

２︑諸経典を分類す る に際 し︑分類基礎を価値 に関係 させ︑最高 の価値をも つ経典を依拠 とし て自宗派 の特質を明

らか にした︒例 へば阿含経 は小乗 で有を説 くから劣 ︑般若経 は大乗 で空を説 くから勝︑ 日蓮宗学 ならば︑法華経

以前 はす べて二乗成仏を認めな いから権経︑法華経 は二乗成仏を認め るから実教等 々︒
３︑ そし て窮極 には佛 の教説 の真意を明らか にしようとした︒

‑64‑―

これら の宗学 の利点 は︑徳 川体制 の身分格式制が戦国時代 の混乱を整 理す る利 であ ったと同時 に形式化 し保守化

す る に従 い人間性 と社会 の進展を圧迫す る害とな ったと同様 に︑害 に転化す る可能性 のあ った ことは否定出来な い︒
即ち

１︑宗学 は綱格が整 う に従 って形式化 し︑煩瑣化した︒果 ては部分的な字句 や命題 の解釈を廻 って分派 にま で発展
す る ことがあ った︒

２︑他宗派 と の差異を明らか にす る こと は自己 の優位を主張し︑新 たな宗派的差別意識を生 んだ︒
３︑自宗 の宗学 の説を基準 とし て他 の説 や佛教を見 る観方が 一般的 にな った︒ それ は アリ ストテレスの ﹁本性 上先

な るも の﹂ の観方 より ﹁
我 々にと って先な るも の﹂ の観方 が優位を占め るよう にな ったと云えるだろう︒しかし︑

他方 所謂第 二者 の︑各宗各派 は いろ いろに云うが︑富士山 の登山 口は異 っても頂上 は 一つであるよう に結 局佛 の

教 は 一つだ ろうと の常識を破 る こと は困難 であ った︒
４︑宗学 の形式化 は次第 に専門化す るに従 い︑宗教本来 の問題 である人間 の実存と不安 の救済を追求 す る ことが忘
れられ て行 った︒

要す るに宗学 の成立 は自宗派 の教旨を明確 にし て学問的根拠を定めると の積極的意義 はあ ったが︑専門化 し煩瑣

化す る に従 い︑佛教 の本旨 であ る 一切衆生を真理 の教 え によ って苦 から楽 に転ぜじめ ると の道を究 め るため の学 で

なく︑自 己 の宗派を他宗 と比較 し て優越を主張す る余 り︑却 って自宗内 に新 たな対立を引起 した︒また民衆 と遊離

︵日蓮宗学 の未来像 ︶

した宗学 は正法を弘め て民衆を向上 せしむ る力と はならず︑民衆 は現世利益 や呪術 の宗教 に走 るしかなか った ので
ある︒
四︑望 まし い宗学
宗学とは何か
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この問題 に関 し ては考究 せねば ならな い事柄 は余 り にも多 いので本稿 では主要な諸点 に ついて要項 のみを提言す
る にとどめ た い︒

１︑宗学 は宗教 と し て信︑学問と し ては真 でなければならな いが︑哲学史 や思想史 の中 で信と知 の関係︑即ち宗教

と科学 の関係と し て困難な問題 とし て扱 はれ ているが︑学 とし ての宗学を如何 にし て可能 ならしむるか︒を根 源

より再吟 味す る要があ ると思う︒学的真 でな い単な る信 は︑盲信 の燿れあり︑信 のな い学 は真 に人間を幸 せ にす

向下的 ︶ と し て展 開 す ると
向上的 ︶︑具体的人間 の行 ︵
るも のではな い︒学 によ って裏付 けられた根源的信が ︵
の図式 の各 段階 に ついて充分な研究 と基礎付けが為 され る ことが望 まし い︒

２︑人間救済 の宗教とし てまず人 間 の本質と現実がより 一層厳密 に究 めらる べき こと︑即ち実存 ︑生 ︑死︑不安等

の極 限状 況等 の究明︒及び現実 の当面 せる緊要な難問 に対 し提言 の根拠を与 へる︒

３︑佛教 諸寺院 が死者儀礼 に伴う諸行事 や現世利益 配給 の諸行事 に重点をおく在 り方 から現実社会と人間 の諸問 題

解決 に積極的 に参加 し︑助言と指導が出来 る為 の理論根拠 と方法を提示す るも のなる こと︒

４︑故 に宗学 は狭 義 の宗義学 であ る に止 まらず歴史︑実践 の学を含 む体系的学 に発展す べき こと︒

以上 のような要求を充 たす ような宗学 は従来 の宗学 の概念 から遥か に逸脱す るかも知 れ ぬ︑しかし 日蓮聖人 の宗

教 ︑否法華経 の宗教が︑末法 即ち現在及将来 に世界宗教とし て人類 の為 の宗教 であ る為 に宗学 が指 はねばならな い

１ 天和事件︒天和年中本能寺 と本興寺間 に紛争があり︑本興寺 の言 い分 は祖法違反なりと幕府 より判決 され

課題だと思 う︒

註

﹃
た事件 ︵
松葉記﹄本能寺蔵 ︶
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