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序論

1

2

序論

１． 本論の目的

日本の鎌倉時代に生きた親鸞 （１１７３－１２６３）によって開示された浄土真宗の教
えは、１９世紀後半にハワイ・アメリカ本土へ伝播された。本論の研究目的は、１９世紀
後半から２０世紀の仏教モダニズム（近代化）のなかで、アメリカ（本土・ハワイ）にお
ける真宗思想史の流れを解明し、その系譜と学問的体系化を明確にすることにある。
ヨーロッパ西洋社会のキリスト教思想史において、
「モダニズム」という言葉が初めて用
いられたのは、１９世紀末に活躍したローマ・カトリック神学者の一学派に対してであっ
た。この学派は、伝統的なキリスト教の教理、特にキリスト論や救済論に関わるものにつ
いて批判的・懐疑的な態度をとったとされる。この運動は、急進的な聖書批判に対して肯
定的な態度をとり、信仰による神学的立場よりも倫理的立場を強調した。多くの点で、
「モ
ダニズム」とは、西洋社会におけるローマ･カトリック教会内での啓蒙主義の見解との折衝
の試みと見ることができるとされている。合衆国におけるモダニズムの興隆も、同じよう
な道筋を辿ることになる。１９世紀末から２０世紀初頭におけるプロテスタント自由主義
の成長は、より保守的な福音伝道主義の立場に対する直接の挑戦であると広く認められて
いる。
また、日本思想史における「モダニズム」を意味する近代とは、明治維新から太平洋戦
争終了までを指し、近代仏教の始まりも明治維新から展開されることになる。このように
キリスト教思想史と日本思想史を踏まえながら、本論の題目が意味する「モダニズム」と
は近代仏教が展開されはじめて、真宗教義が海外に伝播される１９世紀後半の明治維新か
ら２０世紀半ばの太平洋戦争終了までを指すこととする。

日本における明治以降の近代仏教に関する先行研究は、吉田久一の『近代仏教史研究』
をはじめ、柏原祐泉の『日本近世近代仏教史の研究』や、真宗史においては同氏による『真
宗史仏教史の研究ＩＩＩ（近代篇）』
、赤松俊秀・笠原一郎編者による『真宗史概説』など
多くの先行研究がある。特に近年では、近代仏教の研究が急速に進みつつあり、その成果
として、日本近代仏教史研究の新たな視点から大谷栄一よる『近代仏教という視座』が刊

3

行され、２０１１年には国際日本文化研究センターから国際研究集会「近代と仏教」とし
て報告がされている。また、２０１５年には中西直樹・吉永進一著『仏教国際ネットワー
クの源流－海外宣教会（１８８８年～１８９３年）の光と影』が刊行され、仏教の国際化
的示唆がなされている。
しかしながら、その研究対象は日本国内にとどまり、海外における仏教の近代化（モダ
ニズム）に関するものはごく僅かであり、まして海外の真宗を対象とした研究は皆無に近
いといえるだろう。これまでの海外の真宗研究については、武田龍精編者の研究叢書『親
鸞思想と現代世界』Ｉ～ＩＶのなかのＩ、『親鸞とアメリカ－北米開教伝道の課題と未来』
（１９９６年）があげられ、これは北米開教区での実態調査と開教使との会談概要が内容
となっている。また、安満道尋による Immigrants to the Pure Land（２０１１年）は、１８
９８～１９４１年間の真宗大谷派を主軸とした開教史を中心にしたものである。浄土真宗
本願寺派（西本願寺）の海外開教史を集めたものとしては、
『仏教海外開教史資料集成』全
六巻があげられる。そのようななかで、本研究は英語文献を中心として、アメリカにおけ
る宗教事情および文化変容や文脈化のなかで形成されたと考えられる真宗思想史の形成に
焦点をあて、その構成要素を分析し、思想の系譜と学問的体系化を明確にすることを目的
とする。

２．本論の構成

本論は全４章によって構成されている。真宗思想史の考察・検証を行う事前手続きとし
て、先ずは第１章においてマクマハンによる「仏教モダニズム」論について説明し、その
内容とアメリカ真宗思想の関係性について第４章、第３節で考察を行う。
第２章では、
「モダニズムのなかの真宗思想」と題して、１９世紀後半のアメリカにおけ
る真宗開教とその当時の宗教事情を把握し、１８９３年に開催されたシカゴ万国宗教会議
が仏教・真宗にもたらした意義を新たな視点から解明する。続いて、モダニズムのなかの
真宗思想家として六名の真宗学者および学僧を取りあげて、かれら自らの英語文献や英訳
文献を通読して、それぞれの真宗思想を考察する。また、それぞれの生涯やお互いの真宗
交流を通しての人間関係など、太平洋戦争の戦前・戦後の問題を考慮に入れることも重要
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な考察視点であり、それらを踏襲しながらモダニズムのなかで発展した真宗思想の系譜と
学問的体系化を明確にする。
第３章では、
「モダニズムから現代へ」として、現代アメリカの宗教事情および米国仏教
団（ＢＣＡ）の現状を概観し、続いて西洋英語圏の現代真宗学者とされる三名の論考を取
りあげて、かれらの真宗思想を考察する。いずれも、アメリカの文脈化と宗教多元社会の
立場から２１世紀に向けての教学の諸問題を提示していることから、本節において取りあ
げるに値する。
第４章では、アメリカにおける「現代の動向」をあげるとともに、第２章、第３節で取
り上げた六名や、第３章での現代真宗学者による真宗思想は、第１章で論じたマクマハン
による「仏教モダニズム」論の影響といえるか、あるいは真宗独自の思想であるのか、ま
たは両者による副産物であるかについて、マクマハンによる仏教モダニズム論と真宗の関
係性を分析し、
アメリカ真宗思想史の系譜と学問的体系を明確にした。最後の第４節では、
アメリカ真宗思想の将来について、真宗人間観を視点とした救済論に向けての可能性を提
示して、伝統的真宗との交錯について検討を加える。

３．本論の意義

アメリカ真宗思想史の研究を仏教モダニズムの要因と比較検討するとともに、特に北米
における真宗思想形成の系譜と学問的体系化を考察し、現代アメリカの宗教事情と動向を
踏まえて真宗人間観を視点としたアメリカ真宗思想の将来を提示した。モダニズムという
歴史の流れにおいて発展したアメリカ真宗思想史を把握することで、現代の動向との関連
性や今後の課題が鮮明となり、開かれたアメリカ真宗教学の可能性が期待されることにな
る。真宗人間観を視点とした救済論に向けてのアメリカ真宗思想の再文脈化については、
諸宗教との比較を含めて更なる今後の研究課題としたい。真宗教義・教学の一層の国際化
の一助として、本研究が日本においても新しい研究分野の開拓となり、海外との共同研究
の可能性を提示することができると考える。
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第１章

マクマハンによる「仏教モダニズム」論について

7

8

第１章

第１節

マクマハンによる「仏教モダニズム」論について

マクマハンによる「仏教モダニズム」論

デイビッド・Ｌ・マクマハン (David L. McMahan) は現在、ペンシルベニア州にあるフ
ランクリン・アンド・マーシャル大学 (Franklin & Marshall College) の宗教学部の教授であ
る。専門研究分野はアジア圏における近代仏教の形成である。２００８年に The Making of
Buddhist Modernism (New York: Oxford University Press, Inc.) を刊行し、そのダイジェスト版
として、論文 “Buddhist Modernism「仏教モダニズム」” を Buddhism in the Modern World
(2012, pp. 159-176) に寄稿するなど、アジア圏の大乗仏教の展開や近代仏教について多く
の研究成果を発表している。本章では、The Making of Buddhist Modernism にもとづいて、
マクマハンによる「仏教モダニズム」論を解説することにする。
まずは、マクマハンが意味する「モダニティー」の定義を踏まえることにしよう。マク
マハンによると以下のように説明している。
「モダニティー（近代性）」を定義することは容易ではない。単なる時代の流れを意味
することではないことは明かであるが、その定義に関してはこれまで、人文・社会学
分野において多くの議論を呼び起こした。一般的には、プロテスタントによる宗教革
命や科学的革新、ヨーロッパ啓蒙思想、ロマン主義やそれらに連なる現代までの思想
的動向に根ざした社会と知識世界の融合を指す。また、モダニティーは、新しい文化
が伝統に刺激を与え、大きな変動を与えることである。１

次に、マクマハンによる「モダニズム（近代主義）」の空間的対象と時間的フレームに
関して確認しておこう。本書においてマクマハンは、アメリカ合衆国（特に北米）を舞台
に１９世紀後半から２０世紀初頭にかけて繰り広げられた「仏教モダニズム」の動向を取
り扱うこととしている。２

本書は、以下の９章から構成されている。
第１章 序論 (Introduction: Buddhism and Modernity)
第２章 伝統とモダニズムのスペクトル (The Spectrum of Tradition and Modernism)
第３章 仏教とモダニティーの言説 (Buddhism and the Discourse of Modernity)
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第４章 モ ダ ニ テ ィ ー と 科 学 的 仏 教 の 言 説 (Modernity and the Discourse of Scientific
Buddhism)

第５章 仏教ロマン主義 (Buddhist Romanticism: Art, Spontaneity, and the Wellspring of Nature)
第６章 縁起展開の歴史 (A Brief of History of Interdependence)
第７章 瞑想とモダニティー (Meditation and Modernity)
第８章

マインドフルネス、文学、日常生活の肯定 (Mindfulness, Literature, and the affirmation
of Ordinary Life)

第９章 近代からポスト近代へ (From Modern to Postmodern)

総括的なマクマハン論の展開は、チャールズ・テイラー（Charles Taylor, 1931 - 現在、以
下テイラーと略す）が Source of the Self – The Making of the Modern Identity (Harvard
University Press, 1989, 日本語タイトル『自我の源泉－近代的アイデンティティーの形成』)
で著した「近代的アイデンティティー」を根底にして、先行研究であるドナルド・ロペス
（Donald S. Lopes, Jr. 1952 - 現在、 以下ロペスと略す）の「近代仏教」論を参照しながら、
ポスト近代（現代）に起きている仏教の動向をモダニズムの流れのなかで、その根拠と形
成過程を考察するものである。以下、マクマハンによる「仏教モダニズム」を第１章

序

論から説明する。

第１章 序論 (Introduction: Buddhism and Modernity)
テイラー が著作 Source of the Self – The Making of the Modern Identity のなかで近代的自
我の特徴としてあげた「内面性の感覚」、
「日常生活の肯定」、そして「自然についての表現
主義的な考え方」の三点を、マクマハンは近代宗教的視点から「西洋的な一神教」、「科学
的な合理主義と自然主義」、
「ロマン主義的な表現主義」の三つの領域と置き換えて、それ
らが仏教モダニズム論にも適応され、大きな影響を与えたと述べている。特に科学的合理
主義とロマン主義的表現主義との緊張と妥協の在り方によって、さまざまな形態を取り得
るとしている。３
テイラーは、１９３１年生まれのカナダの哲学者である。その視野の広さ、洞察の深さ、
思考の強靱さによって、現在国際的に最も注目されている哲学者の一人といえる。かれは、
１９８９年に「近代的アイデンティティー」の明確化とそれが形成された歴史的考察を著
した Source of the Self – The Making of the Modern Identity (Harvard University Press, 1989, 日
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本語タイトルは『自我の源泉－近代的アイデンティティーの形成』) を出版した。テイラ
ーが意味する「近代的アイデンティティー」とは、人間という主体、自我、人格といった
ものについての近代的な理解の総体のことである。この「理解」(understanding) は、探求
の起点では不明確な「感覚」(senses)として存在しており、これを明確化するのがテイラー
の本書における課題である。テイラーが本書において使用する「近代的」(modern)という
言葉は、ほぼ１６世紀から現代までの時間の流れをカバーするものであり、また、
「アイデ
ンティティー」とは、
「人間という主体」であり、また「自我」や「人格」を意味する。こ
のようにテイラーが明確化しようとする「近代的アイデンティティー」は、近現代の西洋
と北米に適合し、そこに特徴的に見られるような主体や自我や人格についての特定の考え
方を意味することになる。近代的アイデンティティーの構成要素ないし特徴として、
「内面
性の感覚」
、
「日常生活の肯定」、そして「自然についての表現主義的な考え方」の三点を取
りあげ、それぞれがいかなる歴史的プロセスをたどって生成し、また変容してポスト近代
に至ったかを解説している。
マクマハンはこのテイラーによる近代アイデンティティーの構成要素である三つの領
域を「モダニティーの言説」(discourse of modernity)と称して、宗教的視点から「西洋的
な一神教」
、
「科学的な合理主義と自然主義」、また「ロマン主義的な表現主義」と置き換え
て、これらの要素が西洋という地域に限らず、世界における仏教モダニズムの形成を理解
するうえで重要な要素であるとしている。４
また、「近代仏教 (Modern Buddhism)」をグローバルな問題として大きく提起したのは、
ロペスであり、マクマハンはロペスの先行研究を下敷きにしている。ロペスは、著作 A
Modern Buddhist Bible – Essential Readings from East and West (Beacon Press, 2002, 日本語タ
イトル『近代仏教－初心者のための読本』）で、ブラヴァツキー夫人からチョギャム・トウ
ルンパに至る３１人の著作のアンソロジーを出版し、
「近代仏教」が１９世紀後半から２０
世紀にかけての世界史的な現象であることを明かにした。ロペスによれば、１８７３年８
月２６日にセイロン（現在のスリランカ）のコロンボ郊外のパナドウレで行われたキリス
ト教の牧師と仏教僧の対論が「近代仏教」のはじまりとしている。この対論を通して、ア
ジアの仏教はキリスト教と対抗することで、自らをグローバルな視点で仏教者として位置
づけ、近代的な意味づけを模索し始めたとしている。ロペスは、
「近代仏教」の特徴を以下
のように挙げている。
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近代仏教は、それまでの仏教の諸形態に見られる多くの儀礼的、呪術的要素を拒否し、
階層差別よりも平等を、地域性よりも普遍性を強調し、しばしば共同体よりも個人を
高く評価する。しかし、
・・・近代仏教はそれ自体を長い進化の過程の頂点とみるので
はなく、むしろ原始仏教、即ち、ブッダ自身の仏教への回帰として見ている。５

ロペスはアンソロジーとして、日本人としては、釈宗演、鈴木大拙、鈴木峻隆の三人の禅
者を取りあげて、西洋におけるかれらの仏教モダニズムへの影響を考察している。また、
その他に、ダルマパーラ、ティック・ナット・ハーンなども取りあげて、かれらが文化的・
国民的な境界線を越え、知識人の世界的なネットワークである「トランスナショナルな仏
教」を創造し、それはまた、世界に通用する言語である英語で著された国際的な仏教であ
ると見なしている。
仏教が異文化・異言語の土地で根付いた過程において、マクマハンは仏教モダニズムの
ハイブリディティー性 (hybridity、融合性)を指摘し、仏教モダニズム形成において無視出
来ない要素であるとしている。かれのいう仏教モダニズムのハイブリディティー性とは、
新しい文化的文脈に順応しないものを排除するという単なるプロセスではなく、伝統と新
しい文化的文脈の接触のなかで、時には諍論や交渉を通して仏教の再構築がなされること
であると述べている。６
ハイブリディティー性を語る事例として、チベットでは仏教に関心を寄せた政府の存在
があげられ、中国では東南アジアからの商人や移民によって仏教は維持され、中国の貴族
によって保護されたといえる。道教や儒教との折衝において仏教は中国的に変容したこと
は否定できない。また、現在のスリランカであるセイロンでは、植民地制圧とキリスト教
宣教活動のなかで仏教は信仰復興運動として再構成・構築 (re-invent)された。一方、ヨー
ロッパやアメリカにおける西洋世界での仏教の展開も、それぞれの西洋言説による文脈の
なかで根づき、トランスフォメーション (transformation; 変容)を遂げたといえる。たとえ
ば、初期において仏教は神智会や形而上学、分析的精神学などの影響を受けた。このトラ
ンスフォメーションは仏教への影響という一方通行ではなく、仏教がアメリカや西洋世界
にそれまで隠されていた西洋文化の要素を呼び覚ましたという相互的関係性が指摘されて
いる。
仏教モダニズムのハイブリディティー性という言葉を用いたホミ・バブハ (Homi Bhabha,
1949 - 現在、ハーバード大学文化人類学部教授) は植民地化 (colonialization) の状況にお
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けるハイブリディティー性を指摘しているが、植民地の経験がない日本やチベット、また
西洋世界で展開された仏教モダニズムを考えると、ホミ・バブハの指摘は必ずしもすべて
の場合に適応しないとマクマハンは分析している。その意味では、仏教モダニズムのハイ
ブリディティー性は、多岐にわたるものであり、ワンパターンとして集約し得るものでは
ないことが理解できる。

第２章

伝統とモダニズムのスペクトル (The Spectrum of Tradition and Modernism)

アメリカとアジアから五名の具体的な仏教徒の事例をあげて、仏教モダニズムの特徴と
し て 、 脱 伝 統 化 (de-traditionalization) 、 脱 神 話 化 (de-mythologization) 、 心 理 学 化
(pyschologization) の三点を指摘している。これら三点については伝統と対照されながらも、
連続性があることを明かにしている。この三点については、先述した「モダニティーの言
説」(discourse of modernity) における三つの領域（「西洋的な一神教」、
「科学的な合理主
義と自然主義」
、また「ロマン主義的な表現主義」）と並列しながら、第３章以下において
論が展開される。

第３章

仏教とモダニティーの言説 (Buddhism and the Discourse of Modernity)

先ずは、脱文脈化 (De-contextualization) と再文脈化 (Re-Contextualization) について、マ
クマハンはここ数十年において、あらゆる宗派のテキスト内容、教義や教団の成り立ちと
いうものは、ユニークな文化と歴史的状況における副産物であると述べる。それらは、そ
れぞれの地域や国の文化と深く融合したものであり、そこには脱文脈化や再文脈化の現象
が現れる。脱文脈化とは伝統を守備してきた文化が崩壊することであり、再文脈化とは守
備されてきた文化が異なる文化によって再構成されることである。新しい文化に価値を生
み出すことで伝統は生き残ることができ、それによって伝統は異なる文化基準、社会と教
団の慣習との共存を迫られることになる。その結果、翻訳家や通訳者はこの新しい文化と
の融合性を際立たせながら、伝統の新たな意義の構築とその解説に取り組むことになる。７

つづいて、科学的合理主義、ロマン主義、キリスト教の視点から仏教モダニズム形成へ
の影響について検証を行い、その結果、マクマハンは以下のようなに要約している。８
1.

仏教モダニズムは三つの言説である合理主義、キリスト教、そしてロマン主義の要
素を取り入れて展開した。
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2.

また、仏教モダニズムの特徴は、キリスト教の保守性を越えた科学的合理主義であ
るが、キリスト教よりリベラルで神秘的な要素を取り入れた。

3.

しかし、仏教モダニズムは、積極的で科学的視点による合理主義に批判的でありな
がら、ロマン主義・先験主義が基盤を置く内面的経験を強調する。

第４章

モダニティーと科学的仏教の言説 (Modernity and the Discourse of Scientific
Buddhism)

仏教モダニズムの特徴が、伝統仏教とモダニティーの言説（概念）との相互作用によっ
て構築されることは述べられた。しかし、これらの言説は単に教義的考慮だけではなく、
社会、政治や文化といったものが深く関わっている。そのような相互関係あるいは交流と
いったものは、異なる信仰を持つ人たちが集まり、意見を出し合って新しい統合体を

構築するような必ずしも平和的なシンクレティズム（混合主義、文化的重層構造）を
指すのではない。９

仏教モダニズムは、ロマン主義やキリスト教と向き合うモダン科学

合理主義との関係において形成される。
この章では、１９世紀後半から２０世紀にかけて社会・政治の討論と対象となる内容に
関して、仏教徒や仏教同調者たちが仏教を科学的合理主義なものとして位置づけようとし
たことを検証する。１０ 先ずは、
「科学的仏教として言説」(discourse of scientific Buddhism)
に関して、異なる文化的文脈において信仰に対する正当性の二つの危機があった。ひとつ
には「ビクトリア朝における信仰危機」、これは１９世紀後半におけるキリスト教の伝統的
形式への疑問である。そして、ふたつにはアジアにおける植民地化という危機があり、西
洋支配権によってキリスト教が台頭して、仏教の退廃・堕落（士気喪失）を引き寄せた。１１

次に仏教を科学的合理主義の立場から、モダニティーと科学的仏教の言説を展開したと
考えられるヘンリー・オルコット (Henry Steel Olcott 1832-1907)、ポール・ケーラス (Paul
Carus 1852-1919) 、ダルマパーラ (Anagarika Dharmapala, 1864-1933 , 英語名 Don David
Hewavitarne) の三名が取りあげられる。１２
アメリカ人であるオルコットとケーラスは、仏教と科学との関係を異なる視点から取り
組んだ。オルコットは１８８０年にスリランカで、ヘレナ・ペトローヴァナ・ブラヴァツ
キーとともに正式にアメリカ人として初めて仏教徒となった人物である。オルコットは彼
女と一緒に、西洋と東洋の要素をオカルト、科学的思考やキリスト教、ユダヤ教、ヒンズ
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ー教や仏教を要素とした神智学協会 (Theosophical Society) を設立した。オルコットは１８
７８年に、このスピリチュアリズムの宗教観を持つ神智学協会の本部をインドのムンバイ
に移し、現地の仏教復興に大きな貢献をすることになる。しかし、かれが目にした仏教の
様相は本来の真の仏教から堕落しているものであった。
ドイツ出身のケーラスは軍隊学校教師を辞任したのちイギリスに渡り、１９８４年にア
メリカに移住した。キリスト教がダーウィンの進化論と対峙するなかでケーラスは「宗教
と科学の融合」を主張していた。恵まれた資産を利用して出版社 Open Court を設立し、自
ら編集者として出版活動に携わる。ケーラスは１８９３年の万国宗教大会に出席し、釈宗
演と交友を深め仏教に魅了されることになる。のちに釈宗演の弟子であった鈴木大拙はケ
ーラスの助手としてアメリカでの仏教発展に貢献することになる。
また、ダルマパーラは、コロンボの裕福な家具商屋に生まれ、カレッジ時代に神智学に
興味をもち、１８８４年にはオルコットに直接に接して神智学協会に参加している。１８
８６年には神智学協会と一緒にセイロンを巡回して仏教復興を訴えるとともにサンガの堕
落と改革を痛感したといわれている。
仏教モダニズムと科学的仏教の関係性において、三名のアプローチについてマクマハン
の要旨は以下のようになる。１３

オルコット
仏教を迷信的、偶像的、崇拝的、後進的であるというそれまでの概念から科学的、合
理的、倫理的であるとする仏教観を広め、仏教は「啓示宗教」ではなく「科学的な宗
教」であると説いた。
著書 Buddhist Catechism（今立吐酔が日本語訳を行い、１８８６年、明治１９年に『仏
教問答』として出版している）にある「仏教と科学」の章では、諸行無常を強調し、
仏教は進化論と合致するとした。
オルコットは西洋人だけではなくシンハラ族に対しても、長いセイロン滞在中におい
て、仏教をプロモートした。なかでも、基礎的な仏教思想を問答形式に収めた Buddhist
Catechism (1881)を著し、セイロンにおける仏教リバイタル運動の中核となった。また、
今日のセイロンの学校においてもこの書はテキストとして利用されている。
自己修養、自己鍛錬、普遍的愛、正義という言葉やカルマ（業）思想を使って仏教の
エッセンスを説明した。
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仏教は偶像崇拝ではなく、儀式や戒律を重んじるものであるとした。

ケーラス
ケーラスは実証科学的思考（コント哲学派、合理主義者）に立つ。
「仏教は科学的に証明されうる真理の他にはいかなる啓示も認めない宗教である」、す
なわち仏教は科学に矛盾しない宗教であると主張した。
ケーラスにとって、仏教とは「科学の宗教」であり、釈迦は「科学の宗教として第一
の預言者」として見なしている。
オープン・コート出版社で雑誌編集者として勤めるなかで、仏教に関する書籍や記事
を世界に発信することを可能とした。
「自灯明」の経説はただ盲目的に信じるのではなく、経験的に検証することを意味し、
これは科学的精神の真髄とも理解できるとした。

ケーラスの著作 The Gospel of Buddhism『仏陀の福音』は大いなる影響を西洋キリスト教
社会に与えた。これは仏教経典を集めたもので、キリスト教の福音書のように構成されて
いる。オルコットの Catechism やケーラスの Gospel は、アジア仏教徒に再度仏教を紹介す
ることにもなった。釈宗演いわく、Gospel は東京帝国大学で、またダルマパーラはセイロ
ンで、日本の浄土教においては僧侶の訓練として利用されたとある。

ダルマパーラ
１９世紀末から２０世紀初頭の植民地化による仏教の危機的状況において、仏教を科
学と合理性の視点から再構築を行った。
「仏教は近代科学と両立しうる」と主張しただけではなく、ブッダ自身が「自然法」
や「因果律」そして「進化」といった概念を内的に認識した一種の科学者であったと
理解した。
仏教は最も高度に個人化された利他的倫理を内包する科学的宗教であると主張した。

このような科学的視点による仏教観の成立に関して、マクマハンはその起因を前述した
１９世紀末から２０世紀初頭に起こった二つの相まった危機に寄るものとしている。植民
地化の危機とビクトリア朝における信仰の危機である。前者に対して、ダルマパーラがセ
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イロンにおいて科学的合理的視点から仏教復興運動を起こし、後者に関しては、ポール・
ケーラスやヘンリー・オルコットのような西洋人が、科学的視点との融合において仏教を
納得のいくスピリチャリティーへの探求の道として捉えたことであると述べている。１４

第５章

仏教ロマン主義 (Buddhist Romanticism: Art, Spontaneity, and the Wellspring of
Nature)

マクマハンは、本章で鈴木大拙と禅を取り上げて「モダニティーの言説」の三番目にあ
たる「ロマン主義的な表現主義」について、仏教とロマン主義の関係について詳しく論証
を行っている。その解説の前に、西洋ロマン主義についての理解を深めるために、トーマ
ス・ツイー ド (Thomas A. Tweed, 現 在テキ サ ス大学宗教 学部教 授) 著 The American
Encounter with Buddhism 1844-1912 (Indiana University Press, 1912) にある Chapter Three,
Esoteric, Rationalists, and Romantics – A Typology of Euro-America, Buddhist Sympathizers and
Adherents, 1875-1912（第３章

秘教主義者、合理主義者、ロマン主義者－欧米仏教徒の類

型）を参照することにしよう。
ツイードは欧米仏教徒の類型を秘教主義者、合理主義者、そしてロマン主義者の三つに
分類している。ツイードが述べるロマン主義的なタイプとは、ゲーテのようなドイツ・ロ
マン主義やエマソンのようなアメリカ・ロマン主義者であり、感情を重視しながら美学へ
の旺盛な探求心で、アジア文化に対するロマン主義的関心を強化したとされる。このよう
なタイプの出現の一因としては、アジア諸国との接触の機会が増えたことも考えられる。
ロマン主義的タイプの多くはボストンやニューヨーク中心部のエリートで、米国の名門家
庭出身である。かれらの仏教への関心の的は、東アジアの大乗仏教に見られる豊かな美の
様式であった。
このタイプの特徴を最も有している欧米仏教徒は、アーネスト・フランシスコ・フェノ
ロサ (1853-1908)、ウィリアム・スタージス・ビゲロー (1850-1926)、そしてラフカディオ・
ハーン (1850-1904) であると指摘している。フェノロサはビゲローとともに天台宗の戒律
を受けているが、かれは真理よりも美の探求に動かされ、日本の美術や建築に興味があっ
た。フェノロサは、これらの仏教宗教のシンボルや儀礼の中に、ニュー･イングランドの白
人系のプロテスタント教会には欠落していて、ローマ・カトリックに通じる豊かさと官能
性を見出だしたといえる。ビゲローもまた日本文化に没頭し魅了されたという点で、ロマ
ン主義的仏教徒の一人であるといえる。ロマン主義的な仏教同調者であったラフカディ
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オ・ハーンは英国人とアイルランドの血を引く父親とギリシャ人の母親の間に生まれた移
民の子であり、大学教育は受けていないが、日本文化の美しさに惹かれて日本に１４年間
住み、日本女性と結婚している。小泉八雲という日本名を名乗り、日本国籍を得て、最後
は日本で死去し東京にある仏教墓地に埋葬された。かれの数々の著書（『知られざる日本の
面影』（１８９４年）から『日本－一つの解明』（１９０４年）まで）は、ロマン主義の視
点から日本文化を西洋社会に解明し、紹介したものと言える。
日本の仏教事情を鑑みると、１８６８年に成立した明治政府のもとで、仏教は日本国家
への国民的統合力への妨げであるだけでなく、科学技術的な発展をも妨げる腐敗した迷信
的外国宗教であるとして批判された。１９世紀後半以来、少なからぬ知識人が仏教再生を
企画し、文化・制度的に腐敗・癒着していると見なされた要素を取り除き、ブッダの原初
的な教えを回復させようとした。この運動は、西洋哲学と併せて禅の文献から多くのもの
を導き出して、
「新仏教」として知られた。鈴木大拙は、このような状況のなかで、近代化
された全仏教について積極的に英語で発言し、西洋世界に大きな影響を与えたといえる。
本章では、芸術と仏教の関係、また鈴木大拙は自然、芸術、創造、自発性などのロマン
主義の思想を如何に禅の世界に組み入れたかを検証する。そこには禅による自発的な創造
との関連性がハイブリディティー思考を開拓し、仏教モダニズム形成に拍車をかけ、芸術
や文化に多大な影響を与えたことが指摘されている。
鈴 木 は William James や 西 田 幾 多 郎 、 そ し て ロ マ ン 主 義 (Romanticism) や 観 念 論
(Idealism)・先験主義 (Transcendentalism) に影響された著作に見られる宗教体験という概念
から影響を受けて、禅の真髄はあらゆる宗教の特殊姓を超越する「経験」であると述べた。
すなわち、禅における「悟り」
（解放経験）は、ただ禅の真髄だけではなく、あらゆる宗教
における真髄であるというのである。マクマハンは、伝統や儀礼・社会生活を越えた個人
的・直観的なこのような経験の強調は、仏教モダニズムの顕著な特徴であるとしている。１５
鈴木は、西洋の読者に禅を紹介する際、１９世紀の観念論やロマン主義、先験主義の思
想家の語彙を用いて、禅の難解さをテーマで表現した。例えば、かれは個人を超越した絶
対者や普遍的な霊性・究極の現実における主体と客体との二重性の統合という問題を、フ
リードリヒ・シュライアマハーやフリードリヒ・シラーのようなドイツ観念論者の用語を
用いて力説した。また鈴木は、
「全体的に同一化する霊性」(totally identified with nature)１６と
いう個人の内面性を重視してロマン主義的な自然概念を取り入れた。さらに鈴木は、禅の
公案の「非合理性」は概念化を超えた純粋経験であり、人類と自然との同一性を意味し、
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それは直観的な把握から来るものとした。このような公案はロマン主義的な詩観のように、
自然内部がもつ直観性と直接的経験にもとづくものと理解した。要するに鈴木は、現実に
おける人間の直観性を芸術や創造性の源泉であるとして、禅と芸術との間に特別な関係を
見出したといえる。
鈴木はまた、仏教モダニズムの定型句ともいえる「西洋」は技術的・合理的・物資的で
あるのに対して、
「東洋」では直観的・審美的・精神的であるという概念を植え付けた。し
かし、鈴木の場合は、このような東西の二分法ともいえる思考を定着させるだけではなく、
超合理的で直観的な禅の実践者を近代西洋における合理的・技術的な存在に対して優位に
位置づけたといえる。鈴木は、このようにして、西洋における二つの大きな言説の潮流で
ある啓蒙主義的合理主義と科学的実証主義、そしてもう一つの潮流であるロマン主義の先
験主義との間にある緊張関係のなかに禅を組み込んだといえる。すなわち、鈴木によって
表現された瞑想を中心とする禅思想は西洋の芸術家に影響を与え、鈴木は、近代西洋文化
において支配的である合理的・科学的思考と、それとは相反するロマン主義との間の緊張
関係のなかで禅思想を位置づけたといえる。１７ そのアプローチは鈴木独自のテクニック
といえるものであり、伝統を尊重しつつも、西洋の文化土壌を十分によく把握しながら、
対象者の興味を引くように禅を表現した。鈴木はこの立ち位置を繰り返すことによって西
洋思想との融和を図った。その結果、鈴木が構築した仏教ロマン主義は、従来のロマン主
義を超越した結果となったといえる。また、かれの功績を支えた優れた英語能力は無視出
来ないのは事実である。
これまで仏教モダニズムに関する数多くの発言が仏教と科学的合理主義とを密接に結
びつけようとしているが、そこには依然として合理的・科学的アプローチ批判という強い
緊張状態が存在し、その批判は西洋思想におけるロマン主義の特質とパラレルなものであ
った。科学に対するこのような両面的理解は、仏教と西洋近代が交差するもう一つの場で
明かとなる。すなわち、それは仏教と心理学との邂逅を待つことになる。

第６章

縁起展開の歴史 (A Brief of History of Interdependence)

第６章から８章にかけては、伝統的な仏教の教説や実践が近代社会のなかでどのように
変容してきたのかを事例を通して検討がなされている。その要点は、第６章で「縁起展開
の歴史」で仏教史における縁起の概念の展開を遡りながら、縁起の本来の意味がいかに文
化変容したかを考察し、第７章では「瞑想とモダニティー」を取り上げ、そして第８章で

19

は「マインドフルネス、文化、日常生活の肯定」において心理療法として用いられている
マインドフルネスなどについて検討を加えている。
先ずは第７章「縁起展開の歴史」において、マクマハンは仏教史における縁起
(interdependence; pratītya-samutpāda; dependent origination) の概念の展開を遡りながら、縁起
の本来の意味がいかに文化変容したかを考察している。今日、縁起は相互依存として解釈
され、世界中のあらゆるものは相互関係にあり、それが社会的、政治的問題や環境問題に
適用されているが、あらため経典や仏教史を遡ることによって縁起の本来の意味と概念の
展開の歴史を検討する。
初期仏教経典にける「縁起」の原意は、諸行無常の生死世界において生起する因縁の関
係を意味するものであり、今日言われるようなあらゆるものが網の目のように相互関係に
おいて在る不思議な世界を賛美するのではなかった。むしろ「連続する苦しみ」を意味し、
その網の目にもつれからの解放を意味するものであった。この変容の歴史を紐解いてみる
と、大乗仏教において、龍樹の空は『華厳経』によって相互依存的な方向に展開し、さら
に東アジアの自然観や仏性論がそれを増幅したと考えられる。他方、欧米においても１８
世紀以来、科学的合理主義とロマン主義の葛藤の中で新しい自然観が進展し、とりわけア
メリカの超越主義の影響で自然への関心が高まった。そのような動向を受けて、仏教の相
互依存性を受け入れた環境仏教論（エコ仏教）のような形態が生まれたとマクマハンは分
析している。１８ 今日の縁起の新概念は相互的共同体と相互参加、また人類における博愛
思想にまで、その思想は広がっている。１９
ところで、こうした仏教モダニズムによる縁起解釈で問題となるのは、業と輪廻の教説
である。人生のある状況が過去世の行動によって規定されているという観念は今日では受
け入れ難い。そこで、業の脱神話化が図られわけであるが、こうして形成された新しい環
境仏教論は、伝統的な教説とは合致せず、それでも仏教といえるかいう疑問が生起する。
マクマハンは、それを「ハイブリディティー性によって生まれた縁起の新概念」と呼んで
いる。

第７章

瞑想とモダニティー (Meditation and Modernity)

マクマハンは本章で、諸宗教を超えた瞑想の文化変容を考察している。伝統的に、瞑想
は悟りへの行であったにも関わらず、実際に実践できたのは僅かの出家者であり、その他
の多数のアジアにおける在家信者は、サンガへの奉仕、儀礼参加や仏教倫理によるダルマ
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を実践してきた。しかしながら、現在ではアジアでも西洋でも、多くの在家仏教徒や仏教
同調者たちをはじめ、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、無宗教者によっても、
さまざまな形態の瞑想やマインドフルネス（精神集中）の技法が実践されている。座禅は
仏教を超えてカトリック修道院でも実践されているのが現状である。
マクマハンは、前章の縁起理解と同様に、このような変容が単なる仏教内部のものでは
なく、西洋の思想展開と深く関係するものとして論じている。すなわち、
「東洋はスピリチ
ュアルで主観的、直感的であり、西洋は物質主義的、合理的、外向的」という一般的理解
に対して、最近の多くの思想家は、西洋のモダニティーに内在する動向として、主観性や
自己や心に注意が向けられていることを指摘している。テイラーはこれを「主観的転回」
（massive subjective turn）２０と名付け、すでに１７，１８世紀から始まっているとしてい
る。そしてこの流れは、２０世紀において精神分析と瞑想の邂逅へと導くことになる。近
年の傾向としては、科学的研究の対象として瞑想自体が「心の科学」として論じられるこ
ともあり、このような傾向をマクマハンは瞑想の脱伝統化と見なしている。また、マクマ
ハンは瞑想の脱伝統化に加えて、瞑想の個人化、脱教団化の傾向も仏教史のなかで重要な
動向であるとしている。２１
このようにマクマハンは、今日仏教の中核であるとされた縁起や瞑想という思想や実践
は、実は伝統的理解と大幅にずれていて、その原因は仏教内部だけでなく、欧米思想の展
開との融和性や複合性 (hybridity)と深く関わっていると指摘している。

続いて、瞑想からマインドフルネス（精神集中）技法について言及がなされている。マ
インドフルネスへの流れは決して西洋社会のみの現象ではなく、アジアにおける在家仏教
者や同調者、また他宗教であるキリスト教、ユダヤ教え、ヒンズー教でも実践されている。
マサチューセッツ大学医学大学院教授・同大マインドフルネスセンターの創設所長であ
り精神分析医であるジョン・カバット・ジン(John Kabat-Zinn, 1944-現在) は、精神集中技
法であるマインドフルネスを医学や精神学に取り入れて、ストレス軽減プログラムを編み
出した。かれは、「マインドフルネスとは仏教徒でなければいけないということではなく、
自己の目覚めや共生の考えに立脚している。むしろ、それは自己を観察して、生きている
世界のなかで自分の居場所を見つけて、自ら充実して生きることへの感謝の気持ちを養う
ことを意味する」２２と理解している。この理解は本来の瞑想の意味が脱伝統化されたもの
といえる。
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テイラーによる「主観的転回」との関連において、個人がモダン社会の多様な文化に接
する際に反応する現象に、自己のアイデンティティーへの追求が挙げられる。自己探求は
自己にとって外的世界よりも内的世界に力点が置かれ、その主観性は一層に深みを帯びる
ことになる。２３

多くのモダニストによる解釈によると、仏教とは回答を要求することなく、自己の再発
見や自己探求を啓発するものであり、それは内なる解放を呼び起こすものであると理解さ
れている。２４ まさに、仏教が本来持つところの自己内省の性質から精神分析・心理学へ
と発展した過程が明らかになる。
「心の科学」としての瞑想となった脱伝統化の現れといえ
よう。
「心の科学」としての瞑想に関して、マクマハンは次のように言及を加えている。「心
の科学」として脱伝統化された瞑想は、西洋の心理分析の視点から脚光を浴び、特にここ
２，３０年のあいだに神経科学領域において新しい心理学理解が取りあげられている。そ
れは、瞑想が脳や神経システムに影響を分析するものであり、瞑想の科学的調査研究とい
える。このような研究は１９６０年代から始まり、日本の研究者たちによる座禅中の脳波
測定や、アルファやテータ波長や外的刺激への反応などが研究された。また、ストレス軽
減、ペイン・マネジメント、心臓血管やウェルビングの治療（セラピー）として瞑想が利
用されるに至った。昨今では、このように仏教に関する著作のなかで、瞑想を科学的活動
として捉えたものが顕著になっている。２５ コロンビア大学インド・チベット仏教学者で
あるロバート･サーマン(Robert Thurman, 1941-現在）は、チベット仏教の瞑想を「心の（内
なる）科学」として捉え、精神的な再プログラミングを助長する精巧なる方法であると理
解している。２６

第８章

マインドフルネス、文学、日常生活の肯定 (Mindfulness, Literature, and the
affirmation of Ordinary Life)

本章では、マインドフルネス（精神集中）を基調とした現代的プラクティスの側面につ
いて、前章と同様な検討を加えている。瞑想から派生したマインドフルネス技法は、ティ
ック・ナット・ハーンが日常生活の肯定化を目的として発展させた２７ものである。従来の
ような座禅修行から自己超越の域に至ろうとする思考から超自然的なものを排除した受容
と再魔術化 (re-enchantment)というモダン的思考の変容である。この変容は、瞑想が本来持
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つところの精神集中が日常生活の肯定と安定を目的としてハイブリディティー化された現
象であるといえる。マインドフルネス技法の現象は、北米、ヨーロッパやアジアにおいて、
テンポの速い複雑化した現代社会を生き抜く要望から生まれたといえる。
昨今の仏教書籍のなかには、このマインドフルネスに関するものが多く、人生の痛みや
苦悩とうまく暮らしていける能力を養うとともに、より良く生きるための感覚を創り出す
のに役立つ精神集中技法であるとされている。それは個人だけの well-being ではなく、倫
理的責任、家族、コミュニティー、そして世界全体のための密接な関係を生み出すことに
なる。
現代社会が急速に複雑化するなかで、北米、ヨーロッパ、アジアにおける仏教徒や仏教
同調者のあいだで用いられているマインドフルネス技法は、平凡の生活のなかに静かに感
謝の心を抱くというスピリチュアルな営みであり、日常生活の肯定性を導く方法といえる。
感謝しながら仕事をして、家族や人生の苦難と上手につきあっていくマインドフルネス技
法の適用は現代社会の要求のひとつの現れといえるだろう。２８

第９章

近代からポスト近代へ (From Modern to Postmodern)

最後の章では、特に北米アメリカのポスト近代において顕著に見られる脱伝統化の傾向
と、それに伴う再伝統化と再構築化の現象を考察する。また、仏教の社会性（公共性）や
個人としてのスピリチャリティーの対象として、今後の仏教モダニズムがいかに展開する
かについて、課題や批判を考慮に入れながら予測がされている。
興味深いことに、モダニズムの流れのなかで起こった脱伝統化の現象は、ポスト近代で
は再伝統化・再構築化という反動として現れ、それはまたモダニティー形成の過程である
とマクマハンは語る。再伝統化の構築は単なる仏教の再形式化ではなく、モダニティーの
主要テーマに即応しながら、それらを仏教の長い歴史のなかで考察するという伝統の再構
築化であるとしている。２９
ここで、確認しておきたいことは、マクマハンの予測するポスト近代における仏教の展
開の立場は、あくまでも軸足を仏教自体に置いた「西洋における解釈」３０であり、決して
西洋思想を仏教のなかに見出すという方向ではない。
ポスト近代の仏教の展開として取り上げられるテーマは、現代の動向であるところの民
主化、フェミニズム化、ハイブリディティー性である。続いて、マクマハンは今後の仏教
が向かう方向として「グローバルな民族仏教」を指摘し、ポスト近代における仏教の展開
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を模索している。
最も宗教多元社会を象徴する北米アメリカの宗教環境では、仏教が他宗教とインターフ
ェイスするなかで緊張を維持しながら教義要素の融合化を図る傾向にあるが、この緊張こ
そが、仏教の脱伝統化と再伝統化への刺激となり、ポスト近代の仏教モダニズムを形成す
る重要なエレメントとなると指摘している。また、個人的スピリチュアリティーの対象と
しての仏教と社会参加型仏教、ローカル仏教とグローバル仏教の対峙的関係も仏教モダニ
ズム形成の刺激となるとされている。３１
脱伝統化に関する事例として、１９８０年代のビルマでの仏教改革運動、１９５０年の
中国のチベット併合によって、ビルマ仏教はより伝統要素を濃くしたことなど、アジアに
おける仏教の伝統的要素の再評価と再確立について触れている。また、脱伝統化について、
アメリカの禅仏教が伝統的オーソドックスな面を再構築したことが取り上げられている。
しかしながら、見逃してならないことは、北米アメリカには必ずしも仏教のモダニズム
化を望む人々ばかりではなく、それとは反対に伝統的要素を維持し、その継続を望む反モ
ダニストとされる伝統派の動きもあることである。３２
西洋における仏教のイメージは多くの場合、儀式、教義、非科学的思考やスーパーナチ
ュラルからの解放であったが、それは数十年以前のことである。現代では、伝統的仏教の
再生化 (reclaim) に向けて仏教の脱伝統化への方向性と、他宗派による伝統性と革新性と
の融合への方向性という二つの共存する方向性が、今日の仏教をより一層に多様性し、異
種混交化 (heterogeneity) を促進させることになるだろう。３３
次にマクマハンは仏教の脱伝統化を異なる角度から眺めながら、内に向いた脱伝統化と
して個人のスピリチュアリティーを、また外に向いた脱伝統化としてエンゲイジメント・
ブディズム（社会参加型仏教）を挙げている。これらは、仏教モダニズム形成の後期にお
いて発展した動きである。３４
２０世紀後半に起こった最も重要な動きとして社会参加型仏教３５があげられる。その運
動は、仏教の個人化、産業化などとは全く別に、国際的視野において起こったといえる。
国境を越えて広がったこの社会参加型仏教運動は、仏教の伝統的用語である苦や慈悲、そ
して近代西洋思考の束縛からの解放であるところの、人権、社会的正義、平等性、女性の
権利などを含むものである。その形態は世界を通して異なるが、社会参加型仏教は平和促
進運動、ホームレス、環境問題、また村おこしなどの運動としても広がっている。
また、社会参加型仏教では菩薩道としてのメッタ（慈悲）の実践がクローズアップされ
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ている。このように、これら二つの流れである個人的スピリチュアリティーの対象として
の仏教と社会性・公共性を対象とする社会参加型仏教の動向は、現代の仏教モダニズムに
おいて緊張を生み出し、再伝統化を巻き起こしているといえる。３６

ポスト･モダニズムにおける仏教の方向性は、伝統の正当化や文化の尊重のなかで、加
味される革新性を熟考におきながら創造されるという過程を踏むことになろう。ポスト近
代の仏教モダニズムの流れのなかで、新しい進展として「グローバル・フォーク仏教」の
兆しが見えるとマクマハンは語る。
「フォーク仏教」はモダニズムにおいても「ポピュラー
宗教」と呼ばれ、学者の多くは洗練されていないローカル宗教と見なしていた。しかし、
ポスト近代におけるグローバル・フォーク仏教は、グローバリゼーション化とともに起こ
った在家仏教のよる形態である。これをマクマハンは「グローバル」と「フォーク」とい
った撞着語法 (Oxymora) を用いて「グローバル・フォーク仏教」というユニークな呼称を
使用している。３７ ポスト近代においては、グローバル・フォーク仏教は従来のフォーク
仏教のようにローカル（地域）的なものにとどまらず、テクノロジーや出版機能の助けを
借りて、グローバルに発展する可能性が高いと予測されている。

以下、マクマハンによる「仏教モダニズム」論の内容構成に関する全体像を示す。
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【図解】マクマハン「仏教モダニズム」論の構成
マクマハンの「仏教モダニズム」論は以下のテイラー、ロペス、ツイードの先行研究を基礎としている。

テイラーによる「近代的アイデンティティー」の三つの領域
（マクマハンはこれを「モダニティーの言説」と呼び、宗教的視点から置き換える。）
テイラーによる「近代的アイデンティティー」
三つの領域

マクマハンによる「モダニティーの言説」
三つの領域

１．内面性の感覚

西洋的な一神教

２．日常生活の肯定

科学的な合理主義と自然主義

３．自然についての表現主義的な考え方

ロマン主義的な表現主義

ロペスによる「近代仏教」の特徴
儀礼的、呪術的要素を拒否。
階層差別よりも平等性、地域性よりも普遍性を強調。
共同体（教団）よりも個人重視を高く評価。
近代仏教は進化過程の頂点ではなく、原始仏教、即ちブッダ自身の仏教への回帰を目指す。

ツイードによる「欧米仏教の三タイプ」の考察
Ａ．秘教主義者
Ｂ．合理主義
Ｃ．ロマン主義者

マクマハンによる「仏教モダニズム」の特徴
i.

脱伝統化

De-traditionalization

ii.

脱神話化

De-mythologization

iii.

心理学化

Psychologization

上記３点には、それぞれに脱文脈化 De-contextualization から再文脈化 Re-contextualization へのプロセスが
ある。そのプロセスが「仏教モダニズム」形成過程であり、伝統と新しい文化の融合性・複合性としての
ハイブリディティ性は重要な形成要素といえる。

「仏教モダニズム」形成の要因
科学的合理主義

緊張関係

仏教ロマン主義（個人的・直観的経験重視）

(tension)

仏教と心理学の邂逅

キリスト教との対峙

仏教ロマン主義に関して、鈴木大拙は近代西洋文化において支配的である合理的・科学的
思考と、それとは相反するロマン主義との間の緊張関係のなかで禅思想を位置づけた。
仏教モダニズムと科学的合理主義の関係についての３事例
オルコット「仏教は啓示宗教ではなく、科学合理的な宗教である」
ケーラス

「仏教は科学の宗教である」

ダルマパーラ「仏教と科学は両立する」
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テイラーによる主観的転回（Subjective Turn, １７～１８世紀）
主観性と自己内省は西洋モダニティーに内在する動向であり、この動向はロマン主義、心理学、また
合理主義に影響を与えた。

２０世紀において、精神分析が瞑想（meditation）に関心を持つことになる。
瞑想が科学的研究の対象となり、「心の科学」として論じられる。

瞑想の脱伝統化

瞑想がストレス軽減、ペイン・マネジメント
などの心理療法（セラピー）として使われる。
サーマン「瞑想は内なる科学である」

心理療法としてのマインドフルネス（精神集中）
マインドフルネスは、テイラーによる「主観的転回」との関係において、多様文化の現代社会に
おける自己探求と現代社会の要求から生まれたもの。
マインドフルネスは、スピリチュアルな営みとして再魔術化（re-enchantment）されたもの。
マインドフルネスは、目覚め・ひらめき・経験によって、日常生活の肯定化を目的とする。
マインドフルネスは、仏教に限らず、他宗教でも実践されている。
マインドフルネスは、商品化・コマーシャル化となっている。

近代からポスト近代へ
近代からポスト近代（現代）の流れは、脱伝統化

(de-traditionalization) か ら 再 伝 統 化

(re-traditionalization)・再構築化 (re-appropriation)への反動（リターン）運動を描くが、これはモダニ
ティー形成の過程といえる。
アメリカ（北米）におけるポスト近代（現代）のテーマは、民主化・女性化・ハイブリディティー
性。
仏教と他宗教間の融合性には緊張感があり、その緊張は仏教の脱伝統化から再伝統化へとつながる
仏教モダニズム形成の重要な要素である。
ポスト近代では、伝統を支持し、その継続を望む反モダニスト（伝統派）も存在する。
脱伝統化のなかには、内的な個人のスピリチュアリティー志向と、外的なエンゲイジメント・ブデ
ィズム（社会参加型仏教）志向があるが、いずれも仏教モダニズム形成後期に発展した動きである。
スピリチュアリティー志向は、仏教を「癒やし」の対象として、人生問題解決の治療薬として商品
化する傾向がある。
社会参加型仏教は、ハーンによるベトナム戦争反対を契機に国際的視野において起こった現象であ
る。仏教の伝統的用語である「苦」や「慈悲」にもとづいて、近代西洋思想の束縛からの解放とし
て人権問題、社会的正義、平等性、女性の権利などを含むものとなっている。また、平和促進運動、
ホームレス問題、環境問題、村おこし運動などにも及んでいる。
テクノロジー・出版機能の助けを借りて、フォーク仏教は今後、グローバル・フォーク仏教（撞着
語法）として、発展の可能性がある。
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第２節

マクマハン論の形成要素

本章 で は、 マク マ ハン に影 響 を与 えた と され るロ ペ スに よる 「 近代 仏教 (Modern
Buddhism)」論と、マクマハンが用いた仏教モダニズム (Buddhist Modernism) という用語
の創始者であるヘインズ・ベシャート (Heinz Bechert) による仏教モダニズムの概念、また
マリリン・アイビー (Marilyn Ivy) の仏教とモダニティー (Modernity) に関する論文、およ
びトーマス・ツイード (Thomas A. Tweed) によるモダニティー理解を参照して、これらの
先行研究がマクマハンにどのような影響を与え、かれ独自の仏教モダニズム論を発展させ
たのかについて考察する。また、禅における仏教モダニズムに関して、ロバード・シャー
フ (Robert H. Sharf) 著の Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience (1995)
を参考文献として加える。

第１項

ロペス（Donald S. Lopez, Jr.）による「近代仏教」論

ロペスによる「近代仏教」論については前述しているが、かれは Modern Buddhism（近
代仏教）という用語を使用し、マクマハンは Buddhist Modernism（仏教モダニズム）と呼
んでいる。以下、ロペスの著書『近代仏教－初心者のための読本』
（英語タイトル A Modern
Buddhist Bible – Essential Readings from East and West）の要点をあげる。

① 仏教モダニズムとは、伝統的仏教とモダン仏教の関係を単なる原始、古代、中世、前
近代、近代という時代区分によって意味するのではない。３８
② 近代仏教の形成過程は現代の方向性を考察できる多くの特徴を有している。３９
③ 近代仏教は儀式や呪術的要素を否定し、階層差別よりも平等を、地域性より普遍性を
強調し、しばしば共同体よりも個人を高く評価する。４０
④ 近代仏教はそれ自体を長い進化の過程における頂点とみるのではなく、むしろ原始仏
教、すなわち仏陀自身の仏教への回帰として見ている。４１
⑤ 近代仏教は、仏教の原点である２，５００年前の仏陀の悟りに真髄を求め、その内容
は何世紀もあとに起こったヨーロッパ啓蒙思想と類似している。合理主義、経験主義、
科学主義にもとづき、普遍性、個人主義、許容性、自由性を尊重し、宗教的伝統性の
拒否が思想の根底となっている。４２
⑥ 近代仏教の始まりは先述したように、１８７３年にセイロンであったキリスト教牧師
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と仏教僧の対論から始まり、その後１９８０年のあいだに形成されたといえる。４３
⑦ 仏教はその他の諸宗教と同様に何世紀ものあいだ、特にここ２００年において伝統仏
教教団が特に植民地化を通してモダニティーと対峙するなかで、無数の方向に早いス
ピードで進化をした。また、同時代において、欧米の仏教学者が仏教経典を西洋の言
語に翻訳することで、仏教はより一層、世界に広まることになった。一方で、ベトナ
ム戦争、中国のチベット侵略などによって、仏教人口が西洋世界に流出し（diaspora
ディアスポラ）
、その現象は仏教への興味を促しているといえる。４４
⑧ 近代仏教とは一枚岩ではなく、むしろ世界規模で起こっている多くの現象のことであ
る。ロペスの著書は、近代仏教の現象について初めて論証したものといえる。４５

第２項

ヘインズ・ベシャート（Heinz Becher）による仏教モダニズム概念と
マリリン・アイビー（Marilyn Ivy）による仏教とモダニティーの関係

ヘインズ・ベシャート（Heinz Becher）はかれのドイツ語による著書 Buddhismus, Staat und
Gesellschaft（
『仏教、国家と社会』、1966 年）に初めて「仏教モダニズム」という用語を紹
介した。その内容は１９８４年に発行された英語で書かれた The World of Buddhism でも確
認できる。ここでは先ずはマクマハンによるベシャートの仏教モダニズム概念の紹介をし
て、そののちにベシャート自身が The World of Buddhism において書いている内容について
確認を行うことにする。

マクマハンによるベシャートの仏教モダニズム概念の考察は、以下の通りである。
① ベシャートによると「仏教モダニズム」とは、合理的思考にもとづいて仏教を再解釈
する動きを意味し、その現象は多数の地域や学派で行われている。４６
② 儀礼や偶像崇拝、また民間信仰や修行を強調せずに、ビルマやセイロン（現在のスリ
ランカ）に見られる社会的革新と国家主義的運動と関係したものであるとしている。
４７

③ ヨーロッパによる植民地化時代において仏教は国家宗教と見直された。４８
④ 仏教モダニズムの要素としては脱神話化があげられるが、それは信仰や教義に重点を
置かずに、仏教を科学の宗教として解釈する立場で伝統的な物語（神話）を象徴的に
近代化するプロセスといえる。４９
⑤ 仏教思想を信条や宗教として見るのではなく哲学として見る見方もある。それは悲観
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主義ではなく楽観主義として、また社会との関わりや共存という平等性を語る哲学と
して仏教を捉える考えである。５０
⑥ 仏教モダニズムにおける瞑想は、出家者を対象として法典に則した座禅ではなく、在
家者を対象とした近代的な瞑想センターで瞑想を新構築し世俗化した。５１

次に、The World of Buddhism (London, Thames & Hudson Ltd., 1984)に所収されているベシ
ャート論文 “Buddhist Revival in East and West” の要点をあげる。
⑦ 東洋における仏教再興の動きは西洋への仏教伝播を促したと考えられる。このふたつ
の関係性は単なる組織化されたものではなく、仏教の本質をある思考システムとして
再解釈することによって起こったことである。このような現象を仏教モダニズムと呼
ぶことができる。５２
⑧ １９世紀においては仏教の教えを「釈迦への回帰」に求めたが、近代における学者や
仏教徒は、生死からの救いを説くことを目的とした哲学的思想システムとして本来の
仏教を再発見した。５３
⑨ 仏教は合理的な思考であると考えられた。釈迦は自己の教えを信じることを要求せず
に、真理の追究を道理の教え（因果論）において、また修行や座禅によって知ること
を説いた。よって、モダニストは仏教を「道理（因果）の宗教」という。それは、キ
リスト教、イスラーム、ユダヤ教のように盲目的に神の教えを信じる教えとは異なる。
５４

⑩ 仏教モダニズムは、時代的にも地理的にも決して統一した動きではない。５５

続いて、マリリン・アイビー（Marilyn Ivy）は現在、コロンビア大学人類学の准教授で
ある。彼女はモダニティーを研究分野とし、特に日本に関した研究を行っている。著書に
は、Discourse of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan. がある。アイビーによる仏教と
モダニティーに関する考察は以下の通りである。
① 仏教の近代化は１９世紀の初めに起こった植民地化と深い関係がある。それは啓蒙思
想後の合理主義との融合であるといえる。５６
② 「モダン」とは

古代からの伝統として新しい時代の到来を意識する言葉である。そ

こには古いものから新しいものへの転換がある。５７
③ ラテン語に語源をもつ modernus は、キリスト教徒を異教徒から区別するために、５世
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紀末に使われた言葉である。５８
④ モダニティーとは、単になる時代区分を示す言葉ではなく、ある性質を伴うカテゴリ
ーとして明確なかたちとして形成されるものである。５９
⑤ モダニティー（近代性）がもたらした新しいものとして、①資本主義と物質文明、②
植民地化主義である。６０
⑥ ２１世紀の仏教は移住民族（ディアスポラ）によって発展し、仏教の商品化が進んで
いる。６１
⑦ モダニティーは時代的領域で把握されることはできない。６２

第３項

ツイード（Thomas A. Tweed）によるモダニティーと
シャーフ（Robert H. Sharf）による禅における仏教モダニズム

続いて、現在テキサス大学の宗教学部教授を勤めるトーマス・ツイード (Thomas A.
Tweed)が著した論文「モダニティーの流れをたどる」（“Tracing Modernity’s Flows: Buddhist
Currents in the Pacific World”）に従って、かれによる「モダニティー」の理解をみてみよう。
ツイードは「モダニティー」の意味を軽い意味と重い意味に分けている。６３
① 軽い意味では、モダニティーとは単に時間の目印に過ぎない。これは、
「モダン」とい
う言葉が「新しい」という感覚で使用されることによって、
「今日起きているところの
こと」以上のことを意味しない。
② 重い意味では、時代区分以上のものを指す。宗教で使う場合は、現在の知的潮流への
意識的適応を意味する。
③ 米国における「宗教的」モダニズムは、１９１２年以降に現れたビリーフやプラクテ
ィスという考えが文化的に反応したことを指す。
④ １９世紀後期から２０世紀前期にかけて複数の仏教の潮流が太平洋世界・大西洋世
界・西半球全般を巡って多方向性に広がった。モダニティーの特徴としては、空間的
越境性 (trans-location)、また複数のモダニティーの流れが時を超えて起こる時間的越
境性 (trans-temporal)や、交錯 (crossings)しながら相互交換過程を遂げていく越境的流
動性 (trans-fluences)があげられる。

最後に、ミシガン大学東洋文学部の教授であるロバート・シャーフ (Robert H. Sharf)は
論文 Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience (1995) のなかで、禅におけ
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る仏教モダニズムに関して次のように言及している。
鈴木大拙はこれまで捕らえどころがなかった「悟り」の境地を宗教体験にもとづいて
表現し、禅の真髄を普遍化したといえる。からの体験主義によって禅に限らず仏教全
体の再構築が進み、近代化の促進となったといえる。６４

マクマハンの「仏教モダニズム」論に影響を与えた前出の５名による仏教モダニズムお
よびモダニティーの概念を要約すると次の表になる。
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マクマハンの「仏教モダニズム」論に影響を与えた論文・比較表
学者名
ロペス
仏教モダニズム
とは

ベシャート

時間軸
時代区分を意
味しない

空間軸

ヨーロッパによる植民地化
仏典翻訳による仏教の普及
仏教徒人口（ディアスポラ）の流出
仏陀自身の仏教への回帰
儀式、呪術的要素否定
宗教的伝統性の否定
階層差別より平等性重視
地域性より普遍性強調
共同体より個人評価
合理主義、経験主義、科学主義にもとづき、
普遍性、個人主義、許容性、自由性の尊重
現代の方向性が考察できる

時代区分を意
味しない

地理的拘束は
なく、世界規模

ヨーロッパによる植民地化政策下で仏教は
国家宗教として発展した
東洋の仏教再興は西洋への仏教伝播を促し
た
儀式、偶像崇拝、民間信仰や修行を強調し
ない
社会的革新と国家主義的運動と関係する
脱神話化
仏教を科学の宗教と見なす
仏教思想を哲学視点から考察する
瞑想の再構築と世俗化
仏教を道理（因果）の宗教と見なす合理的
思考にもとづいて仏教を再解釈

時代的領域で
把握されない

世界規模の現
象

「モダン」とは新しい時代の到来を意識す
る言葉
語原 modernus はキリスト教を異教徒から
区別するために５世紀に使われた言葉
１９世紀のヨーロッパ植民地化と深い関係
仏教徒人口（ディアスポラ）の流出
モダニティーは資本主義と物質文明、植民
地主義がもたらした
仏教の商品化

軽い意味では
モダニティー
とは時間の目
印である
重い意味では
時代区分以上
を指す

空間軸を越え
て世界規模の
現象

米国における宗教モダニズムは 1912 年以
降に文化的に反応したもの
仏教モダニズムは、空間的越境性
(trans-location)、時間的越境性
(trans-temporal)、越境的流動性
(trans-fluences)の特徴をもつ

仏教モダニズ
ム形成期間は
1873~1980 年

仏教モダニズム
とは

アイビー
仏教とモダニテ
ィー（近代化）
の関係

ツイード
モダニティー
（近代化）の
理解

仏教モダニズムの形成要因と特徴

世界規模の現
象

シャーフ
禅における仏教
モダニズム

禅の「悟り」による経験主義の強調は仏教
全体に広がった
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第３節

マクマハンの「仏教モダニズム」論に対する批判と総合的評価

本章では、マクマハンの「仏教モダニズム」論に対しての批判をあげて、総合的評価を
行うことにする。以下、北米にいる３名の宗教学者からの批評・批判点を列挙する。

マクマハンの「仏教モダニズム」に対する批判
（１）ジョージワシントン大学のエヤル・アビブ （Eyal Aviv）による批判
① マクマハンの「仏教モダニズム」論はマイクロ視点ではなく、マクロ視点で
分析されている。仏教モダニズムを世界的に分析することは容易ではないが、
マクマハンは注意深くバランス感覚を維持しながら冷静に成し遂げたといえ
る。６５
② 鈴木大拙とロマン運動との関係性を指摘したことは価値があるといえるが、
文献証拠を提示すべきである。６６
③ 最後の章である「近代からポスト近代」において、ポスト近代仏教の分析が
グローバル視野に欠いている。６７
④ 本書は学者および学生のため書かれたものであるが、多数の引用と事例を用
いてよく書かれている。６８
⑤ 民主化・女性化・ポスト伝統化、また個人化と社会参加型仏教や、脱伝統化・
再伝統化がポトス近代において、いかに仏教モダニズムを発展させるのかに
ついての視点が十分とは言えない。６９
⑥ 東西における異なる宗派の伝統にもとづいて、幅広い事例と研究がなされて
おり、今後の良き先行研究となるだろう。７０

（２）デヴライ大学のジョン・マーフィー （John L. Murphy）による批判
マクマハンは現在の仏教事情をよく反映しているといえる。ただ、ポスト近代にお
いて「グローバル・フォーク仏教」が仏教モダニズムの流れのなかでいかに鮮明に
発展するかについての予測・考察が不十分といえる。７１

（３）アリゾナ州立大学のブルック・シェドネック （Brooke Schedneck）による批判
① マクマハンは、仏教は資本主義と消費主義（コンシューマリズム）に対して
挑戦しているとしているが、その言及は不確かであり説得力に欠ける。７２
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② 世俗化 secularism と近代仏教 modern Buddhism について、Charles Taylor 論を
用いているが、宗教多元社会である北米において、どのような新たな選択が
可能であるかについての分析に欠ける。７３

マクマハンの「仏教モダニズム」に対する総合的評価
本章第１節においてマクマハンによる「仏教モダニズム」論を詳細に解説し、第２節で
はマクマハン論の形成要素を検証し、続いて第３節では批判を考察した。総合的に、マク
マハン論は末木文美士が述べるように「従来ほとんどまとまった研究のない領域を切り開
く意欲的かつ刺激的な論考」７４となっているが、テイラーによる「近代的アイデンティテ
ィー」の三つの領域をベースに自身の「モダニティーの言説」の三つの領域を宗教的視点
から編み出しているにも関わらず、テイラー論の説明が不十分といえる。以下、筆者によ
るマクマハン論の総合的評価を列挙する。
① テイラーによる「近代的アイデンティティー」の三つの領域に関する説明が不十分
である。
② テイラーによる主観的転回に関する内容説明が不十分である。
（筆者はテイラーの原
文で確認をした。）
③ ロペスによる「近代仏教」論に偏りすぎている。
④ 事例として禅仏教、チベット仏教が大半を占め、他宗派の考察に乏しい。
⑤ マクマハン論は特に北米を舞台に展開しているが、ヨーロッパの植民地化によって
起こった東南アジアの仏教モダニズムの動向については十分な説明がされていない。

小結
本章では、マクマハンによる「仏教モダニズム」論についてかれの著書 Making of Buddhist
Modernism（『仏教モダニズム』）にもとづいて、その内容解説と先行研究との分析、およ
び総合的評価を試みた。第２章からは、マクマハン論が果たして海外の真宗教学にも影響
を 与 え た の か に つ い て 、 特 に 実 用 性 (practicality) ・ 革 新 性 (innovation) ・ 巧 妙 な 創 意
(ingenuity) による文化変容が進むアメリカ（北米・ハワイ）のモダニズムの流れにおいて、
真宗思想史の研究・考察を進める。マクマハン論では、真宗教学に関しての言及がなされ
ておらず、アメリカ真宗思想史の系譜と学問的体系化を明確にすることによって、グロー
バル的視野からのアメリカ真宗教学の新しい研究分野への開拓の道が開けると考える。
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１

David L. McMahan, The Making of Buddhist Modernism (New York: Oxford University Press, Inc., 2008), p.9.
原文：Modernity is contested term in the humanities and social science, and perhaps no one definition can suffice,
not even one timeline. ….. modernity generally refers to the gradually emerging social and intellectual world rooted
in the Protestant Reformation, the scientific revolution, the European Enlightenment, Romanticism, and their
successors reaching up to the present. Most analysts of modernity agree that it has produced a profound
destabilization of traditional forms, creating a dizzying onslaught of novel cultural situation.
２
Ibid., p.22. 原文：My general method is to work backward from themes common contemporary Buddhist
literature popular in the United States and then look for earlier sources of these representations in the works of
seminal Buddhist modernism to those in the formative period, the late nineteenth and early twentieth centuries.
３
Ibid., p.13. 原文：There is, therefore, a constitutive tension in Buddhist modernism between scientific
rationalism romantic expressivism. Buddhist modernism, I will show, takes on much of its shape through
negotiating this tension.
４
Ibid., p.10. マクマハンはテイラーによる近代アイデンティティーの三つの領域について以下のように
解説している。原文：I begin here by adopting his distillations of the key elements of modernity into three board
domains of modern self-identity and morality: western monotheism; rationalism and scientific naturalism; and
Romantic expressivism…… these three frameworks, which I will refer to the “discourse of modernity,” are rooted
in western historical period and forms of life, they are essential to understanding the development of Buddhism
modernism not only in the West but across the glove.
５
Donald S. Lopez, Jr., ed. A Modern Buddhist Bibles – Essential Readings from East and West (Boston: Beacon
Press, 2002), Introduction ix, xxxix. 原文：Modern Buddhism rejects many of the ritual and magical elements of
previous forms of Buddhism, it stresses equality over hierarchy, the universal over the local, and often exalts the
individual above the community. Yet, modern Buddhism does not see itself as the culmination of a long process
of evolution, but rather as a return to the origin, to the Buddhism of the Buddha himself.
６
McMahan, The Making of Buddhist Modernism, p.19. 原文：This hybridity, is not simply a process of weeding
out what does not conform to the implicit norms of the new cultural context. In involves a reconfiguration of both
tradition and context through contestation and negotiation as much as enthusiastic embrace. In many places where
Buddhism has become a significant presence, it has been introduced and adapted in highly specific ways.
７
Ibid., p.61. 原文：In recent decades the extent of which the text, doctrines, institutions, and practices of any
tradition are products of unique cultural and historical circumstances. They are deeply embedded in local and
national cultures. Such de-contextualization and re-contextualization often entails significant reconfiguring, as
some of the cultural girders supporting a tradition are knocked down and replaced with those of a very different
culture. A tradition must then survive in an environment other than the one it has evolved in; it must adapt. It
(tradition) must connect with the tacit assumptions, cultural norms, and social and institutional practices of an
entirely different ideological ecosystem. It must take on new meanings, as translators and interpreters strike notes
that resonate with the underlying harmonies of the new culture.
８
Ibid., p.86. 原文：1. Buddhist modernism drew from all three discourses, adopting rationalistic, Christian, and
Romantic elements. 2. Buddhist modernism, however, with scientific rationalism over against conservative forms
of Christianity, while borrowing from Christianity’s more liberal and mystical elements. 3. Nevertheless, it was also
critical of positivistic and scientific mode of rationalist, and in articulating this critique it drew on the
Romantic-Transcendentalist cosmology and stress on the value of interior experience.
９
Ibid., p.89. 原文：…characteristics of Buddhist modernism have been constructed by cross-fertilization of
traditional Buddhism and the discourses of modernity. These discourses do not just involve doctrinal
considerations but are laden with social, political, and cultural factors. Nor does this cross-fertilization always
amount to a peaceful “syncretism” in which people of different faiths gather and gently combine their best insights
to forge a new synthesis.
１０
Ibid., p.89. 原文： I have outlined in broad terms the ways Buddhist modernism has positioned itself in
relation to modern scientific rationalism vis-à-vis Romanticism and Christianity. In this chapter I will show in
further detail, and with greater attention to the social, political, and polemical contexts of the late nineteenth and
early twentieth century, the ways Buddhists and Buddhist sympathizers attempted to align Buddhism with scientific
rationalism.
１１
Ibid., p.90. 原文： Two crisis of legitimacy in disparate cultural contexts. The American contributors’ crisis
was what scholars have dubbed the “Victorian crisis of faith” --- a widespread questioning of traditional form of
Christianity in the later nineteenth century. For the Asians, the crisis was that of colonialism, western hegemony,
and demoralization over Buddhism’s loss of prestige in the wake of Christianization.
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１２

Ibid., p.91. 原文：I will examine three figures who were crucial to the early development of this discourse.
Two Americans, Henry Steel Olcott and Paul Carus, represent differently approaches to relating Buddhism and
science, one embedded in Theosophy and spiritualism and one reflecting the extravagant optimism about the
promise of science in the Victorian era. And Anagarika Dharmapala (David Hewavitarne) was the most important
figure in the turn-of-the-century Sinhalese Buddhist revitalization movement and a key figure in the development of
Buddhist modernism in Southeast Asia. Each of these men made an essential contribution to the early formation
of the discourse of scientific Buddhism, which has had profound effects not only on scholarly and popular
interpretation of Buddhism but also on its historical development.
１３
Ibid., pp.98-107. において、ヘンリー・オルコット、ポール・ケーラス、ダルマパーラの三名について
の詳細説明がなされている。
１４
Ibid., p.24. 原文：Buddhism and Science: I trace this idea’s emergence to two intertwined crises in the late
nineteenth and early twentieth century: the crisis of colonialism, which led colonized Buddhists like Anagarika
Dharmapala to reconstruct Buddhism in terms compatible with science and rationalism in order to restore its
prestige, and the Victorian crisis of faith, which led westerners like Paul Carus and Henry Steel Olcott to set out on
a quest for a rational spirituality in harmony with science.
１５
Ibid., p.119. 原文：p.119 In North America and Europe, it came to be interpreted largely in language derived
from Romanticism. In this chapter, I will elucidate the articulation of a special connection between art and
Buddhism and suggest how this idea was framed especially by D. T. Suzuki in terms of Romantic conceptions of
nature, art, creativity, and spontaneity. This created a hybridized concept of a unique relationship of Zen to
spontaneous creativity that not only became an important and influential element of Buddhist modernism but also
has influenced artists and cultural forms before the Buddhist community.
１６
Ibid., p.124.
１７
Ibid., p.125. 原文：Suzuki placed Zen firmly within modernity’s constitutive tensions between rationalism and
Romanticism, aligning it with Romanticism but also implicitly claiming to supersede it. This is the recurrent
pattern of Suzuki’s engagement with western thought.
１８
Ibid., p.154. 原文：Dependent origination denotes in early Buddhist literature the chain of causes and
conditions that give rise to all phenomenal existence in the world of wondrous web of impermanence, birth, death,
and rebirth (samsara). Far from being celebrated as a wondrous web of interconnected life, it is repeatedly
referred to as a “mass of suffering” (duhkha). Indeed, it is through the reversal of this chain of interdependent
causation --- not an identification with it --- that the Buddha is said to have become awakened. …… Rather than
celebrating the “experience of engagement and the mystery of participation” in the interconnected “we of life”
(Halifax 1993; xxx), Pali literature instead encourages quite the opposite: the disengagement from all entanglement
in this web.
１９
Ibid., p.172. 原文：Thus interdependence in this iteration assumes a significance nearly opposite to that of the
early Pali account. Far from a chain of causes and effects binding beings to rebirth in a world of suffer, today’s
interdependence implies a sacred matrix of mutual communality and co-participation, the extended body of all
beings.
２０
Ibid., p.188. 原文：“massive subjective turn” that begins in earnest in the 17th – 18th centuries. The subjective
turn has taken place in Romantic, psychological, and rationalist modalities, and Buddhist modernism draws on all
of them. First, some elements of the subjective turn that have roots in Romanticism.（「主観的転回」（massive
subjective turn）はロマン主義、心理学的、合理的な様相のなかで発展したものでが、特にロマン主義に主
軸を置き、仏教モダニズムを引き起こす要因となった。）
２１
Ibid., p.187. 原文：This privatization, deinstitutionalization, and de-traditionalization of meditation are
significant developments in the history of Buddhism.
２２
Ibid., p.185. 原文：More recently, John Kabat-Zinn, a psychotherapist whose Mindfulness-Based Stress
Reduction program has adapted Buddhist meditation to a variety of medical and psychological applications, echoes
this view, contending that “[mindfulness] has nothing to do with Buddhism per se or with becoming a Buddhist, but
it has everything to do with waking up and living in harmony with the world. It has to do with examining who we
are, with questioning our view of the world and our place in it, and with cultivating some appreciation for the
fullness of each moment we are alive.”
２３
Ibid., p.190. 原文：The modern individual’s experience of a plurality of social worlds relativizes every of them.
Consequently the institutional order undergoes a certain loss of reality. The “accent of reality” consequently shifts
from the objective order of institutions to the realm of subjectivity. Put differently, the individual’s experience of
himself becomes more real to him than his experience of the objective social world. Therefore, the individual
seeks to find his “foothold” in reality in himself rather than outside himself….. Subjectivity acquires previously
unconceived “depth.”
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２４

Ibid., p.190. 原文：Buddhism, according to many modernist interpretations, imposes no answers but invites
self-discovery, interior exploration, and inner freedom.
２５
Ibid., pp.204-205.
２６
Ibid., p.208. 原文：Thurman sees Tibetan Buddhist psychology, and meditation in particular, as an “inner
science” with “sophisticated methods of software analysis and notification that can help with the individual’s inner
reprogramming…. There is a vast array of mental technologies, modification techniques that enable individuals to
incorporate and integrate the improved software.”
２７
Ibid., p.216. 原文：Thich Nhat Hanh’s often-cited recipes for mindfulness in the midst of ordinary activities
include, “taking my time with each dish, being fully aware of the dish, the water, and each movement of my hands.”
Mindfulness is ideally to be brought into every facet of life so that the alert quiescence of the meditative mind
pervades all activities. The practitioner is advised to bring calm, alert, and non-evaluate attention to the flow of
present moments, letting go of thoughts, memories, and anxieties about the past and future.
２８
Ibid., pp.216-218 を参考。一部原文 (P. 218)：The application of mindfulness to finding more appreciative and
skillful approaches to work, family, and all of the hectic activities of life is a phenomenon of the current age.
２９
Ibid., p.25. 原文：: I (McMahan) consider radicalization of the tendencies toward de-traditionalization in North
America along with countermoves toward re-traditionalization and reappropriation of traditional themes. I also
discuss a tension in contemporary Buddhism between social engagement and private spirituality and sketch some
ideas on the capacity of Buddhism modernism (or post-modernism) to challenge, critique, and contribute novel
insights to western modernity in light of the degree to which it has adapted to it. p.246. 原文： Such “returns” 反
動 are themselves products of modernity: they reconstruct tradition in response to some of modernity’s dominant
themes, attempting to imagine their opposite in the ancient past. Some are not simply traditional forms of
Buddhism but re-traditionalized forms.
３０
仏教自体に軸足を置いた「西洋における解釈」についてはアルフレッド・ブルームと共通するといえ
る。拙論「アルフレッド・ブルーム博士の浄土真宗への貢献－社会性の視座から－」（『真宗学』132 号、
2015 年）参照。
３１
Ibid., p.244. 原文：This selective combination of elements of Buddhism with non-Buddhist traditions is
creating tensions that are important to the shape of contemporary Buddhist modernism: tensions between radically
de-traditionalized and re-traditionalized Buddhism, between Buddhism as privatized spirituality and engaged social
activism, and between localized and globalizing forms of the dharma.
３２
Ibid., p.249. 原文：In North America, not all westerns desire a thoroughly modernized version of Buddhism,
westerns are exposed to more traditional models of being Buddhist, and some adopt them…. More people in the
West get involved with particular traditions with specific lineages, thus mitigating the universalist tendencies of
Buddhist modernism.
３３
Ibid. 原文：The image of western Buddhism as largely free of ritual, dogma, nonscientific worldviews, and
belief in supernatural beings is becoming less adequate than it was a few decades ago. The co-existence of very
de-traditionalized “post-Buddhism” with moves toward a reclaiming of tradition as well as the existence of various
combinations of traditions and innovation within particular schools of the dharma suggest an increasing variegation
and heterogeneity in Buddhism today.
３４
Ibid., p.250. 原文：Between tradition and modernity, another continuum has become prominent in recent
decades --- between Buddhism as an inward-directed, de-traditionalized “spirituality” and socially engaged
Buddhism, which emphasizes social, political, and environmental activism as well as meditation.
３５
「社会参加型仏教」（エンゲイジド・ブディズム）に関しては、拙論「アルフレッド・ブルーム博士
の浄土真宗への貢献－社会性の視座から－」（『真宗学』132 号、2015 年）、9-10 頁参照。
３６
Ibid., pp.253-254.
３７
Ibid., pp.261-262. 原文：A new development, which I will call global folk Buddhism --- the emerging “popular
religion” within Buddhist modernism. Scholars often describe popular traditions as the relatively unsophisticated
local religion of the common people. Global folk Buddhism inverts certain staples of the popular/elite distinction.
The postmodern global folk Buddhism is a unique form of lay Buddhism that has emerged with the rise of
globalization.
３８
Ed. by Donald S. Lopez, Jr., A Modern Buddhist Bible – Essential Readings from East and West (Boston:
Beacon Press, 2002), pp.vii-xli. 原文：What is this form of Buddhism, and in what sense is it modern? The
relation between classic Buddhism and what I refer to as modern Buddhism is more than a matter of simple
chronology of a standard periodization into the primitive, classical, medieval, premodern and modern.
３９
Ibid. 原文：Certainly, modern Buddhism shares many of the characteristics of other projects of modernity,
including the identification of the present as a standpoint from which to reflect upon previous periods in history and
to identify their deficiencies in relation to the present.
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４０

Ibid. 原文：Modern Buddhism rejects many of the ritual and magical elements of previous forms of Buddhism.
It stresses equality over hierarchy, the universal over the local, and often exalts the individual above the community.
４１
Ibid. 原文：Yet, as will be clear in what follows, modern Buddhism does not see itself as the culmination of a
long process of evolution, but rather as a return to the origin, to the Buddhism of the Buddha himself.
４２
Ibid. 原文：……. It is ancient Buddhism, and especially the enlightenment of the Buddha 2,500 years ago, that
is seen as most modern, as most compatible with the ideals of the European Enlightenment that occurred so many
centuries later, ideals embodied in such concepts as reason, empiricism, science, universalism, individualism,
tolerance, freedom and the rejection of religious orthodoxy.
４３
Ibid. 原文：…… For the purpose of this anthology, however, modern Buddhism comprises the period from
1873 to 1980.
４４
Ibid. 原文：Like all religions, Buddhism has evolved over the centuries, and that evolution has moved at a
rapid pace and in myriad directions in the last two centuries, during which traditional Buddhist societies
encountered modernity (often through the route of colonialism). During the same period European and American
scholars began to translate Buddhist texts into Western languages, thus making Buddhism available to a large
reading public. Interest in Buddhism increased even further in the second half of the last century, when, as a result
of the political upheaval caused by the Vietnam War and the Chinese invasion of Tibet, large Buddhist populations
(including Buddhist monks) emigrated to the West.
４５
Ibid. 原文：This version of Buddhism, what I refer to as modern Buddhism, although hardly monolithic has a
number of characteristics that have been widely accepted around the world. This book is the first to present some
of the major works of modern Buddhism in a single anthology.
４６ McMahan, The Making of Buddhist Modernism, p.19. 原文：He described it as a revival movement spanning a
number of geographical areas and schools, a movement that reinterpreted Buddhism as a “rational way of thought”
that stressed reason, meditation, and the rediscovery of canonical texts.
４７ Ibid. 原文：It also deemphasized ritual, image worship, and “folk” beliefs and practices and was linked to
social reform and nationalist movement, especially in Burma and Ceylon (now Sri Lanka).
４８
Ibid. 原文：In some places it attempted to reassert Buddhism as a national religion in the face of European
colonialism.
４９
Ibid. 原文：They include demythologization－the modernization of cosmology along with a “symbolic
interpretation of traditional myths”－something that has allowed Buddhism to be interpreted as a “scientific
religions” over against others that stressed belief and dogma.
５０
Ibid. 原文：They also include the idea of Buddhism as a philosophy rather than a creed or religion, the
insistence on the optimism of Buddhism (to counter early western representations of it as pessimistic) and an
activist element that stresses social work, democracy, and a “philosophy of equality.”
５１
Ibid. 原文：Also crucial is the newly central emphasis on meditation, a development that not only has revived
canonical meditation methods but also popularized and democratized them, making them available to all at
uniquely modern “meditation centers.”
５２
Heinz Bechert, “Buddhism in the Modern World,” in The World of Buddhism (London: Thames & Hudson, Ltd.,
1984), pp.273-285. 原文：….there was a close interrelation between Buddhist resurgence in the East and the early
phrase of the spread of Buddhism in the West. This interrelationship was not only organizational; essentially it
concerned trends towards reinterpretation of Buddhism as a system of thought. We may refer to these trends as
‘Buddhist modernism.’
５３
Ibid. 原文：Buddhism as it existed in Asia in the early 19th century consisted of a multitude of different forms
of religious thought and practice in which Buddhism had combined with various forms of traditional cosmology etc.
Now, under the influence of the general aims and methods of 19th-century scholarship, the earliest sources were
evaluated as a means to discover the Buddha’s original teachings. Scholars and modern Buddhists rediscovered
‘original’ Buddhism as a system of philosophical thought with the sole aims of showing a way to salvation from
suffering and rebirth.
５４
Ibid. 原文：In this way, Buddhism was understood as a rational way of thought, and it was particularly stressed
that the Buddha did not demand belief in his teachings, but invited people to find out by way of reason and to test
by religious practice and meditation that it was the truth. Therefore, modernists describe Buddhism as ‘the religion
of reason’ as opposed to the religions of blind belief in dogmas like Christianity, Islam or Judaism. The idea about
god and soul propagated by the Western religious traditions are criticized as incompatible both with reason and with
a realistic view of the world.
５５
Ibid. 原文：Buddhist modernism is by no means a uniform movement.
５６
Marilyn J. Ivy, “Modernity,” in Critical Terms for the Study of Buddhism, ed. by Donald S. Lopez (London:
The University of Chicago Press, 2005), pp.310-331. 原文：Buddhism is no different from other such consolidated
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categories formed in the wake of nineteenth-century colonialism and the varied post-Enlightenment projects of
classification and rational systematization.
５７
Ibid. 原文：“the term ‘modern’ again and again expresses the consciousness of an epoch that relates itself to
the past of antiquity, in order to review itself as the result of a transition from the old to the new.”
５８
Ibid. 原文：Thus emerged the Latin notion of modernus, already in use during the late fifth century to
demarcate the Christian present from the pagan past……
５９
Ibid. 原文：modernity became established as a distinct form of temporality, a qualitative category set apart
from past attempts to periodize time.
６０
Ibid. 原文：two dimensions of the epochal novelty of modernity and its spatialization via the West/ non-West.
The first is that of capitalism and the power of the commodity form. The second is that of colonialism.
６１
Ibid. 原文：Buddhism in the 21st century flows the flow of diasporic community, commodity desire.
６２
Ibid. 原文：Modernity, similarly, cannot be contained as a chronological category.
６３
Tweed, Thomas. A. “Tracing Modernity’s Flows: Buddhist Currents in the Pacific World,” In Modernity in
Buddhism, ed. Fumihiko Sueki, pp. 27-42.
６４
Robert H. Sharf, “Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience,” in Numen, volume 42,
Issue 3. (1995), pp.228-283.
６５
Eyal Aviv, “Buddhism Meets Modernity,” in H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences
(https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=24528, accessed on 02-27-2015), 原文 p.1：McMahan’s book is
praiseworthy and unique in its undertaking to theorize the field of Buddhist modernism from a macro rather than a
micro perspective. It is obvious that any attempt to make such a diversified phenomenon as Buddhist modernism
is risky and bound to leave some aspects un- or under-treated. However, not only is McMahan aware of these
potential pitfalls, but he also gives a well-balanced narrative with rich examples that he weaves into a coherent and
approachable account.
６６
Ibid., p.2. 原文：McMahan demonstrates that a connection between Suzuki and the romantic movement is very
plausible, but I was hoping to see more evidence that his ideas were indeed influenced by and did not merely echo
the works of the romantics.
６７
Ibid., p.3. 原文：I found that McMahan’s main analytical notion of “Buddhist Modernism” is losing its “global”
perspective. The majority of the examples he gives and discusses in this chapter (Chapter 9) concerning the West.
６８
Ibid., p.3. 原文：It is clear that McMahan is writing for both scholars and student. Overall, McMahan has
done an excellent job in navigating such a terrain.
６９
Ibid., p.3. 原文：One wonders whether it is possible for democratization, feminization, or post-traditionalism to
take hold in other parts of the Buddhist world. Moreover, the tension that McMahan outlines, such as those
between privatized and socially engaged Buddhists or de-traditionalized and re-traditionalized Buddhism, also
makes one wonder whether Buddhist modernism is still adequate as a coherent category. In addition, I also hoped
to read more about the way Buddhism can “challenge, critique, augment and offer alternatives” to the modern
West .
７０
Ibid., p.3. 原文：The amount of background research and the wide range of examples from different Buddhist
traditions are impressive. The breadth of writings from leading Buddhist modernists in the East and the West, and
the philosophical, literary, and theoretical background this book provides make it a rich source of material that
should be a part of the library of any serious scholar of Buddhism in the modern period, as well as for the delight of
the growing body of Buddhist enthusiasts.
７１
John L. Murphy, “Journal of Buddhist Ethics: The Making of Buddhist Modernism,” Volume 17 (2010), pp.
41-49. (http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/2010/05/13/review-making-buddhist-modernism/, accessed on
02-27-2015), 原文: In conclusion, McMahan displays the dharma’s current phenomena. Postmodern inevitably
follows modern Buddhism. How “global folk Buddhism” can be “translated into the language of Buddhist
modernism” precisely and provocatively.
７２
Brooke Schedneck, “Book Reviews: Journal of Global Buddhism 10 (2009),” pp.76-84.
(http://www.globalbuddhism.org/jgb/index.php/jgb/article/view/107/123, accessed on 02-27-2015), 原文：More
qualifying of this distinction or evidence of Buddhism’s challenges and contributions to modernity would have been
helpful.
７３
Ibid. 原文：…but does not address how the possibility of new choices created through secularism and religious
pluralism has affected the reception of Buddhism in North America.
７４
脚注２参照。

本章は「マクマハンによる「仏教モダニズム」論 －アメリカ真宗思想史研究の基層と
して」の題目で、『真宗研究会紀要』第 48 号、2017 年 3 月に掲載済み。
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第２章

モダニズムのなかの真宗思想

本章では、アメリカのモダニズムのなかでの真宗思想形成とその学問的体系化を考察す
るための準備段階として、第１節でアメリカと総称するアメリカ本土（以下、北米と呼
ぶ）
・ハワイにおける真宗開教の歴史と各地域におけるその当時の宗教事情を外観する。
本派本願寺は、ハワイに１８９８年、北米には１８９９年に各海外教区に監督を派遣し、
本格的な布教活動を開始した。１その頃、日本では島地黙雷らが『仏教各宗網要』全五巻
を編集完了し、清沢満之が宗門改革運動主唱者として処分され、また村上専精が『仏教統
一論大網論』を出版して宗内に波紋を投じるなど仏教のモダニズム（近代化）の波が押し
寄せる時期であり、このような仏教および真宗の近代化の動きは、浄土真宗初期海外開教
に少なからず思想的影響を与えたといえよう。
続いて、第２節では、アメリカにおける仏教モダニズムのエポック・メーキングとなっ
た１８９３年のシカゴ万国宗教会議を取りあげ、真宗モダニズムの萌芽という新しい視点
から本会議の真宗における意義を検証する。万国宗教会議には世界各地から十の宗教の代
表者２００名以上が参加し、日本の仏教界からは、釈宗演（臨済宗円覚寺派管長）、土宜
法竜（真言宗高野山派）
、芦津実全（天台宗）、八淵蟠龍（浄土真宗本願寺派）の四名が参
加し、スピーチを行った。この四名に加えて、平井金三と野口善四郎の両名は通訳の仕事
を兼ねながら、自らもスピーチを行っている。２
リチャード・シーガー (Richard Seager) は著述のなかで、この万国宗教大会はキリスト
教を基盤とするアメリカにおいて、仏教の発展に画期的な出来事であったとして、四つの
理由を指摘している。先ずは、西洋の参加者たちは仏教が単一ではなく多宗派によって構
成されていることを知ったことである。続いて、本大会で発表された仏教の教えに関する
スピーチは、仏教の近代化（モダニズム）を象徴するものとなった。当時において神秘的
でエキゾチックな印象を与えていた仏教は、スピーチによって現代化し、創造神を認めず、
心理学的な性質を持つ仏教はキリスト教よりも科学により良く対応できることが強調さ
れたといえる。第三の理由としては、本大会が近代の宗教対話の始まりとなったというこ
とである。最後に、これを機にしてアメリカへの仏教伝道が本格的に始まったことである
としている。３
次に第３節では、アメリカ西洋英語圏における「真宗モダニズム」の形成に大きな影響
を与えたと考えられる六名の真宗学者および学僧を取りあげて、かれら自らの英語文献や
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英訳文献を通読することによって、それぞれの真宗理解と思想を分析する。また、思想系
譜を解明にするために、取り上げる人物間の関係性や太平洋戦争の戦前・戦後の問題も考
慮に入れながら検討を行う。
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第１節

アメリカにおける真宗開教と当時の宗教事情

１９世紀後半からハワイおよび北米で始まった真宗の海外開教を語る場合、日本におけ
る思想の近代化との密接な関係を無視することはできない。先ずは本節では、日本の近代
思想の展開を確認する。
日本の近代化は明治維新から始まるという常識は、総合的に政治・経済・文化の各領域
において、もっとも妥当な見解であるといえる。しかし、日本の近代化は国内の伝統から
起こったわけでなく、西洋からの激しい要請による開国という文明開化によって導入され
たものである。
日本の近代思想の展開について、
『真宗史料集成

第１３巻』４に収録されている思想の

近代化の軌跡について確認する。本書では、明治２０年代から大正１０年代の約３５年間
が日本の近代化を考えるうえでも、もっとも重要な歴史的過程と位置づけながら、明治・
大正期の約６０年間の思想史的動向を、前期（明治初年～明治２０年代まで）・中期（明
治３０年代から明治末期まで）・後期（大正期）として区分し、それぞれの時期における
内容と特徴を以下のように示している。

前期：１８６７～１８９６年（明治初年～明治２０年代まで）
近代の黎明から明治国家の確立にいたる過程で、文明開化に象徴される「西洋化」の
影響がもっとも強烈に感じ取られた時代。
政治思想が幅をきかせ、個人の思想などは主張されない時期。

この時期の仏教は廃仏毀釈と大教院体制のなかで、文明開化によって解禁されたキリス
ト教と拮抗しながら激動期を迎えることになる。仏教はそれまでの伝統を保持しながらも
近代化の理論と体制のなかで新しい道を模倣することになる。『三条教則批判建白書』を
著した島地黙雷は、真宗教団の指導者として、大教院体制を解体し廃止して、欧州諸国に
準じた信教自由と政教分離の原則を仏教界にも適応するように勧めた。１８７１年（明治
４）に寺請制度が廃止されたことによって寺院と檀家の関係が薄れて、仏教は家の宗教か
ら個人的宗教へと意識が移行され、超宗派の立場による仏教の統一性が求められるように
なる。
仏教界は廃仏毀釈だけでなく、キリスト教の解禁と進出という厳しい立場に追い込まれ、
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また西洋からの科学思想や啓蒙思想と対峙せざるを得ない状況を向かえる。そのような時
に、井上円了（１８５８～１９１９）は１８８７年（明治２０）に『真理金針』と『仏教
活論序論』を刊行して当時の仏教会に大きな反響を及ぼした。井上円了は、護国愛理の立
場から仏教の国家的性格を論じる一方で、『真理金針』において仏教は科学や西洋哲学と
論理的に合致するものであるが、キリスト教はそれらとは相反することを論じ、『仏教活
論序論』ではキリスト教の有神説や創造説が仮定説であり、仏教の惟心論や真如説の真理
性を主張した。キリスト教による仏教への影響は大きく、二つの宗教的思想の相異は勿論、
それぞれの哲学視点や世界観を体系的に理解し、仏教の理論がそれらを包含できるか否か
を検討することにあったといえる。
日本国家の近代化への路線はロシア型絶対主義を目ざして、天皇崇拝を軸とした国民統
合を図ることになる。国権主義へ転化するなかで。仏教思想の近代化も、明治２０年代に
台頭してきたナショナリズム思潮とともに本格的に展開しはじめる。１８９０年（明治２
３）には教育勅語が発布され、あるべき臣民像が定式化され、その翌年には内村鑑三不敬
事件が起こり、
「教育と宗教の衝突」論争が始まる。
一方、西洋から仏教は著しい影響を受けることになる。１８７６年（明治９）、南条文
雄と笠原研寿は大谷派の留学生としてマックス･ミューラーのもとで梵語と原典研究の近
代的方法を学び、日本における仏教研究の新しい方法論の始まりとなる。また、釈尊を歴
史事実として存在した人間として捉える西欧の仏教研究の立ち位置により、後になって仏
教統一論や大乗非仏説論が浮上することになる。
西洋哲学との接触は一層深まる一方で、仏教者としての内面的思索に注目した清沢満之
（１８６３～１９０３）は、１８９２年（明治２５）に宗教・学問・道徳の関係を西欧思
想の論理に注目しながら、仏教の立場からはじめて哲学的に論述した『宗教哲学骸骨』５を
公刊した。清沢はかれの門下とともに真宗教団が教学、制度の両面において、近代化の自
覚と伝統再発見を象徴する宗門改革運動として精神主義運動を１８９６年（明治２９）８
月から始めるが、翌１８９７年（明治３０）１月に終わることになる。短期間とはいえ、
運動内容は仏教や真宗の近代化に深く根ざした思想として重要な意義を持ち、後代への影
響が大きかった。精神主義運動は明治２９年１０月から機関誌『教界時言』を発行するが
第１７号で中止となり、のちの雑誌『精神界』に引き継がれることになる。
１８８０年（明治１３）には、本願寺派の『龍谷新報』、大谷派の『開導新聞』が１８
８０年（明治１３）に各宗派機関誌として発刊される。また、島地黙雷が主宰した『令知
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会雑誌』６が１８８４年（明治１７）に発刊され、仏教界での言論が高まりを見せる。本
願寺派の普通教校の学生による『反省会雑誌』が１８８６（明治１９年）に禁酒運動を旗
印として結成され、翌１８８７年（明治２０）から発行された。このころには、「海外宣
教会」の前身である「欧米仏教通信会」が米国神智学協会と提携して結成され、『反省会
雑誌』創刊号の付録にその創立趣意書が記載されている。また「欧米仏教通信会」は以下
のようなに米国への仏教伝道師の派遣が強く望まれていることを述べている。
欧米仏教通信会を創立し、２０年８月発行の『反省会雑誌』の創刊号付録に簡単な趣
意書を載せた。而して広く海外各地と書信の往復を開始したので、諸国より各各発行
するところの新聞・雑誌・書籍を寄せる者絶えず、米国の如きは伝教師の派遣を依頼
し来るに至った。７
「海外宣教会」は世界の仏教者との交流と海外布教の実施を目的として、浄土真宗本願
寺派が１８８０年代後半に設立した普通教校の教職員・学生を中心にして組織されたもの
であるが、実際に海外布教事業を行うことなく設立後数年で消滅した。同会は機関雑誌『海
外仏教事情』を刊行して海外の仏教事情を日本国内に紹介し、日本仏教界に大きな影響を
与えた。また、同会は海外向けとして英文機関雑紙 THE BIJOU OF ASIA（『亜細亜之宝珠』）
を発刊して海外の仏教者との交流に貢献することに
なる。１８８８年７月の初版には発行趣旨として、
釈尊に始まる仏教を世界に紹介し交流を深めること
が記載されている。
The expounder of the “diamond Law” taught us the
religion of truth.

I refer to the Tathagata Syakamuni’s

doctrine….. the Buddhists ought to make them known of
the religious truths they profess.

To be a true Buddhist,

is to devote himself to benefit all the men.

Then let us

the Buddhists, set ourselves once in this important
work….. This little paper is intended to communicate
ideas to our co-religionists, and to find those who have
英文機関雑紙 THE BIJOU OF
ASIA（『亜細亜之宝珠』）
初版 1888 年 7 月

sympathy for us, in order to make our friends in America
and Europe.８
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中西直樹は、海外宣教会の活動趣旨について、超宗的視野において日本仏教界を結束目
指し、海外の仏教勢力との連絡・提携も志向して、海外布教の実施を日本仏教の改革と一
体のものと認識していたとし、日清戦争を契機とした日本の海外戦略を念頭に置いた本格
化した教団主導の海外布教とはいささか相違する方向性を有していたことを述べている。
『反省会雑誌』は１８９２年（明治２５）に『反省雑誌』と改題して、１８９４年（明

９

治２７）には１８，５００を超える会員を確保した。その後、１８９６年（明治２９）に
は、本部を東京に移して、１８９９年（明治３２）から『中央公論』と改題して真宗世界
から離れることになる。
このように仏教近代思想の前期は、国家神道とキリスト教からの軋轢のなかで仏教が思
想的課題に当面した時期といえ、このことは超宗派の共通課題でもあった。また、仏教の
近代思想に影響を与えた事柄としては、文明開化や国内産業促進なども挙げられるが、こ
の時期にあらわれた思想的論題や問題意識、また宗派的関心はきわめて希薄といえ、真宗
においては中期に向けての準備段階といえる。

中期：１８９７～１９１２年（明治３０年代から明治末期まで）
日清戦争の勝利による産業革命の発展が日本国民の生活と社会の構造を根底から変
化させる時期。
日清・日露の両戦争を通して、民族の主体性と個人の個体性が複雑な葛藤と矛盾を経
験する。
歴史的実在の視点から釈尊を理解することから伝統的祖師理解も人間存在の視点か
ら見られるようになる。
仏教の本格的近代化と真宗の革新を目指す運動団体の機関誌が登場する。

２０世紀の開幕であるこの時期には、日清戦争の勝利によって日本の産業革命は急速に
発展し、国民生活と社会構造は大きく変化する。仏教界もこの動向を反映して、本格的に
近代化への展開に向かうことになる。自由を求め、教権と対峙するような近代化の立場が
展開し、在家仏教の新しい形態が形成されるようになる。
西洋の東洋思想研究に刺激された日本仏教は、原始仏教から宗派仏教を考察するという
通仏教的思想を展開することになる。仏教研究の方法論として南條文雄などが英国におけ
る研究に触発された言語学的方法と、ドイツ・フランスからの実証主義的歴史学の方法と
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いう新しい視点が現れる。
このような時期に、村上専精は大乗仏教を理念として日本の各宗を整理した近代的教相
判釈といえる『仏教統一論』
（１９０１年、明治３４）を著すことになる。本書の根本思
想は仏陀の実在を歴史的釈迦一人に限定しており、また諸教理も釈迦説示にもとづいて教
判を説明したことから大乗非仏説論が展開されることになる。これにより村上は大谷派よ
り非難をうけ、僧籍返還を迫られた。村上は清沢満之による宗教改革運動の同志でもあっ
た。また、大谷派では近代的研究の金子大栄・曽我量深の異安心問題が起こり、本願寺派
でも野々村直太朗が『浄土教批判』を著すなど教権との衝突が起こる。
歴史的釈迦の存在が主張されたなかで、井上哲次郎は１８８９年（明治２２）に釈迦伝
を講義し、藤井宣正は『仏教小史』のなかで人間としての釈迦伝記を著す。これを受けて
各宗派でも祖師の歴史的視点が重要視されるなかで、浄土真宗においては親鸞の資料が宗
外文献にみられないとして一時的な抹殺論が現れた。これに対して、１９２１年（大正１
０）に鷲尾教導の調査によって西本願寺の宝物庫から、越後に住む親鸞の妻である恵信尼
から京都で親鸞の身の回りの世話をした末娘の覚信尼に宛てた書状『恵信尼消息』１０通
が発見され、その内容と親鸞の動向が合致したため、親鸞の実在は証明された。近代の親
鸞研究は宗派の伝統的祖師像を越えて自由な視点へと発展し、木下尚江は『法然の親鸞』、
倉田百三は『出家とその弟子』によって新しい人間的親鸞像を構築する。
産業革命と帝国主義によるさまざまな社会問題１０は、日本の思想界や仏教会に大きな波
紋を与え深刻な矛盾に立ち向かうことになる。このような社会思想のなかで、仏教および
真宗の革新を目指す運動団体の機関誌として『新仏教』と『精神界』が発刊されることに
なる。
『新仏教』は新進気鋭の仏教徒が発刊したもので、立ち位置は通仏教的立場であり、社
会的活動面を比較的濃厚に反映したものといえる。これは、１８９９年（明治３２）に境
野黄洋・高島米峰・安藤弘・渡辺海旭・杉村縦横（高島・安藤・杉村は真宗）などによっ
て結成された「仏教清徒同志会」を母体として１９００年（明治３３）から１９１５年（大
正４）８月まで、１８巻８号にわたって発行している。１巻第１号には以下のような綱要
が記載されている。
1.

我徒は仏教の健全なる信仰を根本義とする。

2.

我徒は健全なる信仰知識及道義を振作普及して社会の根本的改善を力む。

3.

我徒は仏教及其の他宗教の自由討究を主張す。
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4.

我徒は一切迷信の勦絶を期す。

5.

我とは従来の宗教的制度及儀式を保持する必要を認めず。

6.

我徒は総べて政治上の保護干渉を斥く。

これらの内容は当時のキリスト教に対するユニテリアンの動向と呼応していて、当時に啓
蒙主義的風潮にも合致するところがある。『新仏教』の主な記載内容は、形骸化した読経
や法事、伝統教団の権威主義などに関する旧仏教への批判が主であった。
『精神界』は清沢満之を教団改革運動の指導者とする浩々洞の若い同人によって創刊さ
れ、真宗精神を宣揚する立場にたち、信仰運動面を反映したものである。暁烏敏・佐々木
月樵・多田鼎らが中心となって『精神界』が発行され、曽我量深・金子大栄が加わり、大
谷派近代教学の主流を形成する基礎となった。両誌とも仏教思想の近代化の象徴といえ、
また在家主義的性格を帯びている。
このような社会的気運のなかで、１８８９年（明治２２）には中西牛郎（１８５９～１
９３０）は『宗教革命論』を刊行し、教団の体質、理念や組織を近代的視野から検討し、
文明世界で仏教の役割を進化論の立場から弁証する宗教改革論が台頭する。その後、大正
デモクラシーの高まりのなかで各教団改革運動が祖師に帰ることをスローガンとしたこ
とは、この宗教革命論に発するところが多いといえよう。

後期：１９１２～１９２６年（大正期）
民衆が政治、思想や文化と結合して大正デモクラシーが起こる。
帝国主義化のなかで世界的視野がしだいに国民にも開かれる時代。
西欧思想の影響を受けて人間の幸福を追求する理想主義的思想が展開されてくる。
マスコミュニケーションが発達して「大衆化社会」が台頭する。

この時期の時代精神は大正デモクラシーという名称で象徴され、これは戦後のデモクラ
シーとは異なり、近代日本史のうえでも特異な性質をもつ。大正時代前半は人間主義的な
開放感が高まり、後半においては資本社会による社会的矛盾が激化し、普通選挙の獲得と
大衆社会化の様相を呈することになる。宗教においても、この時期の社会思想である人間、
自由、民衆、解放、文化や教養といった風潮のなかで、民衆宗教といわれる新興宗教があ
らわれることになる。
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この時代を象徴する著作として日本における哲学形成の礎となった西田幾太郎の『善の
研究』
（明治４４年）や文学では人間視点から書かれた倉田百三による『出家とその弟子』
（大正５年）があげられる。前者はこの著作を起点として日本哲学の形成への基盤となり、
後者においては白樺派の衰退後も人間的視点からの仏教の古典としてながく生き残るこ
とになる。
大正デモクラシー思想のもとでヒューマニズムが興隆する一方で、真宗教団は二つの出
来事に遭遇することになる。それは１９２３年（大正１２）に本願寺派において起こった
野々村直太朗（教授）による『浄土教批判』と、１９２５年（大正１４）に大谷派に起こ
った金子大栄（教授）による『浄土の観念』である。『浄土教批判』の論旨は、近代精神
に立って宗学を批判し、新しい解釈の基礎を試みたものであるが、宗学への単なる批判で
はない。また、金子大栄の場合は、
『浄土の観念』、
『彼岸の世界』、
『如来及び浄土の観念』
（いずれも大正１４年）において仏および浄土の新しい解釈を試みたものである。この流
れは曽我量深にも引き継がれた。いずれも、教義の伝統的理解が祖意に反しているという
立場を表明したものであった。

真宗の海外開教について

さて、本願寺派の海外開教は１８８６年（明治１９）のウラジオストックから始まり、
１８９８年（明治３１）に台湾布教、杭州・厦門からシンガポールへと広がる。太平洋を
隔てたアメリカ合衆国への布教はまず日系人を対象にハワイから始まる。ハワイへの日本
人の移動は、ハワイ人口の漸減による労働力補充の目的として、官約移民１１と呼ばれる日
本政府とハワイ王朝との約定において１８８４年（明治１７）頃から開始された。
続いて１８９３年（明治２６）の革命によりハワイに共和政府が成立するとともに移民
は契約移民と呼ばれることになる。これらの官約や契約移民に対する待遇は過酷なもので
あったため、耕地生活（コーヒーやサトウキビ栽培）に定着する日本人はごく僅かであっ
た。１２
すでにこの頃から本願寺派のハワイ布教は始められており、１８８９年（明治２２）に
は曜日蒼龍によってヒロに布教所が設立されたが、本格的な布教は自由移民の時代を迎え
る１８９７年から行われる。１８９８年（明治３１）にハワイがアメリカ合衆国に合弁さ
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れるとともに労働者の自由な移民が認められ、日本人移民も急激に増加することになる。
その大半は広島・山口・熊本・福岡などの各県における本願寺派の門徒地盤からの渡航者
で占められた。１３
本願寺派は１８９７年（明治３０）３月に現地視察のために宮本恵順を派遣し、１０月
には早くも初めてのハワイ開教使として山田将為を送り、１８９８年１月には初代ハワイ
監督として里見法爾、続いて１８９９年にはホノルルに出張所が建設され、二代目監督の
今村恵猛を迎えている。１９０６年（明治３９）には、ホノルル布教場を別院に昇格して、
翌年１９０７年にはハワイ本願寺教団を組織し知事の認可を受けることになる。そののち
西本願寺のハワイ布教は急速な発展を遂げて、オワフ島・マウイ島・ハワイ島・カワイ島
などに多数の布教場を設置することになる。なお、東本願寺の開教も１９００年（明治３
３）頃から開始され、数カ所に布教所が設置される。
アメリカ本土への開教もこの頃、西海岸を中心に主としてハワイからサンフランシスコ
へ転住する日本人移民に従って西本願寺によって開始された。現地では排日運動が高まっ
ていたが、コービー・砂糖キビ農園に留まらず鉄道建設などのアメリカ政府事業の労働力
として日本からの移民数は１９０８年に日米紳士協約が成立するまで増加を辿った。その
数は１８９７年には３万以上となり、そのうち約２～３千人はサンフランシスコにいたと
いわれる。１４
現地の在留邦人からの北米開教への依頼を受けて、西本願寺は１８９７年１０月の定期
集会で「海外開教視察案」を通過させて、翌年１８９８年 7 月には宮本恵順と本多恵隆に
よって北米視察がなされた。宮本恵順は『教海一瀾』第２７号（１８９８（明治３１）年
８月２６日付）において「サンフランシスコには約数百の仏教徒・真宗門徒がおり、かれ
らはハワイとは異なり、相当の学力をもつ青年であり、仏教がキリスト教の優る教えであ
ることを知っている」とし、また将来的に白人向け伝道・布教の可能性をも述べている。
北米視察と平行して、サンフランシスコでは桑港真宗信徒仏教青年会が発足し、１５北米伝
道の請願書を本山に提出している。１８９８年（明治３１）１０月２６日付の『教海一瀾』
第３１号には「桑港伝統の請願」が本願寺執行長宛てに和歌山県、山口県、鹿児島県、福
井県など約７０名による有志から以下のように記載されている。
我等在桑港真宗門徒謹で我本山執行長閣下に請願する處あらんとす、伏して古昔を惟
るに宗祖

見真大師は無限の慈愛以て迷労に呻吟せる一切凡夫を済度せんが為、廣く

険山を跋渉し、鉱野を巡歴し、能く裂寒に耐え酷熱を忍び、夕に石を枕とし、朝に破
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靴を穿ち、艱苦辛酸を竭し、終に末法濁世濁世の根機を鑑み、選択易行の他力宗教を
四海に布き、真俗二諦の教を八方に垂れ、一切衆生をして無漏の仏果を得せしめ給ふ
に至らしめたり、実に其徳末代に普く、其恩無窮に高し、教を聞き法を得るもの誰れ
か感泣報徳せざるものあらんや、・・（中略）・・殊に吾人移住の此桑港は、吾人の仏
教をして西洋諸国に知得せしむるの好閲、此地を措て他あらんや、一は移住同胞に法
を聞かしめ他は教理を西洋各国に知らしむ、亦目下眉の急として、我等同胞移住の徒
の切に渇望する所なり、幸いして移住同胞の民其数四千に垂んとす、亦少なしとせず、
今や我等大谷に流を汲むの徒、茲に仏教青年会を設立し大に仏旗を翻さんとするに当
り、聊不充の感なしとせず仍て本山に対し、布教部設置の請願を為す所なり、願くば
其情を察し、哀憐を垂れ、許容あらんことを、我等切に望む所なり、幸にして執行長
閣下並びに布教各員、法王猊下に奏問せられ、我等一同の微意を上達せられんことを、
我等在桑信徒一同に代り懇請して止まざる所なり、恐惶不具
西暦千八百九十八年九月二日

これを受けて１８９９年に薗田宗恵・西島覚了を初めての北米開教使としてサンフラン
シスコに派遣することになる。両氏は設立されたサンフランシスコ仏教会で、日本人向け
の伝道を中心としながら外人布教をも兼ねて行った。その後、日本人の進出に伴い教線は
北米全域に広がり、１９２９年（昭和４）には太谷尊由の巡錫を契機として北米開教財団
が設立し、１９３６年（昭和１１）頃には３０余の仏教会、４０余の独立教会、２００余
の支部教会を設置するに至った。１６それから８０年後の２０１７年には、６０寺院に４３
開教使（うち１７名は日本出身、２６名は北米出身）が各寺院に配置され、布教伝道を行
っているのが現状である。１９０５年（明治３８）にはカナダ仏教会が創立され、１９３
３年（昭和８）にはカナダを独立開教区として数組の仏教会を設立した。
最後に、北米サンタクルーズの仏教信者によって刊行された仏教雑誌 The Buddhist Ray
（
『仏教徒の光』）の創刊号（１８８８年）には神智会創始者であるスウェーデンボルグと
の関係において仏教への関心が以下のように記載されている。
Devoted to Buddhism in general, and to the Buddhism in Swedenborg in particular.
(January, 1888, Vol. I, No. 1)
Prospectus: The Buddhist Ray will be devoted to the divulgation of the philosophy and life of
Buddhism: of Karma, of Transmigration, and of Mystic Communion with the Divine in
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Humanity.

I will give short accounts of Buddhist

History and literature and of Buddhist art, architecture,
and ecclesiastical affairs in all lands.

I will set forth

the teachings imparted by the Mongolian Buddhist to
Emanuel Swedenborg, and published by him in his
mystic writings.

News touching Buddhism, reviews of

Buddhist books, and comments upon Buddhist teachings
will be thankfully received by us.

As our work is a

The Light of Dharma (『法の光』)
第１号、1901 年刊行

work of love, we ask the moral and pecuniary cooperation of all lovers of the Ancient
Wisdom; and we invoke upon it the blessings of the SOULS REGENERATE throughout the
world!

また、サンフランシスコ仏教会の英文機関誌 The Light of Dharma（『法の光』）の第１号
創刊号（１９０１年）には発行の趣旨が次のように述べられている。
１８９９年に京都西本願寺は、西海岸在住の日系人への仏教・真宗布教伝道のために
サンフランシスコに仏教布教所を設立した。仏教が示す真実の教えは、限りない慈悲
と清浄なるものであり、無明の闇に生きる人間に光に照らして平和と智慧に導く。キ
リストより６００年前にインドの釈尊によって開かれた教えは最高の智慧であること
を、真実を求める人びとに知らせることを本誌の目的とする。１７

以上のように、日本における仏教全体、また真宗の近代化は１８９７年（明治３０）ごろ
から始まる近代中期から徐々に発展し、大正末期から昭和初期にかけて完成したと考えら
れる。西洋英語圏における仏教への関心は、１９世紀後半から仏教雑誌の出版が開始され
本格的に高まりの兆しを見せる。また、日本では仏教は廃仏毀釈だけでなく、キリスト教
との対峙、また西洋から押し寄せる仏教への関心のなかで、将来の仏教のあり方が新たに
考察され、特に真宗はこの激動の時代に仏教の近代化（モダニズム）の旗頭を担うことに
なる。本派本願寺の海外布教伝道について、中西直樹は「日本仏教の自己変革（伝道的覚
醒）と北米開教の達成（アメリカ仏教の成立）は決して無関係に成立するものではない。
日本仏教の自己変革なくして真のアメリカ仏教の成立は臨むべくもなく、真の伝道的精神
に基づく海外開教の実施こそが日本仏教の変革に結びついていくのではないであろうか」
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と述べるように、日本仏教の動向と真宗アメリカ開教は相互補完的関係のうえに成り立

１８

つものといえよう。この点において１９世紀後半から開始された本願寺派によるハワイと
北米開教は、日本の仏教モダニズム思想の影響を受けた可能性が高いと考えられる。次節
では、１８９３年に開催されたシカゴ万国宗教会議の意義と西洋英語圏の真宗近代化（モ
ダニズム）形成に与えた影響について検証を行う。

１

カナダ開教は 1904 年から正式に始まる。
６名のスピーチ原稿は、ハンソン (J.W. Hanson) 編集による The World’s Congress of Religions: The
addresses and papers delivered before the Parliament, and an Abstract of the Congress, held in Chicago, August
1893 to October 1893, under the Auspices of The World’s Columbian Exposition (Tokyo: Edition Synapse, 2006)に
所収されている。それぞれのスピーチ題目は、鈴木大拙英訳による釈宗演「仏陀の説いた因果法則」(The
Law of Causes and Effect, as Taught by Buddha)、土宜法竜「日本における仏教」(What Buddhism Has Done for
Japan.)、芦津実全「仏陀」(Buddha)、八淵蟠龍「仏教」(Buddhism)、平井金三 (What Buddhism Teaches of Man’s
Relation to God, and Its Influence on Those Who Have Received It.)、野口善四郎 (The Religion of the World)
といったものである。また、万国宗教大会では『一切経』を寄贈し、野口善四郎英訳の清沢満之著『宗教
哲学骸骨』､黒田真洞著『大乗仏教大意』、赤松連城著『真宗大意略説』などの英訳が寄贈品として来会者
に配布された。
３ Richard Hughes Seager, Buddhism in America (New York: Columbia University Press, 1999), p. 37.
４
参考資料として、
『真宗史料集成』第１３巻「真宗思想の近代化」
（同明舎、1983 年）、および赤松俊秀・
笠原一男『真宗史概説』（平楽寺書店、1963 年）。
５ 哲学は無限なるものの追求にあるが宗教はその受用であるとし、
「哲学の終わる所に宗教の事業始まる」
と述べている。本書はシカゴ万国宗教会議で英訳が配布されている。
６ 島地の主張は「仏意ヲ開顕シ法義ヲ宣布シ有縁ヲ化益スルノ用ニ於ケル決シテ分身遺化ノ神通ニ下ヲ
サル」
（「本誌改良の旨趣」
『令知会雑誌』第６１号、1889 年 4 月 23 日、p.1）を述べ仏教の伝道活動にお
ける言論の積極的意義を示している。中西直樹・近藤俊太郎編著、中川洋子執筆『令知会と明治仏教』龍
谷叢書 41、不二出版、2017 年、p.16.
７
『龍谷大学三百五十年史』（龍谷大学、2000 年）p.754.
８
『THE BIJOU OF ASIA（亜細亜之宝珠）』No. 1 (July, 1888).
９
中西直樹・吉永進一『仏教国際ネットワークの源流－海外宣教会(1881 年～1893 年)の光と影』
（三人社、
2015 年）p.16.
１０ 階級問題の激化と平民の登場、それに伴う社会主義・無政府主義思想の台頭など、日清・日露両戦争
において強行された産業革命によって労働階級を増大させて、生活問題や労働問題が続発することになる。
社会政策学会（明治２９年）、社会主義研究会（明治３１年）、平民社（明治３６年）が結成されて政府と
の抗争が広がる。初めての非戦論がおこり、大逆事件や公害問題から足尾銅山鉱毒事件、別子銅山事件な
どの社会問題が生じる。
１１
官約移民とは、日本とハワイの間で定められた「日布渡航条件」に従ってハワイに渡った移民を「官
約移民」と呼ぶ。1885 年（明治 18 年）に開始され、制度が廃止される 1894 年までに 26 回、約 3 万人の
日本人移民がハワイに渡った。
１２
『移民百年記念ハワイ島日本人移民史』
（ヒロタイムス、1971 年）、柳川啓一、森岡清美編『ハワイ日
系人社会と日本宗教 ハワイ日系人宗教調査報告書』（本郷印刷、1981 年）、土井彌太郎『山口県大島郡
ハワイ移民史』（マツノ書店、1980 年）を参考したハワイ移民史の九期の詳細は次の通り。
① 漂着民時代、1270 年（文永 7 年）～1866 年（慶応 2 年）の 596 年間
ハワイへの初めての日本人移民は 1270 年（文永 7 年）にマウイ島カフルイに漂着した日本漁船マ
マラ号の乗組員といわれている。その後、1841 年（天保 12 年）に中浜万次郎（井伏鱒二の『ジ
ョン万次郎漂流記』のモデル）の一行や 1852 年（嘉永 5 年）に栄力丸などが漂流した。
② 元年者時代、1868 年（明治元年）～1884 年（明治 17 年）の 17 年間
移民の元祖「元年者」153 人（男性 146 人、女性 5 人、子供 2 人）が入国。
③ 官約移民時代、1885 年（明治 18 年）～1893 年（明治 26 年）の 9 年間
元年者以来、17 年のあいだ日本からの移民がないため、ハワイ王朝政府は日本政府に移民を要請
２
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する。1885 年（明治 18 年）に日布移民条約が締結し、翌年に調印され、官約１回船から２６回
船までに、約 29,000 人の日本人がハワイに入国する。
④ 私約移民時代、1894 年（明治 27 年）～1899 年（明治 32 年）の 6 年間
日本に移民斡旋会社が誕生し、これらの会社を通して約 20,000 人が入国する。
⑤ 自由移民時代、1900 年（明治 33 年）～1907 年（明治 40 年）の 8 年間
1900 年（明治 33 年）、ハワイが米国合衆国に合併され、米国移民法によって契約移民が禁止され
る。これにより契約中の移民までが即時契約解除の恩典を受けることになる。アメリカ政府は日
本人移民労働者の流出を防ぐために、1907 年、大陸転航を禁止し、翌 1908 年には日米間に紳士
協定を成立して日本人移民のアメリカ大陸およびハワイへの渡航を禁止する。
⑥ 呼寄移民時代、1908 年（明治 41 年）～1923 年（大正 12 年）の 16 年間
呼寄時代に移民した日本人は計 62,277 人（男性 26,503 人、女性 32,623 人、児童 5,151 人）であり、
1920 年ごろのハワイにおける日本人は 112,221 人で、ハワイ全人口の 255,912 人の 44%を占める
ほどになる。日本人の給料は耕地で、日給（10 時間労働）69 セント、月給（26 日労働）18 ドル
でしかなかった。一方、ポルトガル人やプエルトリコ人の月給は 22～24 ドルと高く、また住居も
一軒屋が与えられていたが、日本人は粗末な長屋住まいであった。この格差から日本人は 1909
年から各地でストライキを起こす。これを機として、経済的独立をめざして、独立するものも出
るようになる。
⑦ 移民禁止時代、1924 年（大正 13 年）～1940 年（昭和 15 年）の 17 年間
新移民法が実施され、日本・ハワイの往来は、ハワイ在住者で日本を訪問する者と日本に罪州す
る米国市民の帰国のみが許されることになる。これを機として一世パイオニアから二世を中心と
した日系社会を迎えることになる。1940 年の日本人人口は、一世が 36,078 人、二世は 121,312 人
に達する。
⑧ 戦争時代、1941 年（昭和 16 年）～1945 年（昭和 20 年）の 5 年間
1941 年 12 月 7 日、日本海軍奇襲部隊がオアフ島パールハーバーに爆弾投下をしたのをきっかけ
に日米間に太平洋戦争が始まる。ハワイの日系市民は困難な立場に立たされる。二世の間からは
自発的に第百大隊は第 442 連隊が組織され、アメリカ兵として日本と戦うことになる。
⑨ 戦後時代、1946 年（昭和 21 年）から 1971 年前半の 20 数年間
1952 年に新移民国籍法が実施され、ハワイの日本人の米国帰化が許可され、日系米国市民として
新たに日本から家族を呼び寄せることが可能となった。毎年 185 人の日本からの移民数が割り当
てられ、ハワイにとって新しい移民時代が到来する。
１３
理由としては、官約移民を実現させた長州（山口県）出身の初代外務大臣・井上馨の存在がある。井
上は官界に身を置きながら、三井財閥との関係が深く、益田孝と後の総合商社・三井物産を設立し、山口
県をはじめとする各県の地租引当米の販売を担当するなど米の売買を行っていた。官約移民の募集の実務
は益田孝が総指揮を執ったと言われ、官約移民の参加者が山口県や広島県に偏ったのは井上や益田の影響
が強かったと考えられる。
１４
『教海一瀾』第２９号（１８９８、明治３１年９月２６日付）、p.19 の宮本恵順による「北米視察談
（１）」には「桑港在留二千余人」とある。
１５
『教海一瀾』第２８号（１８９８、明治３１年９月１１日付）、pp.16-17 には、真宗信徒青年会設立主
意書が掲載されており、その主な内容は「殊に我宗祖見真大師は他力易行を以て転迷開悟するを得と教え
給へり、自利利他円満する互に其快を悟りて相楽むの謂なり。・（中略）・・我宗本派本願寺大に暁る所あ
りて海外の布教忽にすべからざるを知り、布教視察員を発遣せらるるに至る、氏等の復命に依て遠からず
旭日に輝く王法為本真俗二諦の完全無欠なる宗教を見るに至らん、喜べよ仏教信徒、奮へよ真宗青年信徒、
豈に長大眠するときならんや」と記載され、その後に「真宗信徒仏教青年会々即」が続く。「第一條 名
称及位置 本会は真宗信徒青年会と称し之を桑港に置く。第二條 組織 本会は在米真宗信徒を以て組織
す但し本会の主意を賛同する者は何人にても入会するを得べし。第三條 目的 本会は宗祖見真大師の教
旨に基き真俗二諦の教を守り報恩謝徳するを以て目的とす。第四條 方法 本会の目的を達せんが為に廣
く会員を勧誘し且つ本山に対して派出所位置の請願を為す事。」
１６
『教海一瀾』第７０号（１９００、明治３３年６月１３日付）、p.1 にある社説「仏教東漸の端発けた
る乎」には北米開教が非日系にも及びつつあることを指摘する記事がある。
１７
The Light of Dharma（『法の光』）創刊号：英文原本 Purpose: Published under the auspices of the Buddhist
Mission established in San Francisco, Sept. 1899, by the Buddhist Missionaries, sent from the headquarters at
Nishi-Hongwanji, Kyoto, Japan, to minister to the spiritual wants of their countrymen on this coast and to take up
the work of propaganda in the New World. This “Great Truth” as set forth by the Dharma of Buddha, will
illuminate the darkest recesses within any human being, with the clear, bright Light of Understanding. These are
the most glorious teachings of compassion, purity, peace and wisdom, as first proclaimed in India by the Buddha
Sakyamuni, about six hundred years before Christ. And its aim is to found the Kingdom of Righteousness on
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Earth, the highest ideal of all religions. With this object in view, this little magazine is put before the public, with
its message of Strength and Love to all man-kind, to help those who are earnestly seeking the highest truth, to they
who are reaching toward the Light Supreme.
１８
中西直樹『仏教海外開教史の研究』（不二出版、2012 年）p.57.
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第２節

仏教モダニズムの象徴としての１８９３年シカゴ万国宗教会議

第１項

シカゴ万国宗教会議の成立とその目的

第２節では、東西（仏教側・キリスト教側）にとって宗教概念の定着にきわめて重要な
意義を持ち、西洋圏において仏教モダニズムの発展に画期的な出来事となった１８９３年
のシカゴ万国宗教会議を取りあげる。リチャード・シーガー (Richard Seager) は著述１の
なかで、この万国宗教大会はキリスト教を基盤とするアメリカにおいて、仏教の発展に画
期的な出来事であったとして、四つの理由を指摘している。先ずは、西洋の参加者たちは
仏教が単一ではなく多宗派によって構成されていることを知ったことである。続いて、本
大会で発表された仏教の教えに関するスピーチは、仏教の近代化（モダニズム）を象徴す
るものとなった。当時において神秘的でエキゾチックな印象を与えていた仏教は、スピー
チによって現代化し、創造神を認めず、心理学的な性質を持つ仏教はキリスト教よりも科
学により良く対応できることが強調されたといえる。第三の理由としては、本大会が近代
の宗教対話の始まりとなったということである。最後に、これを機にしてアメリカへの仏
教伝道が本格的に始まったことであるとしている。
本節では当時の宗教界関連新聞の記事を参考にして、日本仏教界がシカゴ万国宗教会議
に参加するまでの経緯を紐解き、その目的を解明するとともに、日本仏教界の代表者のス
ピーチの内容を丁寧に読む解くことによって、シカゴ万国宗教会議が日本大乗仏教の近代
化と真宗モダニズムの萌芽となったことを検証する。
万国宗教会議には世界各地から十の宗教の代表者２００名以上が参加し、日本の仏教界
からは、釈宗演（１８６０～１９１９、臨済宗円覚寺派管長）、土宜法竜（１８５４～１
９２３，後に真言宗高野山派管長となる）、芦津実全（１８５０～１９２１，天台宗の学
僧）２、八淵蟠龍（１８４８～１９２６、浄
土真宗本願寺派）の四名が参加し、それぞれ
にスピーチを行った。この四名に加えて、平
井金三と野口善四郎の両名は通訳の仕事を兼
ねながら、自らもスピーチを行っている。３
シカゴ万国宗教会議は、同年１８９３年に
前列左から土宜法竜、八淵蟠龍、
釈宗演、芦津実全

同地シカゴで開催されたコロンブス記念万国
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博覧会（The Columbian Exposition）に付随した催しであった。万国博覧会は１８５１年に
イギリスではじめて開かれて以来、各地で開催された歴史があるが、１８９３年５月１日
から１０月２８日のあいだに行われたコロンビア万国博覧会は、コロンブスのアメリカ大
陸発見４００年を記念するものとしてシカゴで開催された。万国博覧会で展示される内容
は人類の物質的や科学的進歩・発展を主としたが、本博覧会ではそれだけに留めずに、道
徳的視点や内面として知的性を考察するために、万国宗教大会の開催が計画された。４
コロンビア博覧会が開催された１８９３年頃は、前年の１８９２年にカーネギー・ホー
ムステッド工場のストライキ、翌年の１８９４年にはプルマン車輌会社のストライキが起
こり、連邦軍による制圧や社会情勢不安から高い失業率、銀行の倒産という経済状況の悪
化によって社会不安が深まるアメリカの危機の時代であった。５このような前代未聞の最
悪のなかで、アメリカ人がコロンビア万国博覧会にかける意気込みは大きく、高い技術や
文明を示すことによってアメリカ復興の引き金となることを期待していたといえよう。こ
のような大きな期待をかけてコロンビア万国博覧会の建築物は、ホワイト・シティーと言
われるような白亜の建物であった。そして、アメリカ文明の根底にある共通認識は、共和
制の原理とキリスト教であったといえる。開催に際しては当時世界の十大宗教と見なされ
ていたヒンドゥー教、ジャイナ教、ゾロアスター教、道教、儒教、仏教、神道、ユダヤ教、
キリスト教、イスラムの各代表者が集まり、会場にある自由の鐘が１０回鳴り響いた。
万国宗教大会の委員長として、シカゴの第一長老教会牧師であったジョン・ヘンリー・
バロース（John Henry Barrows）が任命され、１８９１年には企画・開催の責任を担う準備
委員会（The General Committee of Religious Congresses of the World’s Congress Auxiliary）
が結成された。準備委員会は１８９１年６月に全世界の宗教代表者に向けて大会開催の案
内を送付している。当時日本にあった日本ユニテリアン「弘道会」は、その機関誌『宗教』
第４号（１８９２年（明治２５年）２月５日発行）において、宣教師クレイ・マッコーレ
ーが「１８９３年亜米利加コロムビア世界大博覧会に於ける宗教家の会合」と題した記事
のなかで、
「余輩「宗教」記者は喜んで同情を表すものなり思うに天下既に斯の如きの徴
候あるは、宇宙的信仰、人類の確認する所となるの時期近きにあるを知るに足らん。」６と
述べ、シカゴ万国宗教会議の開催が必然的なものであると表明している。また同号におい
て、
此会合は各宗教異なる所の要点を問はざるを以て目的とするものにあらず其旨とす
る所は、各宗の高徳、信仰堅固にして真誠を求むるに熱心に、近世の問題に宗教の加
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賛する光明を知らんと欲する者をして平和親密の会合をなさしむるにあるなり故に
此補助会合を機会とし宗教上の利益を収めんと欲するものゝ為めに諸教会の特別会
合、諸名目の特別会合、宗教諸団体の特別会合等を設けり然ども中央宗教大会合を以
て最大なりとす余輩は此会合をして道徳の大目的に向って結合したる代表者の集会
として其名の馨しからんことを希望するなり。・・・・・各地の重なる神学家、政治
家、法律家、歴史家、科学家、著作家、及び学者等によりの返信によりて之を推考す
るに１８９３年に大会合は人心の歴史に於ける一大要紀なるべきや明なり。７
とし、本宗教会議が各宗教の相違を問うものではなく、お互いの高徳性と真誠性に敬意を
払うことを趣旨とすることへの大いなる期待を示し、また歴史的エポックになるとしてい
る。一方、日本の宗教界に対して、各指導者を本宗教会議に参加させることを勧めている。
余輩は日本の諸教徒が基督教徒なると仏教徒たると孔子教徒なると神道教徒たると
を問はず各其主導者を送りて此大会合に参列せしめんことを希望するものなり。蓋し
此の如きは宗教的に一箇の国民を分離せしむる所の境界を切破し精神の結合をして
一層堅固に一層明瞭ならしむるを時機なればなり。８
そして、準備委員会は以下のような十項目からなる万国宗教大会開催目的を示したと
『宗教』第１８号（１８９３年（明治２６年）４月５日刊行）は雑録「万国宗教大会に就
て仏教有志家の告白」にて報じている。９
1.

世界諸大宗教の代表者を招集して古来未曾有の会議を開く事。

2.

世人をして諸宗教が通有せる真理の重要なる者は何なりや又幾何ありやを知らしむ
る事。

3.

冷淡の念を抱くことなく又形式上の一致を為すとなく親話懇談相互の情意を斟酌し
て以て異宗教徒間に同朋友愛の情誼を厚深ならしむる事。

4.

達辯の人をして各宗教が教ゆる所の緊要特色なる真理を演述せしむる事。

5.

有神論の動す可らさる論拠を示し不生不死の理体を信仰するの理由を明にして物質
的哲学に反対する勢力を一致せしめ強固ならしむる事。

6.

婆羅門教、仏陀教、孔孟教、波斯教、回々教、猶太教、基督教及び其他の宗教を代表
する学者をして各宗教か其の人民の文学、技芸、商業、政体、及家庭社交の生活に及
せる精神上の効果等を十分密接に述べしむる事。

7.

各宗教が如何なる光明を与え又に他宗教与え得るかを査究する事。

8.

地上上首要の国民間に於ける宗教の現状を精密に確実に調査して之を記録に上せ以
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て永久の保存を期する事。
9.

宗教が現時の大問題殊に節慾労働教育等に関せる重要なる質問に如何なる光明を放
射す可かやを究明する事。

10. 万国間の平和を永久に維持せんか為地球上各国民をして益々友愛の情誼を結はしむ
る事。

以上のように、シカゴ万国宗教会議は各宗教の代表が一堂に会して、それぞれの信仰の対
象とする真理を共有し、外面的な一致を単に求めるのではなく、相互理解のもとで人類の
同朋精神を深めていくという宗教多元主義の考えのもとに推進されたと考えられる。しか
し、そこには唯物論哲学への疑問と反論が見え隠れてしていたことは否定できない。
これら１０項目の開催目的に賛同した人びとによって大会の相談委員が構成されるこ
とになるが、日本からは南条文雄、横井時雄、平岩愃保、井深梶之助、市原盛宏、島地黙
雷、柴田礼一、芦津実全、海老名弾正、小崎弘道、釈宗演、野口善四郎、平井金三が挙げ
られた。

第２項

仏教界の動向と参加までの経緯

準備委員会が１８９１年６月に全世界の宗教代表者に向けて大会開催の案内を送付し
たことを受けて、１８８５年（明治１８年）３月に浄土真宗本願寺派有志僧侶が創刊した
『令知会雑誌』第８７号（１８９１年、明治２４年６月２３日発行、第９８号より『三寳
叢誌』１０と改名する）はシカゴ万国博覧会で万国宗教会議が開催されることを日本で初
めて報じている。
同雑誌第８７号の「会説：何ぞ此機会に乗せざる」においては、欧米による仏教への関
心が高まるなかで、日本仏教は海外宣教に赴く好機会であることが強調されている。その
機会は、キリスト教が真理なる教えであることへの疑問から来るものであり、欧米人の仏
教への関心を機会に、これまでのような海外での宗教視察のようなものではなく、本格的
な宣教活動が必要であることを述べている。仏教が説く真理の教えを海外に伝道する機会
が熟していることが何度も語られている。１１また、同雑誌第８７号「論説：米国大博覧
会に日本佛教家の出品を望む」では、シカゴ万国宗教会議は日本大乗仏教をキリスト教世
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界に説き示す絶好の機会であり、参加すべきであるとし、その出品物として大蔵経目録類
表、印度支那日本三国に渉る仏教の歴史や各宗大中小学校の制度科程や学生の数、また各
学校の写真等を提示することを勧めている。１２
その後、委員会は１８９２年２月２５日に第１回目の報告の後、翌１８９３年３月１日
には第２回目の報告を行い、万国宗教大会は、１８９３年９月１１日から９月２７日まで
１７日間開催されることになる。大会準備委員長であったバロースは万国宗教会議の開催
理由として次の７項目を述べている。１３
1.

現世紀物質的進歩の刺激

2.

比較宗教学の進歩

3.

学理と宗教との関係

4.

教会的キリスト教の衰退

5.

東洋の大宗教による真価の認識

6.

外国布教法の改革

7.

唯物主義の勢力

当時の西洋社会におけるキリスト教は自教だけが真実を説く宗教であるという視点か
ら他宗教に対して徐々に寛容な姿勢を取るようになってきていた。他宗教に対して興味を
向け始めたキリスト教側にとって、万国宗教会議開催の理由のひとつとして上記２．「比
較宗教学の進歩」を取り挙げる理由も納得がいく。一方で、日本側の大会参加者にとって
は上記にある開催理由に対して、いかに大会に臨むべきかが焦点となる。
先述のように、日本仏教界からは、釈宗演（臨済宗円覚寺派管長）、土宜法竜（真言宗
高野山派）、芦津実全（天台宗）、八淵蟠龍（浄土真宗本願寺派）の四名がシカゴ万国宗教
会議に参加することになるが、いずれの参加者もそれぞれの宗派代表として派遣されたの
ではないことが、八淵蟠龍の帰国報告『宗教大会報道』１４において、次のように明確に述
べられている。
そもそもこのたび、日本仏教十二宗三十派の中から、万国宗教大会に臨席いたしたも
のは、臨済宗の釈宗演氏、天台宗の芦津実全氏、真言宗の土宜法竜氏、および野口善
四郎氏と、前年滞在中の平井竜華（金三）氏と、そして私とをあわせて一行六名でし
た。この六人は、各人日本仏教を代表したとはいえ、みな一個の宗教家として、一個
人の資格をもって出席したものなればいずれも一宗一派を代表して、本山から派遣さ
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れたものではありません。とくに私のごときは、九州仏教同盟会と、有志の賛助とに
よって、私費をもって渡航したものなれば、決して一宗一派を代表して出席したわけ
ではなく、いちおう真宗の僧侶とは称えていましたけれども、まったく一個の宗教家
として、一個人の資格をもって出席したものであることを、ご承知おきねがいたいと
思います。
かれらの出席にいたるまでには、かなりの経緯があったことが推測されるが、その経緯に
ついては嵩満也と中西直樹による先行研究１５を踏まえて理解を深めることにする。前述
したように、
『令知会雑誌』
（第８７号、１８９１年、明治２４年６月２３日発行）は、シ
カゴ万国博覧会で万国宗教会議が開催されることを日本で初めて報じている。それを受け
て、
『海外仏教事情』１６の記載内容を外観することにしよう。

『海外仏教事情』第２６号（１８９２年、明治２５年７月５日発行）「論説：シカゴ大
博覧会に就て仏教者に望む」において、当時において海外開教の必要性に迫られながらも
本格的に実行されていないことを指摘しながら、シカゴ万国宗教会議に日本宗教界が出席
することは日本大乗仏教の真理を説く好機縁であると語られている。
「本来我佛教の真理が終に世界諸種の不尽理を統一す可き潜勢力を有し隠然之を拡張
しつつあるは亦疑ふ可らざる事実なりとす然らば我日本佛教者は専心一致一日も海外
開教の用意を忘る可らず厳護法城の務を以て退守籠居主義に解せずして飽迄普化報佛
恩の営みを進取的に修行せざる可らず・・・・明治２６年５月より米国シカゴ府に開
設する世界大博覧会則ち是なり。同会は有名なる米国発見四百執念記念の為めに起立
する者にして従来他の各国に開設したる大会よりは一層の盛会なれば全世界幾百万衆
の集来会同するは論を待たず之と同時に同処に発起せる万国宗教大会の設立こそ実に
我日本大乗佛教の真理を世界六大州の人民に通知せしむる好機縁なり。」１７
また、同雑誌同号において、招待状が島地黙雷、南條文雄宛に届いたことを伝え、出席す
ることを切望している。
「宗教に関する真理及び事跡を呈出せしむることを務め已に我国に於ても島地黙雷、
南條文雄等の諸大徳に向て招状を発したり。」１８

「日本佛教大乗伝灯者は奮ふて真理を世界に発表すること固より其の本分なり故に吾
人は日本佛教者一般に賛同を切望して止ざる一事あり。」１９
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続いて、日本仏教界が出席する目的として、次の七項目が述べられている。２０
第一

日本仏教徒の代表者を選定派遣して同会に臨席せしむること。

第二

東洋佛教中特に日本佛教の真理を説明して分明に之を世界に知らしめて諸種の

宗教に卓絶したる深理を説解して近時彼のアーノルド氏に所作に係る亜細亜之光に越
ゆると万丈なるの気焔を吐しむること。
第三

欧米普通人の感情に於て佛教を偶像教視する徒輩をして初めての我佛教の友愛

慈悲の万教に超越する和光赫々たるを知了心服せしむること。
第四

造物能造主を崇拝して自ら卑屈に甘ぜる欧米人の宗教思想を開きて真正なる因

縁教諸法宝相の所由を説き併て佛陀大悲の本願を知らしめ真理に帰順せしむること。
第五

我佛教の原理に依ざれば唯物的哲学を破摧すること能はざるの大道理を説明し

是と同時に諸宗教者の説く所の霊魂不滅論の不尽理なることを悟了せしむること。
第六

我佛教の思想感化より発達せる文学武術政治商業及び社交上の進歩功績を論証

せば多々無尽蔵なる可しと雖ども上宮太子僧空海及行基栄西其他佛教の達徳知識が美
術工芸地質水利土功橋梁風俗隣交文芸学術に大功ある事実を詳述し佛教思想より生ぜ
る穏和の光明を知了せしむること。
第七

以上の諸項に於て之を調査し日本仏教徒力を一にして之を海外に宣布せば佛教

の大功徳を六大洲人民に承認せしむるを得ること勿論なれば日本大乗佛教の海外に伝
播し光明を発揮すること此の２６年５月１日より開設する米国シカゴ府大博覧会に於
て催せる世界宗教大会の日本佛教委員の尽力如何にありとす敢て請ふ此一大好機会を
空過することなからんことを。

日本仏教を東洋仏教のなかの大乗仏教と位置して、第四にあるように創造主を崇拝するキ
リスト教に対して真正なる因縁法を説く仏教を説き明かすことによって、西洋圏に佛陀大
悲の本願を知らしめて、その真理に帰順させることを目的としている。

しかしながら、そのような意気盛んな一方で、「１９世紀は実に懐疑惑乱の時代なりキ
リスト教の如きも一大改革の時機に切迫せり。
・・・近来日本佛教海外宣教会の報ずる所に
依れば米国の英吉利斯に仏蘭西に独逸頻りに日本佛教宣教師の派遣を促がし来ると雖も未
だ一人も不惜身命奮て其任に当るの人を得ずと嗚呼何ぞ我国僧侶の卑屈にして無気無力の
甚だしきや・・・」２１として、海外開教への取り組みが遅滞している現実を歎く記事もあ
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る。このような僧侶の無気無力に関しては、続く『海外仏教事情』第２７号（１８９２年、
明治２５年８月５日発行）の雑録「シカゴ大博覧会」においても記載されている。
仏教の如きは数十年来已に西人の脳裡に入れるものなり。外人すら東洋文明の貴ふへ
きを知り自ら進んで之を考究せんとするものあるに方りて邦人にして自国の文明を発
揚するを知らさらんには豈。また慚愧の極ならすや殊に日本の僧侶の如きは仏教の神
髄とも称すべき大乗教国に在りながら之を究めて外人に伝教せんと欲するの少きは其
無能無気力の一に何んら茲に至れるや機会なり之を外人に示さんこと今回に開かるべ
き大博覧会にあり。２２

シカゴ宗教会議に出席して日本仏教を説き明かすことで、危機に直面していた仏教を革新
への要因とすることが期待されていた。
日本仏教界からの出席を推進していた島地黙雷は、『海外仏教事情』第２９号（１８９
２年、明治２５年１０月１０日発行）
「論説：大乗教西漸の機運」のなかで、委員長バーロ
ースから懇切なる招待状が南条と島地に送られ、島地は芦津・土岐などの名前をバーロー
スに知らせたので、彼らにも招待状が届くことを述べている。また、島地はこの機会を利
用して欧米において大乗仏教を弘め、西洋人の枯渇を満足させることを強調している。２３
シカゴ万国仏教大会を前にして日本仏教の海外伝道が正式に為されていないことへの
批判や、真剣に取り組む人材がいないことが海外宣教会の会員である濱田金太郎によって
も指摘されている。２４

濱田も、シカゴ万国宗教会議に出席して、日本仏教の真理を開示

することを勧め、日本仏教宣教師の派遣を強く要請している。２５ また、古河老川は『海
外仏教事情』第３３号（１８９３年、明治２６年３月１９日発行）「寄書：海外宣教問題
と日本仏教の革新」のなかで、「海外宣教問題こそ日本仏教革新の刺激剤なる」２６と言及
している。
しかしながら、万国宗教会議を半年後に控えたにも関わらず、日本仏教界からの出席者
については芳しくない様子が記載されている。『海外仏教事情』第３３号（１８９３年、
明治２６年３月１９日発行）
「宗教大会の出席者」の記事のなかで、
「全国幾多の新誌上に
各宗に向て其代表者は出席を勧告せり而して其結果は如何ん天台及び臨済より僅かに
１２名なりと聞く。其他は悉く其計画立消とならんとす」２７と伝えている。
また、『明教新誌』２８３１７９号（１８９３年、明治２６年１月１２日）でも、シカゴ
万国宗教会議の出席者決定に関して、島地黙雷と本願寺代表者を派遣することは撤回され、
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それによって開教についても、しばらく延引する可能性があることを示唆している。２９
日本仏教界がシカゴ万国宗教会議に対する開催理由の不信感と消極的態度の根底に内
在していた理由は、キリスト教が宗教地盤であるアメリカで行われる宗教会議にマイノリ
ティーである仏教や儒教、道教、またイスラム教は含まれていないという先入観と、キリ
スト教徒による仏教徒への偏見意識があったと考えられる。３０
一方、『明教新誌』３１８１号（１８９３年、明治２６年１月１６日）は「社説：シカ
ゴ世界博覧会付属万国宗教家大会の参会に就き」のなかで、キリスト教徒が多数を占める
本会議のなかで仏教を紹介することは好機であるとして、出席を望む意向を示している。
３１

そのようななかで、九州熊本県出身の浄土真宗の僧侶であった八淵蟠龍（１８４８～１
９２６）が、日本大乗仏教者としてシカゴ万国宗教会議に出席するために渡米したことが
『海外仏教事情』第３５号（１８９３年、明治２６年６月３０日）で伝えられている。３２
中西直樹によると、
「八淵蟠龍がどの時点で万国宗教大会への参加を決めたのかは明かでな
いが、１８９３年４月には「八淵蟠龍師を万国宗教大会に派遣するに就て九州仏教徒に訴
ふ」と題する檄文が九州全域に配布されたようである。この檄文では、万国宗教会議を「世
界的仏教運動の一大好機会」として、有志の賛同を求めたとある。当初、熊本の地方新聞
に義捐金の広告を出したところ、５月末の時点においてすでに１万人を超える寄附申し込
みがあり、その後一ヶ月ほどで、既に目標の金額に達することが明かになった」３３と述べ
ている。
八淵蟠龍は、このように九州仏教同盟会と有志の賛助によって、シカゴ万国宗教会に出
席することになるが、前述した『宗教大会報道』でも記載されていたように、彼の出席は
他の五名と同様に一宗一派を代表して本山から派遣されたものではなく、あくまで一人の
宗教家として出席したものであった。３４

その後、『海外仏教事情』第３７号（１８９３

年、明治２６年８月３０日発行）「新報：日本仏教者渡米」において、八淵蟠龍の他に土
宜法龍、芦津実全、釈宗演の諸氏及び野口善四郎氏の五名が横浜からバンクーバーに向け
て出港したことが記されている。３５

３６

また、渡米した仏書としては、
『真宗綱要同問答

同略説』３７及び４２章経を合計三万六千部、仏教学会から野口善四郎氏訳による『大乗大
意』を二万部、また若干部数として『宗教哲学骸骨』を送付したことが記載されている。
３８

ようやく万国宗教会議が開催され、『海外仏教事情』第３９号（１８９３年、明治２６
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年１０月３１日発行）
「新報：万国宗教大会開会の景況」では、
「万国宗教大会は９月１１
日を以てシカゴ美術館コロンバス堂に開設され当日会員及び聴客等八万が来集し、会長ボ
ンニイ氏、委員長バロース氏を始め会員一同代表者を迎へ前列面には儒教、印度教、バラ
モン教、回教、ギリシャ教、ユダヤ教、神道、仏教等、後列面には、英、仏、独、露スカ
ンジナビア等各国宗教者及び会員着席し十時半過ぎにされた」３９と詳細に会議開催の様子
が記されている。次号の『海外仏教事情』第４０号（１８９３年、明治２６年１１月３０
日発行）では、
（在比叡山西塔）である豊見隠士が、
「真宗と海外宣教の関係に就き」にお
いて、真宗の青年僧侶に対して海外伝道を叱咤激励している。４０
翌年１８９４年の『明教新誌』３３５２号（１８９４年、明治２７年１月１０日）では、
中西牛郎による「万国宗教大会の結果」４１が以下のように記載されるように、日本仏教が
万国宗教会議の機縁によって、その教義内容が紹介され、世界宗教の舞台に参加出来たこ
とが語られている。
1.

宗教大会は無神論者若くは非宗教者に対して宗教の大勢力を示したること。

2.

宗教大会は宇内諸宗教者の平和的交通を開きたること。

3.

宗教大会は是迄文明世界に知られざる諸宗教の価値を知らしめたること。

4.

宗教大会は諸宗教徒頑固の見を破りて力ありしこと。

5.

宗教大会は第１９世紀宗教の傾向と其需要されるべき点とを世界に明にしたる
こと。

6.

宗教大会は是まで我こそ世界宗教の盟主なりと自ら傲慢する耶蘇教の地位を剥
奪して之を彼の価値ある宗教に分ちたること。

7.

宗教大会は将来一宗教の基本を開きたること。

8.

宗教大会は宗教相互の関係に於ける真理を一般学者に知らしめたること。

9.

宗教大会は世界平和進歩の源は宗教に在ることを天下に知らしめたること。

10. 宗教大会は比較宗教学に最大進歩を興へたることとす、吾人は敢て私見を加えず、
これを読者に紹介す。

帰国した八淵は『宗教大会報道』において「我々仏教は今日に於て大に欧米の天地に新入
するの好機会を得たり」４２と述べ、また真宗本派法主に拝謁して、海外布教の時機到来を
述べ、布哇開教を示唆したことが『明教新誌』３３５８号（１８９４年、明治２７年１月
２２日）に記されている。４３この事実は１８９８年に本派本願寺が布哇開教を開始する重
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要な判断要因になったといえる。

第３項

シカゴ万国宗教会議の参加へのもう一つの理由

以上のように当時の宗教関連新聞にもとづいて日本仏教界のシカゴ万国宗教大会参加
への経緯とその動向、および結果報告を外観した。日本仏教界側の当宗教大会に対する期
待はかなりのもので、日本大乗仏教の海外伝道が未だ為されていないことを批判しながら
も、日本大乗仏教の真理を西洋世界に解き明かす絶好の好機であるとして出席を促す気風
が強かった。
この前向きな出席への賛同の理由を当時、日本が課されていた不平等条約の改正の立場
から別の意義を見出そうとしたスノドグラス・ジュディス（Judith Snodgrass, Associate
Professor or Western Sydney University, Australia）の視点を次に紹介しよう。４４
彼女は著書 Presenting Japanese Buddhism to the West の第８章 Buddhism and Treaty
Revision – The Chicago Project （「シカゴ万国宗教会議のストラテジー：仏教と条約改正」）
なかで、仏教を国家宗教とすることを目指す仏教ナショナリストにとって、仏教の再生と
日本が西洋世界において独立することには深い関係性があったとしている。すなわち、仏
教を西洋世界に紹介することで日本国家の知的水準が高いことを示し、日本の信頼度を勝
ち取ろうとする目論見があったと述べている。以下、スノドグラスの前掲の著作より原文
の英訳を日本語訳して紹介する。

シカゴ万国宗教会議への招待は、日本大乗仏教を西洋世界に伝えたいと希望してい
た日本仏教界の改革派にとって絶好の回答であった。宗教改革派にとっては、仏教の
再生は日本の近代化と西洋による侵略に対する国家主権を維持することと関係して
いた。特に仏教ナショナリストは、国際条約の改正こそ日本の独立にとって重要な事
柄であるとし、独立を現実化するためには強靱で明確な国家精神を示すことが不可欠
であるとした。すなわち、近代国際社会全体の福利に貢献する日本固有のものを見出
し、発展することを提示した。
日本仏教界の改革派は、井上円了のように仏教は日本文明の基礎であるとし、さら
に重要なこととして日本は宗教面においては他国より優れていると考えていた。要す
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るに日本仏教には西洋世界が未だ探求している真理があるというのである。西洋世界
に仏教を紹介することは日本に知的で精神的な信頼を確立し、西洋諸国からの尊敬を
勝ち取ることであるとして、シカゴ万国宗教会議に出席することは、そのプロセスへ
の第一歩であった。宗教会議参加の目的は当時において日本が置かれていた政治経済
の立場を改善する計画と深く関係していたといえる。
日本宗教の本質そのものが条約改正への重要な糸口と見られていた。西洋諸国は日
本が未文明化で異教的偶像崇拝者の国であると主張し、条約改正を拒否する理由とし
ていた。異教徒信仰や偶像信仰を単なる宗教上の討論ではなく、外交議論の的とした
のである。参加代表者（発表者）はこの争論に対して、仏教および日本社会での仏教
観の説明を試みたといえる。４５

以上のようなスノドグラスが指摘するような条約改正という緊迫した観点も考慮しな
がら、次は発表者たちの実際のスピーチ内容をモダニズムの視点から、西洋に対する日本
大乗仏教の提示の在り方を検証することにする。

第４項

日本仏教界代表による講演内容とモダニズムの関連性

１８９３年９月１１日から２７日まで開催されたシカゴ万国宗教会議は会長ボンネー
氏と委員長バローズ氏による開会の辞で幕を開けることになる。会長ボンネー氏は開会の
辞で、「諸君、わがアメリカは自由国であり、ことに宗教的自由国です。物質文明に関し
ては、それぞれの国に差違があるでしょうが、精神的世界においては、その宗教、人種、
国土、風俗の違いはないと思われます。よって、この万国宗教会議に一堂に会した兄弟と
して、お互いに提携して安心立命を求めるべきです。わたしは心から諸君の賛助に感謝し、
世界未曾有のこの宗教会議がシカゴ市に開かれたことを祝します。」４６と述べ、続いて委
員長バローズ氏は、
「今回の大会合は、よくある演説会ではなく、実に歴史上特筆すべき
出来事です。日本、中国、インド、シャム、フランス、英国、またわが愛する合衆国から
１６宗の代表者が集まり、真理の研究を追求することはこれまでにないことです。一宗一
派の偏見を除いてお互いに尊敬し合い、万国宗教会議が進められることを祈ります。」４７と
語っている。どちらも宗教多元的立場からの発言となっているが、宗教会議全体としては
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やはりキリスト教の雰囲気の強いものであったことは否定できない。

日本仏教界からの出席者（浄土真宗の八淵蟠龍、臨済宗の釈宗演、天台宗の芦津実全、
真言宗の土宜法竜）によるスピーチ内容を仏教・真宗モダニズム（近代化）形成の視点か
ら検証することにする。なお、それぞれの講演内容は日本語訳を添えて本節末に翻刻する。

１．八淵蟠龍（浄土真宗本願寺派）

発表要旨

八淵蟠龍は講題 Buddhism「仏教」４８のなかで、アメリカ合衆国のおかげによって日本
もすでに国際化が進むことになったが、世界文明が物質的文明に留まっていることに対し
て、精神的文明の構築の必要性を提言し、シカゴ万国宗教会議での宗教対話の期待を述べ
ている。
先ずは、仏教とは釈迦牟尼仏による教法であると定義して、論理的に日本大乗仏教にお
ける「仏、覚、悟り」について説明を行っている。仏陀は救済者ではあるが、創造主では
ないとし、また仏陀は万有の現象を顕示する智慧を有するが、万有の理法を破壊しないと
して、キリスト教を意識しながら対比を加えている。続けて、大乗仏教の仏陀と凡夫の差
異は不・完全性にあるとして、仏教は不完全なものや迷信から真実なる完全な悟りを目指
すものであると語っている。また、仏陀の説法の内容は、迷いの世界、衆生の本質、煩悩
を断じること、そして世俗的生き方から気高き生き方を目指すことであるとしている。
八淵による「仏教」の定義は、それまで西洋世界の神秘的・非論理的な仏教観を、まっ
たく覆したと言えよう。

２．釈宗演（臨済宗）

発表要旨

釈宗演の講演原稿は、鈴木大拙によって英訳された。講題 The Law of Cause and Effect, as
Taught by Buddha「仏陀の説いた因果法」４９のなかで、釈宗演は迷いの世界の因果法を以
下の５項目において説明している。
① 複雑な原因の本質。様々な現象には単なる原因だけではなく、因縁生起が深く関係し
ている。(The complex nature of cause.)
② 因果法の永遠なる継続。仏教の時間軸は無始無終である。(An endless progression of the
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causal law.)
③ 三世における因果法。過去・現在・未来の三世にわたる業（行為）は現在から未来に
影響するだけではなく、過去から現在にも影響している。よって、未来における現象
は現在の結果といえる。(The causal law in terms of the three worlds.)
④ 因果法の自業自得。キリスト教がいう天国や地獄は仏教では、自分が生み出すもので
あり、神が決定するものではない。すべての現象として現れる結果は自分の行為によ
る結果である。(Self-formation of cause and effect.)
⑤ 自然法としての因果法は仏陀の意思なるものではなく、また人間の意思によるもので
はない。因縁生起は自然法として因果法である。(Cause and Effect as the law of nature.)

釈宗演は、仏教の教えを個人の問題として取り扱い、仏教の神秘性を取り払うことで西
洋世界に受容され易い論理的また、合理的な説明を行っている。また、釈尊を人間として
捉え、創造主ではないと断言し、日本大乗仏教の教えである自利利他を強調している。地
獄の存在とは創造主である神によるものではなく、自己の行動による自業自得、因果応報
であるとし、キリスト教を意識して日本大乗仏教の科学的合理主義を主張している。

３．芦津実全（天台宗）

発表要旨

芦津実全は、講題 Buddha「仏陀」５０において、大乗仏教の仏陀を絶対性より相対性の
視点から論理的に説明を行った。その内容は、悟った人間としての仏陀（覚者）の最高の
悟りを五つの側面に従って説明がされている。それらは、仏の三身、不生不滅、本質（体）、
はたらき（用）、教義（教・論・律）である。また、芦津は天台教義の五時八教（噸・漸・
秘密・不定・蔵・通・別・円）を説いている。２，９２０年前、すなわちキリスト誕生の
１，０２６年にシッダータ王子は誕生し、ブッダガヤの菩提樹の下で王子はついに悟りを
開き仏陀となられた。その教えは世界の人びとに広がり、同朋運動が展開されることにな
ったと結んでいる。

４．土宜法竜（真言宗）

発表要旨

土宜法竜は講題 What Buddhism has done for Japan「仏教が日本に為し得たこと」５１にお
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いて、日本大乗仏教の真実性と戒（倫理）について述べている。
仏教にも「十戒」と類似しものがあり、それらは道徳や善良を軸として日常生活の基
盤となるとしている。また、これらの戒律は心を静め清め、生きることへの意義を明確に
すると共に社会の健全性、平和と愛を育むことになる。仏教は真実の教えであり、日本精
神の本管であると語っている。仏教の真実の教えを求める人々には開く門戸が放たれ、平
和、愛、博愛、人間愛を乱すものはこの真実から反するものであるとして、条約改正を意
識してか日本の精神基盤が高いことを誇張している。

閉会の辞は、全体的にキリスト教のムードのなかで委員長のバローズによって「万国宗
教会議は祝福と輝かしい希望のうちに終わった。私たちが心配した以上に神は私たちにご
加護をくださり、そのことに対しては委員長として深く感謝したい。また、神にとって最
も高潔な男女たちの祈りや良心的に神を慕う人々の思いによって会議は無事支えられた」
５２

と結ばれて、シカゴ万国宗教会議は幕を閉じることになる。

日本仏教界からは、寄贈品と宣伝文書として、『一切経』が寄贈され、ほかに以下の冊
子が英訳され､配布された。
清沢満之著『宗教哲学骸骨』
、黒田誠洞著『大乗佛教大意』、加藤

正著『真宗問答』

赤松連城著『真宗大意略説』、西本願寺海外宣教会編『真宗綱要』、松山松太郎著『四
十二章経』
、新居日薩著『日蓮宗大意』、芦津実全の演説「佛陀」と「大乗佛教の要領」
の英訳パンフレット。

１８９３年シカゴ万国宗教会議において、日本仏教界からの発表者たちが主張したもの
は、近代的な日本大乗仏教であったと言える。それまで西洋世界ではパーリ経典に基づい
た小乗仏教が一般理解であったのに対して、東方仏教という日本大乗仏教のカテゴリーを
構築した。それは神秘的な仏教から、哲学的で合理的である近代的仏教理解を特徴とする
ものであり、仏教モダニズムの現れと言えよう。
西洋世界の仏教同調者は仏教とは宗教ではなく、インドの釈尊によって説かれた倫理に
関する哲学であり、近代西洋思想の発展と相乗効果を持つと考えられていた。そのような
背景のなかで、大乗仏教が仏陀の教えであることを立証することが重視され、天台宗の芦
津は「五時八教」を説明して、大乗仏教は仏陀によって説かれたのみならず、仏陀の最初
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として最も完全なる教えであると主張している。また、芦津は三身（トリカーヤ：法身・
報身・応身仏）の概念を紹介して、「絶対的統一の真如」に包含されるとし、あらゆる存
在は精神的修養を通して仏陀となる可能性が潜在する仏教を有していると説明した。この
論理は、当時の西洋世界において、極めて新鮮なものであったといえよう。
また、真言宗の土宜は大乗仏教の真実性と倫理性を取り上げて、仏教の目的は人間の健
全性と道徳性を修養するものであり、それは善良と正義を表現する円を描く宗教として日
本の精神に深く根差すものであるとしている。真実性を尊ぶ仏教国である日本に対して、
他国が日本の平和を乱し、不当な条件を要求していることについて沈黙を保つべきか。そ
のような国はまさに真実性に叛いているといえるとして、スノドグラスが指摘するように
日本が課せられていた不平等条約を意味するような発言が見られる。
臨済宗の釈宗演による因果法則の焦点のひとつは、神による介入がない道徳的応報を体
系することであり、実際に正統的キリスト教徒の聴衆にとっては、その観念は目新しいも
のであった。宇宙の創造主としてのキリスト教の神の性質に対して、釈宗演は因果法則を
もとに仏教が哲学的観念論や科学と両立可能であることを論理的に説明した。また、仏教
は人種や国、時代の境界を越えた真理であり、古代から現代まで世界中で適用性があるこ
とを強調した。
このような仏教モダニズムのアプローチは、必然的に真宗モダニズムの萌芽となり、浄
土真宗本願寺派僧侶である八淵蟠龍は講演のなかでそれまでの西洋世界における神秘的
で非論理的な仏教観を拭い去り、創造主をたてるキリスト教を意識しながら、日本大乗仏
教における「仏、覚、悟り」についての説明を論理的、合理的視点から行ったといえる。

世界宗教会議での日本仏教界の発表は新しい大乗仏教の概念を提示したが、その裏には
スノドグラス・ジュディスが論文 Japan’s Contribution to Modern Global Buddhism: The
World’s Parliament of Religious Revisited 「近代グローバル仏教への日本の貢献－世界宗教
会議再考」５３で指摘しているように、明治新仏教と条約改正運動という目的が見え隠れし
ている。
日本仏教界からは涅槃、法身、万物に内在するブッダや社会的行動に奉仕する菩薩の誓
願といった大乗的観念が語られたが、それらの仏教概念は２１世紀の現在においてグロー
バル宗教の鍵となって諸々な実践として現れているといえよう。その点で日本仏教界から
の発表内容は仏教モダニズムの提示を賞賛しているといえる。
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【資料：シカゴ万国宗教会議発表者・講演内容】５４

【八淵蟠龍（浄土真宗本願寺派）発表内容】
The radiating light of the civilization of the present century, to be seen in Europe and America,
is reflected on all corners of the earth.

My country has already opened international intercourse

and made rapid progress, owing to America, for which I return many thanks.
the world’s civilization, however, is limited always to the near material world.

The present state of
It is because every

religion, stooping in each corner, neglects its duty of universal love and brotherhood.

But, at last,

the day came fortunately that all religions sent their members to attend the world’s religious
congress in connection with the Columbia exposition of 1893.
Buddhism is the doctrine taught by Buddha Shakyamuni.

The word Buddha is Sanskrit and

in Japanese it is Satorism, which means understanding or comprehension.

It has three meanings:

self-comprehension; to let others comprehend; and perfect comprehension. When wisdom and
humanity are attained thoroughly by one he may be called Buddha, which means perfect
comprehension.

In Buddhism, we have Buddha as our savior, and the spirit incarnate of perfect

self-sacrifice and divine compassion, and the embodiment of all that is pure and good.

Although

Buddha was not a creator and has no power to destroy the law of the universe, he had the power of
knowledge to know the origin of nature and end of each revolving manifestation of the universal
phenomena. He suppressed the craving and passions of his mind until he could reach no higher
spiritual and moral plane.

As every object of the universe is one part of the truth, of course it

may become Buddha, according to a natural reason.
The only difference between Buddha and all other beings is in point of supreme
enlightenment.

Kegon Sutra teaches us that there is no distinction between Mind, Buddha and

Beings, and Nirvana Sutra also teaches us that all beings have the nature of Buddhahood.

If one

does not neglect to purity his mind and to increase his power of religion, he may take in the
spiritual world or space and have cognizance of the past, present and future in his mind.
Kishinron tells us that space has no limit, that the worlds are innumerable, that the beings are
countless, that Buddhas are numberless.

Buddhism aims to turn from the incomplete,

superstitious world to the complete enlightenment of the world of truth.
The complete doctrines of Buddha, who spent fifty years in elaborating them, were preached
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precisely and carefully, and their meanings are so profound and deep that I cannot explain at this
time an infinitesimal part of them. His preaching was a compass to point out the direction to the
bewildering spiritual world.

He taught his disciples just as the doctor cures his patient, by giving

several medicines according to the different causes. Twelve divisions of sutras and eighty-four
thousand laws, made to meet the different cause of Buddha’s patients in the suffering world, are
minute classifications of Buddha’s teaching.
Buddhism?

Why are there so many sects and preachings in

Simply because of the difference in human character.

His teaching may be divided

under four heads: Thinking about the general state of the world, thinking about the individual
character simply, conquering the passion, giving up the life to the sublime first principle.
There is no room for censure because Buddhism has many sects which were founded on
Buddha’s teachings, because Buddha considered it best to preach according to the spiritual needs
to life hearers, and leave to them choices of any particular sect. We are not allowed to censure
other sects, because the teaching of each guides us all the same place at last.

The necessity for

separating the many sects arose from the fact that the people of different countries were not alike
in dispositions, and could not accept the same truths in the same say as others. One teaching of
Buddha contains many elements which are to be distributed and separated. But as the object, as
taught by Buddha, is one, we teach the ignorant according to the conditions that arise through our
different sects.

If you wish to know about Buddhism, thoroughly you must begin the study of it.

Those of you who would care of know the outline of Buddhism might read Professor Nanjo’s
English translation of the “History of the Japanese Buddhist Sects.”

This will also give you a

general idea of the Buddhism in Japan.

【筆者による日本語訳】
今世紀において欧米で始まった文明による輝かしい光が地球の隅々まで照らすように
なった。我が国、日本でも国際関係のなかで急速な発展がされたことはアメリカに深く感
謝することころである。しかしながら、世界文明の現状は物質的文明（唯物的文明）に留
まり、精神的文明には至っていない。その理由としては、各々の宗教はそれぞれの内に籠
もり未だ普遍的な博愛と同胞愛の域に至っていないが、ようやく１８９３年のコロンビア
世界大博覧会の万国宗教会議に各宗教がそれぞれの出席者を送ることになった。
仏教とは釈迦牟尼仏による教法である。
「仏」とはサンスクリット語であり、
「覚」を意
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味し、日本語では「悟り」となる。この「覚」には、自覚、他覚、また覚行円満の三義が
あり、智慧は無明を破り真理に達する自覚であり、覚他とはこの自覚を他人に転覚するも
のである。自覚は智慧によって、また他覚は慈悲によって完成され、この智悲の二徳を一
身において覚行円満するものを「仏陀」と称する。
仏陀はわれわれの救済者であり、完全なる智慧と慈悲、また清浄と善がこの世に具現化
したものである。仏陀は神（ゴッド）のような創造主ではない。また万有の理法を破壊す
るような力は持ち合わせていないが、万有の現象を顕示する智慧を有している。
仏陀と凡夫の差異は覚が完全か不完全かによる。『華厳経』は真如、仏陀および衆生の
三者において差異はないとする。
『涅槃経』はすべての衆生は仏性を有するとし、
『大乗起
信論』では無数なる世界、衆生、仏を説く。仏教は不完全なるものや迷信から真実なる完
全な悟りを目指すものである。
仏陀は医者がそれぞれの患者に接するように待機説法を行った。「十二部経」や八万四
千の法門と呼ばれるように無数の説法が示されているが、その理由は受け手である人間
（衆生）の性格が異なるためである。仏陀の説法の内容は、迷いの世界について、衆生の
本質について、煩悩を征服すること、そして世俗的生き方から気高き本質を目指すことの
四つが考えられる。
仏教には受け手側の理解や能力に従って数多くの宗派があるが、各宗派は他宗派を非難
することは許されない。というのは、いずれの教法も最終的には同じ結果に導くからであ
る。特に世界宗教において国も異なり、真理が意味することも異なる。それ故に仏陀の教
法は数限りなく、それぞれの受け手に対して伝達されるのである。仏教についてより学び
たいなら、南条文雄の『日本仏教宗派の歴史』の英訳を勧める。

【釈宗演（臨済宗）発表内容】
As the phenomena of the external world are various and marvelous, so is the internal attitude
of human mind.

Shall we ask for the explanation of these marvelous phenomena?

universe in the constant flux?
agitation?

Why do things change?

Why is the

Why is the mind subjected to a constant

For these Buddhism offers only one explanation, namely, the law of cause and effect.

Now let us proceed to understand the nature of this law, as taught by Buddha himself:
First:The complex nature of cause.
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Second:

An endless progression of the causal law.

Third:

The causal law in terms of the three worlds.

Fourth:

Self-formation of cause and effect.

Fifth:

Cause and Effect as the law of nature.

First. The complex nature of cause. A certain phenomenon cannot arise from a single cause,
but it must have several conditions; in other words, no effect can arise unless several causes
combine together.
Second. An endless progression of the causal law. ・・・・As there is no effect which is not
a cause, so there is no cause which is not an effect.
beginning, no end.

Buddhism considers the universe has no

Since, even if we trace back to an eternity, absolute cause cannot be found, so

we come to the conclusion that there is no end in the universe. ・・・the causal law is in a logical
circle changing from cause to effect, effect to cause.
Third. The causal law in terms of three worlds, namely, past, present and future. All the
religions apply more or less the causal law in the sphere of human conduct, and remark that the
pleasure and happiness of one’s future life depend upon the purity of his present life.

But what is

peculiar to Buddhism is, it applies the law not only to the relation of present and future life, but
also past and present.・・・As the pleasure and pain of one’s present action, so the happiness or
misery of our future world will be the result of our present action.
Fourth.

Self-formation of cause and effect.

We enjoy happiness and suffer misery, our own

actions being causes; in other words, there is no other cause than our own actions which make us
happy or unhappy.
others fell unhappy.

Now let us observe the different attitudes of human life; one is happy and
・・・Thus various attitudes of human life can be explained by the

self-formation of cause and effect.
punishes him.

There is no one in the universe but one’s self who rewards or

The diversity in future stages will be explained by the same doctrine. This is

termed in Buddhism the “self-deed and self-gain,” or “self-make and self-receive.”
hell are self-made. God did not provide you with a hell, but you yourself.

Heaven and

The glorious

happiness of future life will be the effect of present virtuous actions.・・・Indeed, too much
approbation could not be uttered to honor his sacred name.
Fifth. Cause and effect as the law of nature. According to the different sects of Buddhism,
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more or less, different views are entertained in regard to the law of causality, but so far they agree
in regarding it as the law of nature, independent of the will of Buddha, and much less of the will of
human beings.

The law exists for an eternity, without beginning, without end.・・・If you ask me

who determined the length of our life, I say, the law of causality.
me miserable?
causal law.

Who made him happy and made

The law of causality.・・・I reply, in Buddhism the source of moral authority is the

Be kind, be just, be humane, be honest, if you desire to crown your future.

Dishonesty, cruelty, inhumanity, will condemn you to a miserable fall.
Our sacred Buddha is not the creator of the creator of this law of nature, but he is the first
discoverer of the law who led thus his followers to the height of moral perfection.・・・Indeed, too
much approbation could not be uttered to honor his sacred name.

【筆者による日本語による要旨】
仏陀の説いた因果法を以下の五項目に基づいて説明する。
第一：複雑な原因の本質。単なる原因ではなく、因縁生起の現象を取り上げる。
第二：因果法の永遠なる継続。仏教の時間軸は無始無終である。
第三：三世における因果法。過去・現在・未来の三世にわたる業（行為）は現在から
未来に影響するだけではなく、過去から現在にも影響している。よって、未来における現
象は現在の結果といえる。
第四：因果法の自業自得。キリスト教がいう天国や地獄は仏教では、自分が生み出す
ものであり、神が決定するものではない。すべての現象として現れる結果は自分の行為に
よる結果である。
第五：自然法としての因果法は仏陀の意思なるものではなく、また人間の意思による
ものではない。因縁生起は自然法として因果法である。
目覚めた仏陀はこの因果法の創造主ではなく、その法に初めて気付づき、人びとをよ
り崇高な精神に導いた。ここに仏陀を崇める意義がある。

【芦津実全（天台宗）発表内容】
My subject is Buddha. This subject might be treated in two ways, either absolutely or
relatively.

But if I were to take an absolute way I am afraid I should not be able to utter even a
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single world, because, when Buddha is observed at absolute perfection, there is no world in human
tongue which is powerful enough to interpret the state of its grand enlightenment. So, meanwhile, I
stoop down to the lower stage, that is, to the manner of relativity, in treating this subject, and will
explain the highest human enlightenment, which is called Buddha, according to the order to its five
attitudes; that is, denomination, personality, principle, function and doctrine.
Denomination – Buddha’s three-bodies; Hosshin, Hoshin, and Wojin.
Personality – Buddha is perfectly free from live and death (Fusho fumetsu).
Principle – The fundamental principle of Buddha is the mind, which may be compared to a
boundless sea into which the thousand rivers of Buddha’s doctrine flow; so it is Buddhism
comprehends the whole mind.
Function: Three sacred virtues are essential functions of Buddha, which are the sacred
wisdom (absolute wisdom), the graceful humanity (production of wisdom), and the sublime
courage.
Doctrine – Kyo-Ritsu-Ron
Five epochs of Buddha’s preaching.

五時

Two thousand nine hundred and twenty years ago --- that is, 1,026 years before Christ, the
world become honored, Prince Siddhartha was born.・・・I believe our Buddha Gaya movement will
bring people of all Buddhist countries into close connection and be instrumental in promoting the
brotherhood among the people of the whole world.

【筆者による日本語の要旨】
私のテーマは仏陀である。
「仏陀」については、絶対的な説明と相対的な説明ができる。
絶対的な立場から仏陀を言語によって説明することと、その絶対性を失うことになる。よ
ってここでは相対性において説明を行う。すなわち、仏陀とは人間として最高の悟りを得
た釈尊による体（三身）、不生不滅、本質（体）、はたらき（用）、教義（教・論・律）と
して説明できる。仏陀の教説は天台教義の五時八教（噸・漸・秘密・不定・蔵・通・別・
円）に従って語ることができる。２，９２０年前、すなわちキリスト誕生の１，０２６年
前にシッダータ王子は誕生し、ブッダガヤの菩提樹の下で王子はついに悟りを開き仏陀と
なられた。その教えは世界に人びとに広がり、同朋運動が展開されることになった。
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【土宜法竜（真言宗）発表内容】
All Buddhas teach in two ways: One is to teach the truth of doctrine; the other is to guide the
goodness and righteousness of mankind.
Buddhism teaches ten commandments, such as not to kill, not to steal, not to commit adultery,
not to tell a falsehood, not to joke, not to speak evil of others, not to use double tongue, not to be
greedy, neither be stingy, not to be cruel.

Such commandments guide us into morality and

goodness kindly and minutely by regulating our everyday personal action.

Such commandments,

by pacifying, purifying and enlightening our passion, as well as our wisdom shall make the present
society a holy paradise of purity, peace and love.
Buddhism never cares what the outside garment might do.
and morality of mankind.

It only aims to promote the purity

It (Buddhism) only appreciates the goodness and righteousness.

Buddha himself called Buddhism “a round, circulating religion,” which means the truth common
to every religion, regardless of the outside garment.・・・In short, Buddhism teaches us that the
Buddhism is truth, the goodness of truth who is common to every religion.
Buddhism has been a living spirit and nationality of our beloved Japan for so many years and
will be forever. ・・・ Buddhism is the spirit of Japan: her nationality is Buddhism.

This is the

true state of Japan.
We, Buddhists welcome any who are earnest seekers after the truth, but can we keep silent to
see the falsehood disturbing the peace and nationality of our county?
as that is against peace, love and order, fraternity and humanity.

I should say that such a one as

that is against the truth. He who is against the truth had better die.
You breathe the truth as you do the air.

I should say that such a one

You are amidst the truth.

And you surely indorse my opinion, because it is nothing

but the truth.
We, Buddhists welcome any who are earnest seekers after the truth, but can we keep silent to
see the falsehood disturbing the peace and nationality of our county? ・・・I should say that such
a one as that is against peace, love and order, fraternity and humanity.
one as that is against the truth.
the truth.

I should say that such a

He who is against the truth had better die. ・・・You are amidst

You breathe the truth as you do the air. And you surely indorse my opinion, because

it is nothing but the truth.
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【筆者による日本語の要旨】
仏教のおける仏陀には二通りの教法がある。一つに教義の真実性を説くこと、二つに
人間としての善良と正義に導くことである。
仏教にも「十戒」というものがあり、それらは殺生・偸盗・邪淫・妄語・綺語・悪口・
両舌・貪・瞋・癡の十のことである。これらの戒律は道徳、善良を軸として日常生活の基
盤となる。また、これらの戒律は心を静め清め、生きることへの意義を明確にすると共に
社会の健全性、平和と愛を育むことになる。
仏教の教えの目的とは、人間の健全性と道徳性であり、善良と正義を重んじる。釈尊は
仏教の教えをいかなる宗教に対して、その真実性を提示することができる「円を描く宗教」
とした。仏教は真実の教えであり、それはいかなる宗教においても共通といえる。
仏教は長い年月をかけて美しい日本において伝えられて来たものである。その意味で仏
教は日本の精神ともいえるし、また日本の精神は仏教に根差すものである。
仏教は真実を求め人々に広く門戸を開けている。しかしながら、日本の平和と国政を乱
す他国を見過ごすべきであろうか。そのような国は平和、博愛、人間愛を乱すものであり、
真実に反している。これは真実であり、皆さまから支持をいただけることを確信している。

１

Richard Hughes Seager, Buddhism in America (New York: Columbia University Press, 1999), p. 37.
政教社と尊王仏大同団の双方の設立メンバーでもあった。世界会議開催までに、
『日本宗教未来記』
（１
８８９年）と『東洋新仏法－憲法正眼』（１８９０年）を書いている。
３６名のスピーチ原稿は、ハンソン (J.W. Hanson) 編集による The World’s Congress of Religions: The
addresses and papers delivered before the Parliament, and an Abstract of the Congress, held in Chicago, August
1893 to October 1893, under the Auspices of The World’s Columbian Exposition (Tokyo: Edition Synapse, 2006)に
所収されている。それぞれのスピーチ題目は、鈴木大拙英訳による釈宗演「仏陀の説いた因果法則」(The
Law of Causes and Effect, as Taught by Buddha)、土宜法竜「日本における仏教」(What Buddhism Has Done for
Japan.)、芦津実全「仏陀」(Buddha)、八淵蟠龍「仏教」(Buddhism)、平井金三 (What Buddhism Teaches of Man’s
Relation to God, and Its Influence on Those Who Have Received It.)、野口善四郎 (The Religion of the World)
といったものである。また、万国宗教大会では『一切経』を寄贈し、野口善四郎英訳の清沢満之著『宗教
哲学骸骨』､黒田真洞著『大乗仏教大意』、赤松連城著『真宗大意略説』などの英訳が寄贈品として来会者
に配布された。
４ 参考資料として John Henry Barrows (eds.) The World’ s Parliament of Religions, (Chicago, the Parliament
Publishing Company, 1892, 2 volumes)を使用。
５
森孝一「シカゴ万国宗教会議：１９８３年」『同志社アメリカ研究』26, 1990, pp.1.21.
６
『宗教』第４号（１８９２年（明治２５年）２月５日発行）p.7.
７
前掲 pp.6-7.
８
前掲 p.8.
９
『宗教』第１８号（１８９３年（明治２６年）４月５日刊行）は雑録「万国宗教大会に就て仏教有志
家の告白」pp.294-295. 同内容は『仏教海外開教史資料集成 北米編 第５巻』p.25 にあるオープンコー
ト社発行の「世界宗教会議及び公開講演会記録」にも現代語として記載されている。（1.世界の偉大な歴
史的宗教の指導的な代表者たちを、史上はじめて一堂に会合せしめること。2.多くの諸宗教がいかなる重
２
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要な真理を共有し、またいかにしてそれを説き教えているかを、最も印象的な方法で人びとに示すこと。
3.友好的な話し合いと、相互のよき理解とを通して、宗教無差別論的な気風を醸しだされぬようにつとめ
つつ、また、ただ単に形式的、外面的な一致を求めるようなことをしないで、様々の信仰をいだく宗教
者たちの間に、人類の同朋精神を促進し深化すること。4.十分は資格を有する人びとにより、おのおのの
宗教およびキリスト教世界のさまざまな主流が、それぞれ信奉し、宣べ伝えるところの、重要な独自の
真理と見なされているものは何であるかを示すこと。5.有神論の確乎たる根拠と、人類の不死の信仰のゆ
えん、および宇宙の唯物論哲学に反対する力を一致させ、教化させる必要を示すこと。6.バラモン教、佛
教、拝火教、マホメット教、ユダヤ教、その他の諸信仰の指導的な学者的な学者や、キリスト教世界の
各種の教会の代表者から、いろいろな宗教が、発達した民族の間で、文学、芸術、産業、政治、家庭お
よび社会生活に与えている精神的および他の影響をじゅうぶんに正確に陳述してもらうこと。7.おのおの
の宗教が、世界の他の諸宗教に対して、いかなる照明を与えうるかを探求すること。8.世界に公表し、永
久に記録するために、地上の指導的な民族の間における宗教の現状と展望との、正確にして信頼のおけ
る記述を作成すること。9.資格ある人びとから、宗教が現今の時代の重要な諸問題、とくに節制、勤労、
教育、富と貧困とに関連した重要問題に、いかなる照明を投じたかを見出すこと。10.地上の諸国家を、
永遠の国際平和を確保せんとの希望のもとに、いっそう友好的な関係に導き入れること。）英語原文は、
John Henry Barrows (eds.), The World’s Parliament of Religions を参照。
１０ 『三寳叢誌』は、浄土真宗本願寺派の島地黙雷、赤松連城や真宗大谷派の南条文雄、古谷覚寿らが結
成した「令知会」の月刊誌で、仏教についての論説・講義を掲載するだけでなく、仏教界全体や国政の動
向についても記載している。初めは『令知会雑誌』と名乗り、第９８号より『三寳叢誌』と改名。
１１ 『令知会雑誌』第８７号（１８９１年、明治２４年６月２３日発行）pp.1-3。
原文：「今や我日本の佛教は、之を欧米各国に、実地に宣教すべきの好機会に達せり、此際我佛教家は、
蹶然奮起し、此好機会を空うすべからざるなり、吾人思ふに、我日本の佛教は、既に退守の時代を経過
せり、今は漸く進取の時代に向へり、而して進取の機、亦方に熟せり、是れ寳に千載の一遇、再び得難
きの好時機なり、看よ欧米人の脳髄は、今日既に耶蘇教の非真理なることを認め、漸く之を厭うの念あ
り、而して人類は、知識の進歩するに随ひ、高尚なる真理を求め、之に帰せんことを願ふの情あるもの
なれば、一方に耶蘇教を厭うと、同時に一方に高尚なる佛教の真理を得んことを欲せり、今日欧米人に
して、中等以上に帰し、少しく学識思想あるもの、皆領を引き、首を延べて、佛教の真理を聞かんこと
を望めり、其機此の如し、此時に当り、人ありわずかに一指を其機に触れ、道火を其薬に点せば、爆然
一発、恰も煙火の中点に破裂し、須臾に大空を掩ふて降るが如く、欧米全土を挙げて、佛教国となさん
事、敢て難にあらず、海外宣教の名、吾人之を聞こと久し、ただに其名を聞くのみにあらじ、為は海外
宣教会を設け、英京は其支部を置き、英文雑誌を発行するなど、随分務めざるはあらずと云えども、吾
人を以て見れば、是れ畢竟未だ積極の運動なるに過きじ、否寧ろ海外宣教なる名称を下すは堪へじと云
うべし。吾人は近来、我日本の僧侶が、足屡々欧米各国の地を踏を知る、然れども是れ多くは、学術修
業の為にあらざれば、宗教視察の為にして、未だ曾て彼れ傳道師等が、単に傳道の目的を以て、日本に
渡来するが如く、純然たる海外宣教の大目的を以て、一人の彼地に到るものあるをみさるなり。」
・・・・・
「是れ偏に佛教の真理、社会に其価値を認められたるの結果にして、今後人智益々発達せば、妄誕不智
の説は次第に世に排斥せられ、高尚真理の宗教のみ、独り存するに至るべし、夫れ機械は得がたくして
失ひ易し、海外宣教の機、今や実に熟せり、日本教徒、如何に不敏なりとも、何ぞ今日を空過すべけん
や・・・」
１２ 『令知会雑誌』第８７号（１８９１年、明治２４年６月２３日発行）pp.5-8.
原文「論説－米国大博覧会に日本佛教家の出品を望む」：「其は此大博覧会を利用して、既に耀きつつあ
る、我佛教の妙光を、一層広大な、欧米各国の発耀せんこと是れなり。・・・（中略）・・・今日佛教の、
欧米各国到る処、中等以上の社会に日に信者の数を加ふるに至りたるは、全く是が為めなり、真理の慈
光に今や欧米の野を照らせり、欧米の民は、両手を挙て佛教の真理を知らんことを望めり、此時に当り
て、我佛教家たるもの、少しく計画するところあらば、全世界を挙て普く佛教の真理を光被せしめんこ
と固より難しとせぞ。蠢たる彼の耶蘇教何ぞ云ふに足らんや、我佛教家何ぞ進で之を沽らざる、徒らに
櫝に納めて値を俟つことをせん、此度米国に開く、大博覧会の如き、之を沽るに付ては、実に得がたき
好機会にあらぞや、前に云ひし如く、米国は世界の富国にして、啻に商業上、我国の大得意先なるのみ
ならぞ、真理の好華主也、佛教の得意場なり、聞く米国に於ける佛教思想は、近来著るしく進加し、中
等以下は、尚耶蘇教の支配はあるも、其れすら単に形式上に留まり、中以上に至りては、全く耶蘇教の
範囲を脱し、其半はユニテリアン教を奉し、他の多数殊に学者社会に在りでは、皆佛教を慕ひ、其真理
に帰するもの日に月に多く、之に関する数種の雑誌すら発兌せられ居る程なり左れば近来欧米各国、佛
教流通の機漸く熟せりと云へども、就中米国は最も其好時機に到達せり、若し之に加ふるに、一点の道
火を以てせば、コロンブス発見の新世界は、忽然変じて仏教国となるべし、然らば此度の博覧会の如き、
単に之を実業商人の出品のみに抛擲せず、真理の得意場として、我日本佛教家の奮て佛教に関する出品
を為すは尤も然るべしと思ふなり、而して吾人が佛教家の出品を望むば、敢て佛像経巻の類にあらず、
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我国佛教に関する教育上の出品なり、吾人は少なくも左の三項丈に是非とも出品せられんことを切望す。
① 大蔵経目録類表
② 印度支那日本三国に渉る佛教の歴史
③ 各宗大中小学校の制度科程及ひ学生の数其各学校の写真等
１３
鈴木範久『明治宗教思潮の研究』（財団法人東京大学出版会、1979 年）P.210.
１４
八淵蟠龍『宗教大会報道』
（興教書院、1894 年）pp.21-22. 同内容は『仏教海外開教史資料集成 北米
編』第５巻 p.26 にも記載あり。
１５ 嵩満也「シカゴ万国宗教会議と明治初期の日本仏教界－島地黙雷と八淵蟠龍の動向をとおして」
『国
際社会文化研究所紀要』第１３号、２０１１年；中西直樹・吉永進一『仏教国際ネットワークの源流－海
外宣教会（１８８８年～１８９３年）の光と影』
１６ 『海外仏教事情』は、普通教校（龍谷大学の前身）の学生が中心となって結成された海外宣教会が刊
行した月刊誌であり、海外での仏教伝道あるいは仏教事情だけでなく、海外の宗教事情や思想を日本語に
訳して紹介している。
１７ 『海外仏教事情』第２６号（１８９２年、明治２５年７月５日発行）
「論説：シカゴ大博覧会に就て
仏教者に望む」、pp.2-3.
１８
前掲、p.4.
１９
前掲、p.5.
２０ 前掲、pp.5-6.
２１ 前掲、p.7.
２２ 『海外仏教事情』第２７号（１８９２年、明治２５年８月５日発行）の雑録「シカゴ大博覧会」
、pp.8-9.
２３ 『海外仏教事情』第２９号（１８９２年、明治２５年１０月１０日発行）
「論説：大乗教西漸の機運」、
p.5. 原文：
「委員長バーロース氏よりは南条博士及び我曹に向て懇切なる招状を贈来し我曹より芦津土岐
釈伊達等神仏知友諸氏の名字を報道したるに右の各位へも夫々招状を寄贈せり・・・此会同を機会とし
進んで更に欧州に航遊せしめ、欧州各国の中原に於て大音宣布響流十方の端緒を開き一大伝道会を組織
し以て我大乗の妙旨を口説筆演し仏教の真面目を開示して以て欧人をして未曾有の本懐を満足せしめ枯
渇の適応せしめんことを欲するものなり。」
２４ 『海外仏教事情』第３０号（１８９２年、明治２５年１１月１０日発行）
「シカゴ大博覧会に就て」、
pp.4-5. 原文「交通の便未だ開けざる間ならば兎に角も万国交際の便を得たる今日にありて、猶海外の布
教に汲々たらざるは仏教の為に惜しまざるを得ざるなり。
・・・未だ其人の現はるるを見ず余輩は仏教の
為め一日も速に其人物の奮起せんことを奮望して止まざるものなり。」
２５ 前掲、p.7. 原文： 「明治２６年５月１日より米国シカゴ府に開設する世界大博覧会に於てバロルス
（バーローズ）博士の発起に係る万国宗教大会を開くと是れ誠に我仏教の真理を六大洲の人民に知らしむ
る好機縁にして殊に余輩の喜ぶべきは欧州各国現時の形勢日に月に領を引きて仏教の真理を開かんと欲
するの念益々深厚なること是なり。わけて近来英米仏独の各州より日本仏教宣教師の派遣を促し来れり、
ああこれ仏天欧米布教の因縁をして我国教徒に与えたまへるものと云うべきなり。」
２６ 『海外仏教事情』第３３号（１８９３年、明治２６年３月１９日発行）
「寄書：海外宣教問題と日本
仏教の革新」、p.19。原文：
「海外宣教尚早しとは是れ政治家の云うべき言にして宗教家の云うべき言に非
るなり。・・・海外宣教問題こそ日本仏教革新の刺激剤なる。」
２７ 『海外仏教事情』第３３号（１８９３年、明治２６年３月１９日発行）p.17、記事「宗教大会の出席
者」。
２８ 『明教新誌』は、大内青巒が主宰した隔日紙で、明治の仏教界の啓蒙誌的な役割を果たした新聞であ
る。いずれも活動の中心に浄土真宗が深く関わっている。
２９ 『明教新誌』３１７９号（１８９３年、明治２６年１月１２日）
、p.5. 原文「雑報：シカゴ博覧会出
席の件」
：
「本年米国シカゴ博覧会の付属なる万国宗教家の大会議に島地黙雷師と同本願寺の代表者として
派遣せしむる云々の件も参考の為め本山に留め置く事に相成りたる由去れば是に連帯したる仏国開教の
建議も暫らく延引せらるゝ事になるらなん然し何れも廃案となるしものにあらざれば他日気運の到来す
る事あれば直に之を実行せらるゝ事もあるならん。」
３０
『宗教』第１８号（１８９３年、明治２６年４月５日刊行）雑誌「万国宗教大会に就て仏教有志家の
告白」p.298、原文：
「他宗教は耶蘇教の機関に利用せらるるものなりと憶測したる人々もすくなからすと
云えり。」
３１ 『明教新誌』３１８１号（１８９３年、明治２６年１月１６日）
、p.1. 原文：
「此会の組織は、基督教
徒多数を占むるを以て、徒に其教勢を張るの資便となり、・・・抑も此会の為す所、初めより各宗教の真
偽を争うこと、仇敵相当るが如きものにあらず。・・・吾等は我仏教家の、此会を以て我教法を宇内の公
衆に紹介するの一好機と為さんことを望む。」
３２ 『海外仏教事情』第３５号（１８９３年、明治２６年６月３０日発行）
、p.24. 原文：「雑録：会員八
淵蟠龍誌の渡米－同氏は愈々近日を以て本邦を発し太平洋万里の波濤を一蹴し日本大乗仏教者として万
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国宗教大会に臨まんとす。本会は氏の能く勇健勤厳其自ら負へる責任を全うせんことを祈る、同氏渡米の
上は本会の為めに尽力せんことを約せられたり。」
３３ 中西直樹・吉永進一『仏教国際ネットワークの源流－海外宣教会（１８８８年～１８９３年）の光と
影』、144-147 頁。
３４ 脚注１４参照。
３５
『海外仏教事情』第３７号（１８９３年、明治２６年８月３０日発行）、p.19.「新報：日本仏教者渡
米－「日本仏教者にて万国宗教大会議に出席すべき人は前号にも既に記載せしが如く八淵蟠龍、土宜法龍、
芦津実全、釈宗演の諸氏及び野口善四郎氏の五名にて去る四日数百の見送人に擁せられて無事横浜よりバ
ンクーバーにて出帆せり。」
３６
浄土真宗本願寺派内では、代表として島地を万国宗教会議に派遣する合意がなされていたが、結局島
地は同会議に出席することはなかった。その理由としては、健康上の理由しか報道なし、他の理由は不
明。よって島地の万国宗教会議主席もフランス留学も実現せず。一方、真宗大谷派の南條文雄も亡き父
の法事の理由で欠席となる。
３７ 前田恵雲が原本を起草し、島地黙雷、赤松連城らの校閲を経て文学寮教授であった薗田宗恵が翻訳し
たもの。『海外仏教事情』第３５号、p.24 記載あり。
３８
前掲、原文：
「本会よりは施本、
『真宗綱要同問答同略説』及び４２章経、合計三万六千部を送り、仏
教学会より大乗大意二万部にて野口善四郎氏訳、宗教哲学骸骨も若干部を有志者より送付せり。」
３９ 『海外仏教事情』第３９号（１８９３年、明治２６年１０月３１日発行）
、P.20.
４０ 『海外仏教事情』第４０号（１８９３年、明治２６年１１月３０日発行）
、p.13. 原本：「米国万国宗
教大会議において日本の大乗仏教が紹介され、その後は海外宣教の事業が来た。海外宣教会は六年前、即
ち明治２１年のころに西本願寺の普通教校の教職員であった里見、日野、松山等の諸氏によって開設され
たものであり、よって真宗と海外宣教会とは密接な関係にある。英文雑誌の発行の行われ、先の宗教大会
議には、真宗綱要、真宗説略、真宗問答等の小冊子を数多く印刷している。この意味においても、真宗と
海外宣教会とは第二として関係が深い。我等真宗の徒は、この会を用いて、ますます仏祖の恵みを海内外
に布くべきこそ、目下真宗徒の大責任にはあらざるなきか・・・真宗青年の僧侶諸氏よ、深く仏典を学び、
自己の学徳を満たすと同時に、真宗の大法を六大洲に伝えることをせらるべし。これぞ将来青年僧侶の責
任あり。この精神あり、この勇気ある僧侶こそ、其に仏祖の御心にかなふの遺弟なりと云ふべけれ。」
４１ 『明教新誌』３３５２号（１８９４年、明治２７年１月１０日）
、p.7.
４２
八淵蟠龍『宗教大会報道』（興教書院、１８９３年）p.56.
４３ 『明教新誌』３３５８号（１８９４年、明治２７年１月２２日）
、p.5. 原文：
「八淵蟠龍氏は去る１３
日真宗本派法主に拝謁し、法主は海外に旅行し目出度帰朝したるを慰諭さられて、貫沙衣地一疋と扇子を
与えられ、夫れより氏は執行その他の人々へ米国宗教大会へ出席したる理由、及び大会の模様将来海外布
教の異見等を、凡そ３０分間程も縷述せられしよし・・・今や実に海外布教の時機到来といふべし、此時
に当りて彼地に布教せば、その教益少々ならざるべし、又滞在費の如きも都会は少なく費用は要すれども
市外に在りては、一人一日の食費金２５銭雑費金２５銭合計金５０銭を支ふれば足れり、而して布哇国は
何れに達するも便利の土地なると、彼国人の日本人を慕ふの心あると、又日本出稼人の三全余人もあれば、
第一此に開教部を置き、漸く米国その他に布教せば、甚だ便利なり、幸い浄土宗には布哇開教の事を起し、
中西次郎氏を先鉾として彼地へ渡航する者数多ありといへば、此他の宗派にても之と共に先づ布哇に渡り、
在留日本人の教化を本とし、夫より漸く外人に及ぼすは、海外布教の功奏ある必然の事なるべし云々と物
語られたるよし。」
４４
特に平井金三による講演内容に不平等条約が述べられている。John Henry Barrows (eds.) The World’s
Parliament of Religions, (Chicago, the Parliament Publishing Company, 1892, 2 volumes), p.397. 『仏教海外開
教史資料集成』北米編、第５巻（不二出版、2009 年）p.37.
４５ Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism to the West (The University of North Carolina Press, 2003)の
第８章 Buddhism and Treaty Revision – The Chicago Project, pp.172-173. 原文は以下の通り。
The invitation to participate in the World’s Parliament of Religions came as the perfect answer to the
recurrent reform cry to take Japanese Buddhism to the West. Reform rhetoric associated the revitalization of
Buddhism with issues of modernity and maintaining the nation’s sovereignty against western aggression.
Buddhist nationalists, as we have seen, argued that preserving Japan’s independence --- revising international
treaties was an important aspect of this --- depended on demonstrating a strong and distinctive national spirit, on
identifying and developing something uniquely Japanese that would contribute to the general welfare of the
modern international world.
Like Inoue Enryō, they argued that Buddhism was the basis of Japanese
civilization; more important, religion was the one area of endeavor in which Japan excelled all other nations. It
held the truth that the West was now seeking. Talking Buddhism to the West would establish Japan’s intellectual
and spiritual credentials and thereby win the respect of Western nations --- and presenting it at Chicago was a first
step in this process. These aims meshed closely with Japan’s more general exposition project.
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The nature of Japanese religion was itself central to the question of treaty revision. Western powers used the
claims that Japan was uncivilized and that the Japanese were heathen idolaters as excuses for not revising the
treaties. In particular, they refused Japan’s request to abolish the extraterritoriality clause on the grounds that this
would expose their nationals to Japanese laws. The definition of “heathenism” and “idolatry” was not simply a
religious debate but a pivotal contest in this contentious issue. The delegation challenged these charges through
its explication of Buddhism and its place in Japanese society.
４６ The World’s Congress of Religions: The addresses and papers delivered before the Parliament, and an
Abstract of the Congress, held in Chicago, August 1893 to October 1893, under the Auspices of The World’s
Columbian Exposition (Tokyo: Edition Synapse, 2006), pp.15-22
４７
前掲
４８
前掲、Volume 1, pp.409-410.
４９ 前掲、Volume 1, pp.388-390.
５０
前掲、Volume 1, pp.419-427.
５１
前掲、Volume 1, pp.401-403.
５２
前掲、Volume 1, p.494. 原文：The closing hour of this parliament is one of congratulation, of tender sorrow, of
triumphant hopefulness. God has been better to us by far than our fears, and no one has more occasion for
gratitude than your chairman, that he has been upheld and comforted by your cordial cooperation, by the prayer of a
great host of God’s noblest men and women, and by the consciousness of divine favor.
５３
Judith Snodgrass, Japan’s Contribution to Modern Global Buddhism: The World’s Parliament of Religious
Revisited 「近代グローバル仏教への日本の貢献－世界宗教会議再考」(Eastern Buddhist, ns.43 1&2, 2012),
pp.81-102
５４ 参考資料：The World’s Congress of Religions: The addresses and papers delivered before the Parliament, and
an Abstract of the Congress, held in Chicago, August 1893 to October 1893, under the Auspices of The World’s
Columbian Exposition (Tokyo: Edition Synapse, 2006), pp.388-427. 『仏教海外開教史資料集成』北米編、第５
巻（不二出版、昭和３９年）pp.38-44.
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第３節

モダニズムのなかの真宗思想家たち

前節では明治維新から始まった日本仏教の近代化（モダニズム）が１８９３年に開催さ
れたシカゴ万国宗教会議の参加によって、キリスト教をはじめとする宗教多元世界で一層、
その拍車がかかった概要が仏教史的視点から把握できた。日本仏教のモダニズムの流れの
なかで、浄土真宗本願寺派の海外開教は他宗に比べていち早く展開された。本願寺派の海
外開教促進に最も影響を及ぼした八淵蟠龍は、真宗モダニズムの萌芽を植え付けた人物と
言っても過言ではないだろう。
本節では、本願寺派ハワイ・北米開教区にて、八淵に続いて西洋英語圏における真宗モ
ダニズムを形成したと考えられる六名の真宗思想家を取り上げて、かれらの英語文献や英
訳文献を通読して、それぞれの真宗思想を考察する。また、おのおの生涯やお互いの真宗
交流を通しての人間関係や太平洋戦争も考慮に入れて、ハワイ・北米開教区のモダニズム
の流れのなかで発展した真宗思想の系譜と学問的体系化を明確にする。また、分析した真
宗モダニズム思想と第１章で取りあげたマクマハンの仏教モダニズム論との関係性を考慮
しつつ、真宗モダニズムの特異性を抽出することも検討する。

本節で取りあげる人物は以下の六名である。
1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

今立吐酔 (1855 -1931) ・・・・・・・・・・・
今村恵猛 (1867 -1932)・・・・・・・・・・
鈴木大拙 (1870~1966)・・・・・・・・・・・・・・・・
羽栗行道 (1881-1965)・・・・・・・・・・・・
関法善 (1903 -1991) ・・・・・・・・・・・・・・
辻顕隆 (1919 – 2004)・・・・・・・・・・・・・・
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第１項

仏教と科学の融合性に着目した国際派
－ 今立吐酔（１８５５－１９３１）

１．生い立ち
今立吐酔

今立吐酔 (1855 -1931) は福井県今立郡（現在の鯖江市）にある浄土真宗本願寺派満願寺
の次男として誕生した。幼名を芳丸（よしまる）といったが、１４，５歳の頃に福井の禅
寺であった孝顕寺の和尚が『涅槃経』から「吐酔」を取って今立に与えたといわれる。明
治初頭の国政変動は目まぐるしいものであり、海外からの刺激は政治経済、産業だけでは
なく、キリスト教の日本宗教界への参入を含めて想像以上のものがあった。福井では旧藩
松平春獄公が明新館という学校を創立して、英国や米国人から優秀な教官を招き、藩内の
士族出身や一般庶民の青年を入学させて学事を励ましていた。幼少のころから利発であっ
た吐酔は、その一人として１６歳のときに明新館に入学して学ぶ機会を与えられことにな
る。
明新館で吐酔は外国教官の代表として勤めていたアメリカ人宣教師で、理化学教師のウ
ィリアム・エリオット・グリフィス（William Elliot Griffis, 1843 – 1928）１ に師事し、グリ
フィスが福井を離れて東京の開成校に移動する際も同行している。開成校では、大勢の学
生とともにグリフィスから化学、物理、フランス語を学習し、今立は住み込み学生として
グリフィスとは常に英語の会話をした。また、キリスト教の礼拝にも出席した。しかし、
グリフィスは東京には長く留まることなく、１８７４年（明治７）に帰米するが、その際
に吐酔はグリフィスから米国で修学することを勧められ、フィラデルフィアに渡米するこ
とになる。１８７７年（明治１０）にはペンシルベニア州立大学でエンジニアリングを修
め、吐酔の在米は５年間に及び、英語はもとより西洋文化や思想をまた欧米の教育制度を、
身をもって体験することになる。
しかし、グリフィスから洗礼を受けてキリスト教牧師なるように勧められた今立はこれ
を拒否して、グリフィスのもとから去らざるを得ないことになる。経済的に困窮した今立
は、本山浄土真宗本願寺派の島地黙雷に助けを求めたところ、本願寺派の海外留学生とし
て給付金を受けることが許される。
アメリカでの勉学を修めて１８８０年（明治１３）に日本に帰国した今立は、京都府に
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米国の学校制度に従って設立された京都中学校に、２５歳の若
さでその初代校長の座に就く。その在職中の３２歳のときに、
ヘンリー･オルコット（Henry Steel Olcott, 1832 – 1907）２が１８
８５年に著した The Buddhist Catechism を『仏教問答』として日
本語訳をし、１８８６年（明治１９）に仏書出版会から出版し
Henry Steel Olcott
1832 – 1907

ている。本書はオルコットがキリスト教の日曜学校をモデルに、
１８８１年２月にセイロン（現在のスリランカ）やコロンボで

最初の仏教日曜学校を設立した際に、必要に迫られて出版した仏教書である。また、今立
は晩年７４歳に鈴木大拙の監修のもとで『歎異抄』の英訳を初めて試みた人物でもあり、
英訳『歎異抄』は鈴木大拙による Collected Writings on Shin Buddhism （１９７３年）に収
録された。３
本項では、福井県にある浄土真宗本願寺派満願寺の次男として生まれた今立が日本語訳
をしたヘンリー･オルコット著である The Buddhist Catechism の『仏教問答』に焦点をあて
ながら、今立の仏教と科学の融合性 (Hybridity) の主張が真宗モダニズムへと発展の一途
を築いたことを検証することを目的とする。

２．『仏教問答』日本語訳にみる今立の仏教思想－仏教と科学の融合性

仏教神智会協会の会長であったオルコットがスリラ
ンカなどの東南アジア諸国での仏教復興のために１８
８１年に発行したThe Buddhist Catechism は、今立吐酔
によって日本語訳され『仏教問答』として、１８８６
年（明治１９）に仏書出版会から出版された。表紙に
は「米国人エッチ、エス、ヲルコット氏著、日本京都
中学校長
今立吐酔日本語訳
『仏教問答』1886 年出版

今立吐酔訳」と記載されている。また、英

語での但し書きとして、A Buddhist Catechism according
to the cannon of the southern church by Henry S. Olcott,

President of the Theosophical Society, etc.

Approved and recommended for use in Buddhist

schools by H. Sumangala, High Priest of the Pripada (Adams Peak) and Galle, and Principal of the
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Widyodaya, Privena (Buddhist College) とされ、上部座仏教の高僧であるスマンガラ（H.
Sumangala） による仏教教育促進のための推薦書の言葉が添えられている。オルコットに
よるこの教理問答形式の仏教教科書は、キリスト教の宣教において入門者に問答形式で教
理を教える『カテキズム・教理問答』を模したものである。内容的には釈尊を中心とした
合理的で科学的な宗教として仏教を提示したものであり、仏教をキリスト教プロテスタン
トの教義に照らし会わせて西洋近代合理主義的観点から仏教思想を説明したものとして、
新しい仏教教義の構築を目指す仏教モダニズムの原型を見ることができる。また、釈尊の
伝記とその教義を分かり易く伝えて南方（小乗）仏教を広めることでスリランカ（当時の
セイロン）へのキリスト教宣教を防ぐことも大きな目的であった。
今立がオルコット著によるA Buddhist Catechism の日本語訳に到った経緯は、赤松連城が
本書の内容に感動したことに端を発する。序文に赤松連城は、
「経ニ曰ク、一切衆生悉佛性
又曰佛種従縁起伏ヲ惟レハ佛陀ノ聲教源ヲ印度ニ発シ北ハ西域蒙古南ハ・・・支那延テ吾
邦ニ及フ弘通ノ・・・未欧米諸州ニ至ラス是豈土ノ衆生佛性ナキカ蓋其機縁未熟セサルニ
由ルナリ・・・」と述べ、その後、
「近来は東西の文化交流が整い、西洋の事情にも、また
我教にも通じる機が現れている。そのようななかで、オルコット氏著作の書簡と著作であ
る『仏教問答』を受け取ったところ、その内容は素晴らしいものであり、西京に帰って中
学校長である今立吐酔に示したところ、彼は日本語訳を行った。この『仏教問答』によっ
て当時のスリランカが英国植民地下のなかでキリスト教国家になっていくことを食い止め、
仏教が維持されたことを高く評価したい。このように仏教に精通した西洋人としては、オ
ルコット氏の他に英国のシネット氏、米国のアルノルド氏などの学士がいる。まさに仏陀
の教えは虚しいものではない」４と述べている。続いて、オルコットによる執筆の目的は
キリスト教宣教を防ぐためであることが述べられている。５
今立は日本語訳を行うにあたって、仏教専門用語を避け、一般人にも理解可能な平素な
言葉を使用したことを凡例に記載している。オルコットによるThe Buddhist Catechism の原
本には１５３の問答が設定されているが、今立の翻訳『仏教問答』は日本語訳の都合上１
６８問答に設定されている。その構成は、The Life of Buddha（釈尊の生涯）
・The Dharma or
Doctrine（仏法とその教義）
・The Sangha（サンガ）・The Rise and Spread of Buddhism（仏教
の興隆と伝播）
・Buddhism and Science（仏教と科学）の五部構成になっており、第１問：
「汝
ハ如何ナル宗教ヲ奉スルヤ」
、答：
「佛教者ナリ」、第２問：
「佛教者トハ如何」答：
「吾佛世
尊ニ随順シテ教法ヲ信スル者ナリ」、また第３問：
「佛陀ハ所謂神ナルヤ」答：
「否」を冒頭
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として、問答形式に仏教教義が展開される。なかでも特に今立は、仏教と科学の問答に関
して以下のように入念な翻訳を行っている。６

第７０問 「此ノ如キ仏教ノ説ク所ハ

近世科学ノ許ス所ナルヤ否ヤ」(Is the Buddhist

doctrine supported or denied by the teachings of modern science?)
答：

「是則チ原因ト結果トノ説ナル故ニ最モ近世ノ科学ト符号スル者ナリ

科

学ノ説ニ依レバ人ハ下劣ニシテ不完全ニ形相ヨリ漸次上勝完全ノ状態ニ昇進払充ス
ル法則ニ従テ生成セシモノナリト云フ」(True science entirely supports this doctrine of
cause and effect.

Science teaches that man is the result of a law of development, from an

imperfect and lower, to a higher and perfect, condition.)

第７１問 「科学ノ説ヲ何ト名ルヤ」(What is this doctrine of science called?)
答：

「進化」(Evolution)

第７２問 「此他ニ猶佛教ノ説ニシテ科学ノ敷演スル所ノ者アルヤ」(Can you show any
further endorsement of Buddhism by science?)
答：

「佛説ニ曰ク人類ノ発生スル前ニ類似ノ生ヲ具有セ者多ク有リト又人類ノ

問ニ自然淘汰アリ則チ人ニシテ他ヨリ速ニ最上智ヲ得テ涅槃ニ達スベキ者アリ乃チ
菩提薩埵ノ中ニモ三種アリ」(Buddha’s doctrine teaches that there were many progenitors
of the human race; also that certain individual have a greater capacity for the rapid
attainment of Wisdom, and arrival at Nirvana, than others.

Of Bōdhisats there are three

kinds.)

第７５問の答えとして、
「近世科学ノ教ル所モ亦此ノ如シ地球上ニ現出スル无量ノ生物中最速ニ完全ノ度ニ達
スルアリ。少シ速ニ達スルアリ又遅ク達スルアリト仏説ニハ再ヒ生ルル時ニハ其前生
ノカルマ（業）ト称シテ善悪ノ行事ノ大小ニ随テ其生ヲ変スルモノナリト科学者ノ云
ウ所ハ新ヒ形ヲ成スモノハ幾分カ其前生ノ環象ノ結果ヲ受クル是ニ由テ之ヲ観レハ科
学ト根本ノ大意ニ於テ一致セル所アリ」(Just so modern science teaches that, out of the
millions of beings that appear upon earth, some reach perfection most quickly, some less
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quickly, and other lease quickly.

Buddhists say that the nature of the rebirth is controlled by

the Karma – the preponderance of merit or demerit --- of the previous existence. The men of
science say that the new form is the result of the influences (Environment) that surrounded the
previous generation.

There is thus an agreement between Buddhism and science as to the

root-idea.)

第７６問「而テ仏教科学共ニ万物一般ニ普通ノ法則ニ従フモノナリト説クヤ」(And then,
do not both Buddhism and science teach that all beings are alike subject to universal law?)
答:「両ナカヲ教フルコト然リ」(Both do so teach.)

第９７問「仏教ハ耶蘇教徒ノ両約書ニ於ルカ如ク此書ヲ総テ天授ノ者ト信スルカ」(Do
Buddhists believe these books to be inspired in the sense that Christians believe their bible to
be?)
答:「否。仏教ハ此書ノ述ル所総テ殊勝ノ法ニシテ之ヲ知テ自ヲ仏果ヲ証スルノ階梯
タルカ為ニ此書ヲ尊信スルナリ」(No.

But they revere them as containing all the parts

of that Most Excellent Law, by the knowing of which man may save himself.)

縁起と因果論に関する第１０１の問いに対しては以下のように答えられている。
「仏教ニ於テ凡ソ人ナル者ハ其身ノ善悪ノ業ニ応シテ果ヲ受ル事ハ普通ノ法則ニ随テ
過不及ナシト説ケリ善悪ノ業如何ニ瑣小隠密ナルモ一トシテ業成ノ権衡ニ濁ルル者ナ
シトイヘリ(It teaches that every man gets under the operations of universal law, exactly that
reward or punishment which he has deserved; no more, and no less. No good deed or bad
deed, however trifling, and however secretly committed, escapes the evenly-balanced scales of
Karma.)

キリスト教と進化論が対峙するなかで、原因と結果という因果論を仏教の基本原理とし
て提示して、行為としてのカルマ（業）によって結果が生まれるという極めて論理的かつ
合理的な説明を行っている。キリスト教では創造神によって死後の行き先を決定される一
方で、仏教では普遍の規則のなかでカルマによって決定されるとしている。
本論第１章

第４節「モダニティーと科学的仏教の言説」で指摘したように、オルコッ
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トは仏教を迷信的、偶像的、崇拝的、後進的と見なされた概念から科学的、合理的、倫理
的な仏教観を強調し、仏教は啓示宗教ではなく、科学合理的な宗教であると説いた。また、
自己修養、自己鍛錬、普遍的愛、正義という言葉やカルマ（業）思想を駆使して新しい切
り口から仏教教義を展開させたといえる。
若いころから西欧文化のなかで教育を受け、理化学教師のグリフィスに師事して、ペン
シルベニア州立大学でエンジニアリングを修めた今立はいち早く、オルコットの仏教と科
学の融合性に注目し、科学的合理主義の視点から新しい仏教の教義を翻訳することこそ、
日本仏教の活性化であるとし、同時に西洋英語圏に通用する仏教教義の解説であると確信
したといえる。
今立の日本語訳による『仏教問答』は、シカゴ万国宗教会議で講演をした釈宗演にも影
響を与えることになる。本論第２章

第２節

第４項で述べたように、釈宗演は日本語題

目「仏陀の説いた因果法」
（鈴木大拙の英訳題目は The Law of Cause and Effect, as Taught by
Buddha）のなかで、近代科学の基礎となる「原因と結果の法則」からなる合理主義的視点
と、仏教の教えが釈尊一人によって開かれたものであるとする「一神教」的側面を捉えて、
キリスト教を基盤とする西洋世界にも受容されやすいように日本大乗仏教の近代化を提示
したといえる。

３．真宗モダニズムの萌芽と真宗思想の形成

今立はオルコットが示した仏教と科学の融合性を仏教近代化の重要な要素として、『仏
教問答』の日本語訳を行い、晩年においては『歎異抄』The Tannishō (Tract on Deploring the
Heterodoxies)を英訳した開明的な人物でもある。この翻訳は１９７３年に東方仏教協会
The Eastern Buddhist Society から出版された書籍名 Collected Writings on Shin Buddhism のな
かに所収されている。序文 (Preface, January 1928) において吐酔は、『歎異抄』との出会い
について感動的に語っている。それは、１９２３年９月１日の関東大震災が起こった際、
吐酔は横浜地方裁判所の三階建の煉瓦ビルにいた。ビルが崩壊するなかで、辛うじて税関
所の倉庫に非難したが、そこには約２００人がすでに集まっていた。倉庫は波止場の先端
に位置していたため、怒濤の波が打ち寄せる所でもあった。火事が起こり、絶体絶命と思
われたとき、一隻の船が大きな艀を引いて現れ全員が救助された。一命を取り留め、よう
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やく落ち着いたとき、吐酔はポケットに入れていた『歎異抄』に気づき、ふと目を落とし
たところが第１章の最初が目に飛び込んできたという。阿弥陀如来の無限の慈悲を感じた
今立は、日本以外の人々にも伝えるために英訳を試みた。英訳においては鈴木貞太郎大拙
の指導と世話になったことが記述されている。７ 吐酔による英訳『歎異抄』は当時の旧制
高校生によく読まれたといわれる。
川村覚昭は今立がペンシルベニア州大学で西洋近代の科学思想を学び、当時において最
も西洋文明を修得していたことから、京都府中学の校長に抜擢されたことを指摘し、また
親鸞の大乗浄土思想を背景に科学教育に専念した教育者であり、真宗信仰と科学は矛盾し
ないと考えていたと述べている。８
今立が『歎異抄』の日本語を手掛けた経緯は上記に記載したが、本書は蓮如が禁書にし
て以来、流布された文献ではなかった。しかしながら、明治になって清沢満之が注目して、
近角常観や暁烏敏らが積極的に布教に用いるようになり、それまでの宗祖観に新しい側面
が加えられたことも真宗モダニズムの萌芽とも考えられよう。
今立は西欧文明とキリスト教の波が押し寄せる明治初期を生き抜くなかで、オルコット
による『仏教問答』が記載する仏教と科学、また真宗の融合性をいち早く察知し、その日
本語訳をすることで仏教近代化を促進することに貢献したといえる。また、
『歎異抄』を初
めて英訳して真宗教義を西欧英語圏に紹介し、真宗国際化の礎を築いたともいえる。翻訳
を通して今立と鈴木大拙の交流やお互いの影響は大きなものであったと想像できる。

１

1876 年にニューヨークで英語書籍名 The Mikado’s Empire（日本語書籍名「皇国」）全 677 頁が出版され
ている。書籍内容は西洋世界に日本文化を紹介したもの。
２
オルコットはロシア系女性ブラヴァッキー (Helena Petrovna Blavatsky, 1831 – 1891)とともに１８７５
年にニューヨークで仏教神智学協会 Buddhist Theosophical Society を結成している。二人は１８７９年に
協会の本拠地をインドに移し、１８８０年にスリランカで受戒して仏教徒となった。オルコットは、その
後、仏教の基本教義を英語でまとめた『仏教問答』を出版するなど、精力的にスリランカの仏教復興を援
助することになる。p.55 参照。
３

常光浩然『北米仏教史話－日本仏教の東漸－』（財団法人仏教伝道協会、1973 年）p.15~18 参照。
米国人エッチ、エス、ヲルコット氏著、日本京都中学校長今立吐酔訳『仏教問答』1881 年、仏書出版
会、序文。
５ 前掲。
６
Henry S. Olcott, Buddhist Catechism, (London: Trubner& Co., Ludgate Hill, 1881),pp.1-28. 今立吐酔訳『仏
教問答』（仏書出版会、1886 年）序文、pp.1-45.
７
Daisetz Teitarō Suzuki, Collected Writings of Shin Buddhism, (Kyoto: Shinshū Ōtaniha, 1973), pp.194-195. 原
本：The following translation in a language not my own, is the outcome of my pious desire to share my gratitude for
the boundless mercy of Amitābha Buddha with those into whose hands this may fall. My cordial thanks are also
due to Professor Daisetsu Teitarō Suzuki and Shūgaku Yamabe; the former for his assistance in the translation itself,
and the latter for writing an introduction to the text, and explaining to me many difficult passages.
８ 川村覚昭
「今立吐酔の教育資料の研究」
『京都産業大学論集』人文科学系列第３３号（平成１７年３月）、
pp.155,163.
４
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第２項

アメリカニズムにおける真宗思想
－今村恵猛（１８６７－１９３２）

１．生い立ちと著作について

今村恵猛は、１８６７年（慶応３）５月２７日に、福井県足羽郡東郷村の西本願
寺派専徳寺に父・恵実、母・まさをの間に四人兄弟の長男として誕生した。三人の
兄弟は、森恵梁、里見桂月、今村秀山である。１８７８（明治９）年４月２０日、
１０歳で得度を受け、１８歳にして京都本願寺の普通教校に入り、高楠順次郎らと
ともに学び、明治２２年７月、２３歳にて卒業した。また、今村は１８８４年に京
都伏見にある本願寺派西養寺にあった私塾「荷法館」に父恵実とともに入門する。
荷法館は、西本願寺勧学の阿満得聞（１８２６－１９０６） １ が１８５７年に開設
したもので、１０００人ほどの門下生がいた。得聞の主要学問領域は宗派の違いや
教学解釈に関わる「宗乗」ではなく、悉曇、唯識、倶舎、因明という通仏教的要素
の強い「余乗」であったことから、今村は余乗、通仏教的要素に眼を開くことにな
る。また、その頃の歴史的背景は、幕末以来にある戒律復興運動のなかで、仏教の
根本に帰ることが着目された時機でもあった。
１８９７年（明治３０）１月に西本願寺ハワイ初代開教監督として里見法爾が着
任し、１８９９年（明治３２）１１月に親戚にあたる今村恵猛がハワイ開教使とし
て招かれた。里見は１９００年（明治３３）１月に今村に総督の地位を譲って日本
に帰国する。３３歳という若さでハワイ開教総督となった今村は、６６歳までの一
生をハワイ開教に捧げることになる。
初期伝道における今村は、日本人街のペスト災難を経験しながらも、ハワイに来
た日本移民たちを対象に耕地伝道 ２ の毎日を続ける結果、ようやく布教開設の可能
性を認識し始める。１９０１年（明治３４）５月２１日、宗祖降誕会法要にハワイ
の旧女王であるリリオカラニが仏教に好意を持つメリー・フォスター女史とともに
出席して大きく報道されたことにより、それまで仏教が偶像崇拝を行う野蛮な宗教
であるという認識に変化が起きる。また当時、世界で仏教伝道を行っていたオルコ
ット大佐 ３ がハワイに来て、
「仏教はキリスト教より優れり」という演説を行い、当
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地の英語新聞で紹介された。このような影響下のなかで、日本からの移民たちも徐々
に寺院に集まるようになる。
今村による初期ハワイ伝道は、ハワイへの日本人移民を対象にしたものであった。
移民問題のひとつとして、１９０４年７月に起こったオアフ島ワイパフ耕地での日
本人移民労働者への虐待に対して日本人がストライキを起こし、その調停に今村は
宗教的立場から鎮圧することに成功する。それ以降、今村は宗教者として、また浄
土真宗僧侶として日本人移民間においても、またハワイ政府において一目置かれる
ようになる。
今村はハワイで仏教青年会、婦人会、 ４ 英語学校、日曜学校などの多くの教化施
設 ５ を設立する一方で、英語伝道部を設けて英語による『日本仏教要領』という８
０頁の小冊子を作り、初めての英語伝道を着手した。今村は本書のなかで、阿弥陀
仏を無量寿・無量光・大慈大悲を意味するとして、それを Life, Light, Love と表現
し 3L (Three L) として、浄土真宗が偶像崇拝であると懸念するハワイ在住の白人か
らの批判に対して論理的に説明した。また１９０７年には、ハワイ中学・ハワイ高
等女学校を創立している。著書としては、「米国の精神を論す」、「米国及米国人」、
「吾人の理想

吾人の事業」、「仏教より観たるデモクラシー (Democracy According

to the Buddhist Viewpoint)」などがある。６

１９２９年（昭和３）には勲六等に除せ

られ、１９３２年（昭和７）１２月２３日に往生する。同２８日に従六位を受ける。
夫人清子との間には三男三女あり、長男の寛猛は１９６７年（昭和４２）に亡父と
同じハワイ開教監督に選任された。

２．先行研究について

今村恵猛に関する最新研究としては、守屋友江による『アメリカ仏教の誕生―２
０世紀初頭における日系宗教の文化変容』が挙げられる。守屋は本書において、日
本仏教がアメリカ風土に根付いて「アメリカ仏教」となる過程のなかで今村の宗教
思想の変容を明らかにしようと試みたものであるが、果たしてそれが「アメリカ仏
教」と呼べるか否かは疑問を残すところである。 ７ その他の先行研究としては、１
９７１年にＬ．Ｈ．ハンター ８ によるものが嚆矢といえるが、その後、今村を紹介
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したものとしては、本願寺史料研究所編『本願寺史』第三巻、常光浩然の『明治の
仏教者』下巻および『布哇仏教史話―日本仏教の東漸』が挙げられる。その他、ハ
ワイにおける日系宗教を扱った研究や１９００年から１９３０年代にかけての本願
寺派教団に関する研究として中野毅による論文「ハワイ日系教団の形成と受容―本
派本願寺教団とコミュニティ－」をはじめ、ハワイにおける本派本願寺系の日本語
学校についての研究としては、沖田行司の『ハワイ日系移民の教育史―日米文化、
その出会いと相剋』、また本多千恵子の論文「第二次世界大戦前のハワイにおける浄
土真宗本派本願寺の日本語学校―ホノルルを拠点とした布教活動との関連で―」な
どがある。 ９
守屋による研究論文以外は、いずれも断片的にハワイ開教使としての今村の紹介
に留まっている。守屋論文は今村恵猛を浄土真宗開教使の視点からキリスト教を土
壌とした当時のハワイのアメリカニゼーションのなかで取りあげて、今村の布教伝
道過程を解説したものであるが、真宗教学に関する言及は深いとは言えない。本章
では、
『仏教海外開教使資料集成』第５巻に所収されている今村の論文「米国の精神
を論す」（１９２０年３月発刊）、「米国及び米国人」、「吾人の理想

吾人の事業」、

「佛教より観たるデモクラシー」（日本語原本・英訳）、およびハワイ教団の機関誌
であった『同胞』の記事をもとに、アメリカニゼーション運動のなかで発展した今
村の真宗思想を検証することを目的とする。

３．ハワイ開教のはじまり

ハワイ開教史については中西直樹による『仏教海外開教史資料集成』第１巻から
第４巻までに詳細に纏められている。１ ０ それらによると、官約移民が開始された数
年後に、ハワイ開教の必要性が本願寺関係者のなかで起こり始めた。１８８８（明
治２１）年９月発行『教学論集』第５７号「布哇国へ教師派遣の必要」では、ハワ
イへの出稼ぎ者が真宗篤信地域に多いことを指摘して、本派本願寺が早急に布教使
の派遣を決定したとある。これを受けて大分県西国東郡真玉町光徳寺の住職であっ
た曜日蒼龍は、九州仏教団の支援を受けて単独に１８８９（明治２２）年３月にハ
ワイに渡り１０月まで約７ヶ月間、現地で布教活動を行う。しかしながら、曜日の

96

ハワイ開教計画はかれの布教方針が本山当局と相容れないという理由で頓挫を余儀
なくされることになる。本論第２章、第２節において述べたように、その後１８９
３年に開催されたシカゴ万国宗教会議に出席し発表した八淵蟠龍が当時の本願寺門
主にハワイ開教の機会が到来していること １ １ を言及している。
本派本願寺は、１８９５年（明治２８）９月に開教事務局を設置して、海外開教
地を台湾、ウラジオストック、布哇（ハワイ）の三地域として、ハワイ開教は１８
９７年（明治２９）に本格的に実施されることになる。先ずは宮本恵順が数ヶ月間、
現地調査をして、１０月には初代開教使として山田将為（岐阜県出身）が派遣され、
続いて１８９８年（明治３１）に初代ハワイ監督として里見法爾（福井県出身）が
着任し、翌１８９９年（明治３２）には今村恵猛（福井出身）が第二監督として渡
布することになる。１ ２ よって、本派本願寺による正式なハワイ開教は、日本からの
ハワイへの日系移民を対象として、１８９７年（明治２９）から始まることになる。

４．ハワイ日系移民の歴史とその生活 １ ３

先ずは、今村がハワイ開教総督を務めた頃のハワイにおける日系移民の状況を踏
まえることにする。ハワイの日本人移民の歴史は次の九期に分けられる（詳細は脚
注参照）１ ４ が、今村のハワイ在住時代（１９００年から往生の１９３２年まで）は、
その歴史区分において ⑤自由移民時代、⑥呼寄移民時代、および ⑦移民禁止時代
に当たる。
①

漂着民時代：

１２７０年（文永７年）～１８６６年（慶応２年）の５９６年間

②

元年者時代：

１８６８年（明治元年）～１８８４年（明治１７年）の１７年間

③

官約移民時代：１８８５年（明治１８年）～１８９３年（明治２６年）の９年間

④

私約移民時代：１８９４年（明治２７年）～１８９９年（明治３２年）の６年間

⑤

自由移民時代：１９００年（明治３３年）～１９０７年（明治４０年）の８年間

⑥

呼寄移民時代：１９０８年（明治４年）～１９２３年（大正１２二年）の１６年間

⑦

移民禁止時代：１９２４年（大正１３年）～１９４０年（昭和１５年）の１７年間

⑧

戦争時代：

１９４１年（昭和１６年）～１９４５年（昭和２０年）の５年間

⑨

戦後時代：

１９４６年（昭和２１年）～１９７１年前半の２０数年間
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ハワイは１９００年（明治３３）に米国合衆国に合弁され、米国移民法によって
契約移民が禁止され、これにより契約中の移民までが即時契約解除の恩典を受ける
ことになる。アメリカ政府は日本人移民労働者の流出を防ぐために、１９０７年、
大陸転航を禁止し、翌１９０８年には日米間に紳士協定を成立して日本人移民のア
メリカ大陸およびハワイへの渡航を禁止する。これが⑤自由移民時代であり、続く
⑥呼寄移民時代では、日本人移民の総数が１１２，２２１人にも至り、ハワイ全人
口である２５５，９１２人の４４％にまで占めることになる。しかしながら、日本
人移民の労働状況は、他国からの移民労働者に比べて賃金が低いという厳しいなか
で、１９０９年から各地においてストライキが始まる。追って１９２４年（大正１
３）から１７年間続く⑦移民禁止時代では、新移民法が実施されることになり、日
本・ハワイの往来はハワイ在住者で日本を訪問するものと日本に在住する米国市民
の帰国のみが許される事態となり、これを機として日系一世パイオニアから二世を
中心とした日系社会が構築されることになる。前述したように、１９４０年におけ
る日本人人口は、一世が３６、０７８人、二世は１２１，３１２人に達したとされ
る。

５．アメリカニゼーション運動のなかでの真宗布教伝道

日本からの移民が増加する一方で、ホスト社会であるアメリカでは１９１０年代
から政府によるアメリカニゼーション (Americanization) 運動が展開する。アメリカ
ニゼーションとは、E.H. タムラによると「第一次世界大戦を契機として起こった、
移民とその子弟をアングロ・アメリカ的様式に適応するよう強制しつつ、アメリカ
社会において社会経済的地位の底辺に留まらせようとする営み」１ ５ と定義されてい
る。この頃、日本人移民の歴史では呼寄移民時代を迎えて、移民数は前述したよう
に総数が１１２，２２１人にも至り、ハワイ全人口である２５５，９１２人の４４％
にまで占めることになる。１ ６

日系は１９００年までにハワイ全人口の最大人種と

なり、有元正雄 １ ７ によると、その９６．２．％は広島、山口、熊本、福岡の四県の
出身者である。 １ ８
アメリカニゼーション (Americanization) 運動が展開するにあたって、２０世紀初
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めのアメリカでは西海岸を中心に激しい排日運動が起こり、１９２４年には排日移
民法の成立に到る。１９世紀末より日本からの移民が大規模なコミュニティを形成
していたハワイにおける排日運動は、アメリカ本土と比較すると穏やかであったと
されるが、日系移民への白人支配層からの抑圧は皆無ではなかった。ハワイにおけ
る排日運動の対象は、初期における日系移民たちの風俗、文化、宗教、生活態度に
対する批判が大半であったが、やがて日米の二重国籍が認められる日系二世が増加
し始めると、１ ９ かれらの日本への祖国愛とともにアメリカへの忠誠心が疑問視され
るようになり、要するに日系二世のアイデンティティが批判の的となる。
１９１０年代後半から１９２０年代にかけて、第一次世界大戦を契機に愛国主義
的なアメリカ化の風潮が高揚したアメリカ本土と同様にハワイにおいても、白人支
配者層を中心にアメリカ化が叫ばれて、日本の文化や言語が批判されていった。な
かでも特に問題視されたのが、日系移民労働法によるプランテーション・ストライ
キと、本派本願寺が最も数多く運営していた日本語学校の存在であった。とりわけ
後者は、アメリカ市民である日系二世に対する「日本の国民教育」が批判された。
１９２０年には外国語学校取締法がハワイ準州議会で可決されたため、日系移民側
はそれに反対して提訴し、連邦最高裁に裁判が持ち込まれるまでに事態は紛糾する
２０

。

こうしたアメリカ化と排日の風潮のもとにキリスト教の重要性が強調された一方
で、仏教を中心とする日系宗教は反アメリカ的な存在として排斥された。浄土真宗
本派本願寺はハワイで最も規模的に大きなものであったので、白人支配者層から批
判の的であった。当然のことながら、大多数の仏教勢力と少数ではあったが白人支
配と協調したキリスト教との対立は免れることはなかったといえる。
タムラによると、ハワイのアメリカニゼーション熱 Americanization fever はアメ
リカ本土の影響を受けつつも次の二点において異なると述べている。すなわち、第
一としては、アメリカ大陸においては南欧、東欧からの移民が主たる対象であるが、
ハワイではアジア系移民、とりわけ日系人に集中したことであり、第二としては、
大陸アメリカニゼーションが終わったあとも、ハワイでは第二次大戦まで続いたと
いうことである ２ １ 。
そもそもの排日感情は、多数の日本人移民が入国したことによる恐怖感によるも
ので、それはアメリカニゼーションが始まる以前の１８９０年代から見られるとい
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える。当時の米国主義者が目指すアメリカニゼーションとは、日系人とその子供に
アメリカ的伝統を教え込ませること、即ち英語の能力、社会や国家に対する義務、
アメリカ的市民の理想、尊法思想、キリスト教会に通って信徒になることであった。
従って日本語学校や日本語新聞、また仏教を中心とする日系宗教への批判と排斥意
識は高まり、それとともに二世子弟の二重国籍保持によるアメリカ国家への忠誠心
が論争となる。
このようなアメリカニゼーションの風潮のなかで、日本からの開教使として仏
教・浄土真宗を日本からの移民やその子孫に伝道布教することを使命とした今村は
どのような対応を迫られたのであろうか。ハワイでの日本移民が定着化するなかで、
ハワイで生まれた日本人移民の子供たちは、日系二世として日本と米国の二重国籍
が与えられた。アメリカ生まれの日系二世たちにも日本からの仏教・浄土真宗を伝
道するために、今村は教学がアメリカ土壌に根付き育つようにアメリカ化を目指す
ことになる。しかしながら、今村のアメリカ二ズム観の内容は前述したホスト社会
であるアメリカ政府によるアメリカニゼーションが意味する内容と大きな温度差が
見られる。
先ずは今村のアメリカニゼーションへの批判を明確にし、続いてかれのアメリカ
ニズム観にもとづいた真宗思想形成を考察する。

６．今村のアメリカニズム観

当時のハワイにおける浄土真宗本派本願寺とその関連施設の規模について、排日
運動・アメリカニゼーション運動が高まる１９２１年に今村は論文「米国の精神を
論す」において、以下のように示している。
布哇に於ける施設は、一に布教、二に教育である。最近の調査に依れば、教会
の数３５、日曜学校の数３７，青年会の数３０、婦人会の数３５、処女会の数
２０、学園の数は中学程度のもの４、小学程度のもの３１、之等教学に従事す
る開教使３８名、教師１２６名、収容せる学童の数約５、８００余名である。
２２２３

これによって、ハワイ開教が１８９７年（明治２９）に開始されてから２４年間の
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あいだに、大規模なハワイ真宗コミュニティが急速に成長したことが分かる。同論
文における今村のアメリカニズム観は、移民国家である人種、言語、風習、宗教の
多様性を指摘し、米国精神は形成途上であり、その形成過程はリベラルで包容的で
あるべきであると指摘している。

亜米利加といふ国が移民で出来上がり、実際各人種各国民各国語各国風俗等の
展覧会の観を呈している・・・よって、米国精神は現に生成進化の過程を走っ
ているものである。従って直下に之を断定し結論し定義することは不可能であ
る。唯一つ其の動かすべからざる特色を上げれば、それは包容的であるといふ
ことである。Justice to all といふ意味で、Liberal であるといふことである。 ２ ４

また、今村はアメリカ思想の特徴として以下の四点を指摘している。 ２ ５
自然環境が培う地域ごとの気質とその多様性に富んでいる。
人間の理性や能力に対する自信にもとづく開拓者精神がある。
超越主義に非ずして現実主義としてのプラグマティズムの国である。
因縁主義に非ずして果報主義、すなわち伝統重視ではなく実力重視である。

多様なる人種・民族と多元的な文化と宗教を育むアメリカ社会のなかで、アメリカ
ニズムはまさに混和形成過程 Americanism in Making にあり、絶えず流動的に形成
されていると述べている。 ２ ６
つづいて、今村はアメリカ政府によるアメリカニゼーション運動に対する反論を
示している。 ２ ７

キリスト教以外の他宗教を排斥することは、明白にアメリカニズムの濫用であ
る。
アメリカニズムは完成したものはなく、生成発育中であり、変化適応自在であ
る。
アメリカニズムは決して、純一無雑排他的なものではなく、凡てを包容し網羅
し、大海の如く万星を羅列する大空の如きものである。
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とする三点を指摘しながら、メイフラワーでアメリカ大陸に移民したヨーロッパ人
による清浄教（ピューリタン）から反清浄教へと変化しつつあるなかで、
「米国魂の
精髄は清浄教であると、よく謂う所である。然しながら、新英蘭が果して米国を代
表し、清浄教は果して米国の宗教を代表するものであらうか。良心の独立、信教の
自由は米国精神の信条である。」 ２ ８ として、アメリカにおける宗教（信教）の自由
を指摘し、多元的文化のなかでの日系移民と仏教の存在の正当化を主張している。
一方で、今村は宗教・文化多元社会のなかで日本の仏教から普遍的な仏教へとい
う思考シフトを行うことで脱日本化を提示し、アメリカニゼーション運動のなかで
日本への敵視化を和らげようとしている。この点については「仏教徒の覚悟」（『同
胞』１９２２年）のなかで今村は、
「この徹底した無常観より云えば、我々には何処
を此処と執着すべき本国も故国もない訳である。
・・・故に仏教徒は先ず、第一に自
国他国、本国異国という心慮を脱落しなければならぬ。」２ ９ と述べて、国家、血族、
民族という観念に執着しないという普遍的な仏教の教えを説いている。
今村は、第一次世界大戦後のアメリカにおける排日論の悪化のなかで、アメリカ
社会の理念と普遍的仏教思想を融合させることによって、普遍宗教としての仏教の
価値を主張し、仏教の社会的貢献・公共性を強調することで、厳しい社会状況に対
応したといえる。今村の言説には、教団と日系移民信者たちのアメリカ化を促進さ
せようとする脱日本化の志向性が指摘できるといえよう。当時のハワイにおける一
世仏教徒の共通な姿勢として、（１）越宗派主義、（２）異なる民族文化に対する相
対的理解と評価、
（３）国際主義、
（４）仏教倫理と社会的公正への興味、
（５）アメ
リカニゼーションへの傾斜が挙げられることも留意する必要がある。 ３ ０

７．今村の真宗思想形成

今村のアメリカ観にもとづいて、普遍宗教としての仏教の価値や仏教の社会的貢
献・公共性を主張するなかで、如何なる真宗思想が形成されたのであろうか。
「米国の精神を論す」に述べられている今村のアメリカニズム観にもとづく真宗
思想の方向性は以下のように要約することができる。 ３ １
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① キリスト教に恐れることなく、また家族の宗教に温存することなく、自己の
信教（信仰）を選択すべきである。
② 現在と未来における個人と社会に対する宗教的価値、特にプラグマティズム
（実用主義）的視点が必要である。
③ キリスト教地で親鸞教を伝道するには、米国国民への寄与・貢献を明確に提
示する必要がある。

このような指摘からも明らかなように、今後の真宗布教・伝道の対象が既存的な日
本からの移民やその子孫を超えて、キリスト教を基盤とする米国国民全体を意識し
ているといえる。
また、日本語学校 ３ ２ の存在に関しても、今村は米国において二カ国語以上を使用
して生活している事実が多いことから、米国が英語圏であるという理由によって多
言語の学習を禁止することは不条理であり、しかも日本語のみを学習禁止の対象と
することに抗議を唱えている。 ３ ３ 今村は同論のなかで自己のこれまでの真宗伝道
がハワイの政治的歴史情勢のみに依存し、米国民に軸足を置いたプラグマティズム
（実用主義）的な視点からのアプローチを怠っていたことを自戒している。 ３ ４
一方で、言論や批評が自由である米国であることを認識する必要があるとする ３ ５
として、真宗の教旨も信教（信仰）の自由平等の境地に立ち、自己評価がされなけ
ればならないとする体験主義な姿勢を同論文「米国の精神を論す」は以下のように
述べている。 ３ ６

① 親鸞聖人の生涯に現れている革命的精神 Revolutionary Spirit を力説する。親
鸞聖人ほど独立独行の精神を思い切って発揮されたものは少ない。９０年の
生涯は自ら変化を求めて変化せられた。教規を無視し戒律を破壊し、非僧非
俗の生活様式に住し、苟も信ずる所に従って変化することを辞せぬ。其處に
親鸞聖人の大覚悟が有ったのである。
【人間視点から親鸞を理解しようとする
脱伝統化がみられる。】
② 偶像破壊 Iconoclastic の精神である。当時教権主義の本山であった南部北嶺
の由緒をも冷眼視し、三世の諸佛も三乗の経論釈も、すべて棄てて顧みず、
純一六字の南無阿弥陀仏と始終せられた真精神である。
【阿弥陀一仏と名号法
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への帰依が明言されている。】
③ 阿弥陀仏の選択主義である。選択とは阿弥陀佛の根本理想即本願であり、そ
の根本義たる救済の事実、方法、その対象たる人類、主体たる彼自らに至る
まで、この公平無私なる態度によりて研究し批判し綜合して創造せられざる
ものは一つもない。この主義はまた吾等人間生活の基準である、特に吾米国
民精神の上に偉大なる合致と教訓とを併せ有するものなることを信ずる。第
１８願を選択するといふことである。
【阿弥陀如来の本願（第１８願）は我ら
人間生活の基準であるとする体験主義を提示し、その基準が米国民の開拓者
精神と合致し、また教訓となると力説する。】
④ 其の現実主義である。佛教に所謂因願酬報といふのである。基督教の神は生
得生来の本不生の神である。何の功績 Merit も無くして生まれながらの霊界
の独裁主である。然るに佛教に於いては因位即ち衆生として居る時に、即ち
我々と同格の時に志をたてる之を本願といふ。其の本願に基づいて思惟する、
修行する、出来上がった處を成仏といふ。其の成仏の様式が本願と思惟と修
行との相異に依って各佛差違がある訳である。阿弥陀佛とは、願以此功徳
等施一切

同発菩提心

平

往生安楽国の本願を起こし、それに必要なる一切の

智徳を、五劫の思惟と永劫の修行とに依って実現せられた智恵無量、慈悲無
量、即ち光明無量、寿命無量の佛である。即ち功績 Merit に依って出現した
如来である。自分等は生得権に立つ本尊を渇仰せずして修得権による如来を
崇拝するのである。
【阿弥陀仏は功徳に依って出現した因願酬報の如来である
が、キリスト教の神は何の功徳もなしに生まれながらの霊界の独裁主である
として、真宗の平等性と社会的価値が主張されている。】

社会的視点から仏教および真宗を説明した論文「佛教より観たるデモクラシー」
（Democracy According to The Buddhist Viewpoint, 1918） ３ ７ では、阿満得聞からの影
響を受けたと考えられる今村の通仏教的アプローチが垣間見られるが、全体的な主
張は真宗教義の平等性がアメリカのデモクラシーと協調できる仏教的民主主義であ
る点や、信仰の体験主義や実用主義的プラグマティズム観が以下のように述べられ
ている。
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真宗の社会的理想は四海同胞を意味し、親鸞聖人は御同朋・御同行と呼んだ。
３８

【仏教的民主主義は真宗教義の社会的理想である。】

真宗の信仰は一切の衆生に亘って同一で平等であり、本質的に少しの差別も
存しない。如来は限無き光明と限無き生命とである其生存の目的は此等の徳
を斉しく一切の有情の間に顕現せしめたまはむとである。かくして、真宗の
理想は絶対的平等の原理の上に立つ。３ ９【真宗の信仰と救済は、如何なる人
にも絶対的平等である。】
本願に摂め取られまゐらせて吾等はやがて弥陀と同体の覚を開かせていただ
くのである。真宗教義は吾等が佛と成り、浄土に往生することを説く。４ ０【真
宗の社会的理想を提示している。】
吾等各をして此を身に実現せしめたまふものが阿弥陀佛である。４ １【浄土真
宗の教義は他力本願を本義とする。】

前述の論文以外に、ハワイ教団機関誌『同胞』に著した「親鸞教趣と米国々風」
（１９２２年５月）のなかで今村は真宗教義とアメリカ風土について語っている。
それは、
「真宗教義は絶対他力であり、それに対してアメリカ国風は自力風であるこ
と、また真宗教義は未来主義、タノミ、マカセル主義に対して、アメリカは現世主
義、独立主義と相反している点を指摘しながらも、究極的には米国は第一に民主主
義、第二に個人主義の国柄であり、この二点においては真宗教義に通じるものがあ
ると言及している。真宗は仏教各宗の中に於いて最も民主主義の宗教であり、弥陀
の真宗は不簡主義といわれ、貴賤、貧富、学不学も凡て簡ばない」４ ２ とする徹底し
た平等性・仏教的民主主義思想を押し出している。
自力による開拓精神を尊重するアメリカの国風のなかで、真宗信者は「独立のな
かに阿弥陀仏に帰命し、南無することを忘れない」とし、
「 絶対他力とは仏力であり、
その仏力を我が力とするのが真宗の教えである」と述べている。 ４ ３
『同胞』（１９２９年１０月）に所収されている「真宗の社会的理想」では、「真
宗は大乗仏教のなかの浄土教であり、個人の救済のみに満足することなく、他者の
救済が成立することによって自己の救済が成り立つものであり、その信仰の社会的
理想は親鸞聖人が呼ばれた「御同朋、御同行」であるとする。真宗教義は絶対他力
に立脚し、弥陀の本願は一切衆生を弥陀同体の真実なる境界に入らしめることであ
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ると述べている。日本浄土教の浄土真宗の教えとは、弥陀の本願に摂め取られるこ
とによって、この自分がやがて弥陀と同体の覚を開かせていただくということであ
り、この私が仏と成り、浄土往生する教えであると普遍的な教えである」４ ４ と述べ
ている。

以上のように、当時のハワイにおけるアメリカニゼーション運動に対する今村恵
猛の批判を踏まえながら、かれのアメリカニズム観における真宗思想の内容を考察
した。今村の真宗思想は排日運動という特異な環境のなかで、キリスト教と対峙し
ながら、一世から二世、また非日系との文化変容 (Acculturation) の影響を受けて発
展したことは明確といえよう。
アメリカニゼーション運動が高揚するなかで、今村はアメリカに居住するものは
政 治 上 の 従 順 (Political Allegiance) は 遵 奉 す べ き だ が 、 精 神 的 屈 従 (Spiritual
Servility) を損なってまでも、個人の宗教をアメリカ的に改めなければいけないとい
う主張は米国建国の精神に違反であるとし、宗教の自由を主張して、仏教的民主主
義を論じた。今村の真宗思想は以下のようにまとめることができるであろう。

アメリカ社会の理念と普遍的仏教思想の融合性。
真宗教義の社会的貢献・公共性の主張。
阿弥陀仏の本願を生活の指針とする脱神話化と実践・体験主義。
アメリカ実用主義（プラグマディズム）視点からの真宗教義の展開。
西洋英語圏での他力本願思想の伝道・布教。

このような今村の真宗思想を基本線として、
「 之を宣伝する形式を米国風にする必
要があると思う。先ず英語の聖典を編纂する、次に英語によりて布教する新布教家
を養成することである。」４ ５ とする具体的なアクション･プランを「米国および米国
人」において挙げている。このアクション・プラン内容については、論文「吾人の
理想

吾人の事業」においても同様のことが記載されているが、 ４ ６ 開教の心構え

として、
「然るに開教宣伝は自然をあらずして人間を対者とするのである。任重くし
て路遠く困苦辛労は固より覚悟すべきであり、徒に伝道の勇気を沮喪し、開教の前
途を悲観することなく、正に勇猛精進理想の現実を期すべきである。」 ４ ７ として、
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日系移民がハワイに移住した対象が自然であるのとは異なり、開教の対象は生きた
人間を対象としていることを指摘し、開教の前途を悲観することなく、常に邁進し
て理想の現実化に向かうことを叱咤激励している。
今村による具体的アクション・プランである米国風布教伝道、英語聖典編纂、米
国生まれの布教家育成については『布哇開教誌要』
（１９１８年）の第七編「開教の
現在及将来に対する管見」のなかの第七項目「英語布教の準備」４ ８ において更に次
のように述べられている。

布哇の開教は日本語を語る日本人の間のみに限られたるなり。諸種外来の刺激
夥しい最も英語布教を開始するに適当なる時所なる置かれながら英語布教の行
われざるは頗る遺憾なることなり。唯之をなさんとするには経典の翻訳を至当
なることとす。
・・・而して経典の翻訳は仏教史上の重要なる出来事なり。経典
の翻訳成りて始めて真に英語布教の途に上るを得べし。されど経典の翻訳は容
易に行はれ難し。英語布教の準備とは一に伝道者の英語研究なり。従来篤志の
士の熱心なるありしこと事実なれども、英語研究はこの地に於て必らず開教使
の為さざる可らざることとする迄に至り居らず。二に布哇に生長せる青年を養
成して開教使たらしむることなり。更に進んで経典翻訳等の重任に当たるべき
学者を養成すべきことなり。

これら三点を今村は当面の緊急計画書とし、計画実行のためには、日本語を理解で
きる青年に対して、経典の理解を深めるために講読書的な通俗聖典を刊行し、指導
に当たることが英語布教を進めるうえで緊要な事業であるとしている。また、１９
２１年１１月には、トーマス・カービー (M. Thomas Kirby, PhD) 博士 ４ ９ をホノ
ルル別院の英語伝道部 ５ ０ 主任として招聘し、カービーは『英文仏教綱領』を編述し、
英語説教、文書伝道 ５ １ を行っている。１９２５年には、カービーによる初めての非
日系の結婚式が勤修され、１９２８年７月には白人門徒１１名の入門式が行われた。
カービーのあとは、アーネスト・ハント(Ernest Hunt, 1878 – 1967) ５ ２ が真覚とい
う法名を受けて英語伝道に従事することになる。
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１

阿満得聞は文政９年（１８２６）６月１０日、和州薬井村善照寺に生まれ、父は恵梁、母は
久野、幼名を豊丸という。天保１４年（１８歳）得度して得聞と称す。弘化元年（１９際）より
弘化４年（２２歳）まで宝雲について宗乗、唯識、因明、悉曇などを学ぶ 。 嘉 永 元 年 （ ２ ３ 歳 ）
河州高井長栄寺に智幢比丘を訪ねて悉曇の伝をうく。嘉永５年（２７歳）本願寺飛雲閣、梵鐘梵
文六呪を広如上人の命により直訳す。安政４年（３２歳）西養寺に荷法館 を 開 き 、 唯 識 、 倶 舎 、
因明並びに宗乗を教授す。明治２６年（６８歳）大学林安居本講師を命ぜられ、無量寿経を講じ
る。明治３９年（１９０６）８月１２日８１歳にて往生する。小島通正「近世日本梵語学史の研
究―阿満得聞」『印度学仏教学研究』Vol.28 (1979-1980) No.1, pp.286-289 参照。
２
耕地伝道とは、日系移民たちが耕地の仕事を終わった後に伝道・布教をすること。常光浩然
『明治の仏教者 下』（春秋社、1968 年）p.24 参照。
３
ヘンリー・スティール・オルコット(Henry Steel Olcott, 1832-1907) アメリカ合衆国 ニュージャ
ージー州生まれ。プロテスタントとして育ったが、ヘレナ・ペトローウナ・ブラヴァッキー(Helena
Petrovna Blavatsky, 1831-1891)とともに正式にアメリカ人として初めての仏教徒になる。１９世紀
後半に伸びた西洋と東洋の要素を融合した近代スピリチュアリティーを研究する神智学協会の
創始者。その主な要素は、オカルト、科学的思考、ユダヤ教・キリスト教、及びヒンズー教・仏
教であった。オルコットは１９世紀のスリランカ仏教改革への唯一の貢献者であり、Buddhist
Catechism（仏教教理問答集 ）を著し、今立吐酔が日本語に訳している。本論第２章、第３節、
第１項参照。ケネス・タナカ『アメリカ仏教―仏教も変わる、アメリカも変わる』（武蔵野大学
出版社、2010 年）pp.98-100 参照。
４
今村は１８９８年に仏教婦人会を作り、１９００年に幼年教会を作る。これを後にサンデー
スクールと改名し、青年の宗教教育に尽力する。１９１０年から毎日曜日には日曜語講座を行う。
１９１７年４月には仏教処女会を開設。
５
『日系市民の教化と布哇本派本願寺』（1925 年、p.4）によると、「布哇仏教婦人会 1898 年創
立、布哇仏教青年会 1900 年創立、日曜学校 1900 年創立、本願寺学園 1902 年創立、布哇中学
校 1907 年創立、布哇高等学校女学校 1910 年創立、布哇女子仏教青年会 1917 年創立、文書伝
道・布哇仏教伝道協会 1923 年創立。」と記載されている。特に布哇仏教婦人会、布哇仏教青年
会、および日曜学校が日系市民の教化に力を入れるようになったのは、1907 年以後即ち日本語
の中等教育に着手した以後の事である。
６ 『真宗人名辞典』p.28 、 常光浩然『明治の仏教者 下』
（春秋社、1968 年）p.23-32 参照。
７ 中西直樹は「確かに今村 には、日系移民の状況変化への対応という方向性を超えて、アメリ
カ社会への仏教定着化に向けた独自の理念があったことは否定できない。 た だ 、 そ れ を も っ て 、
ただちに「アメリカ仏教の誕生」と言い得るかは疑問が残ることではある」と述べている。中西
直樹『仏教海外開教史の研究』（不二出版、2012 年）p.8.
８
Louise H. Hunter, Buddhism in Hawaii – Its Impact on a Yankee Community (Honolulu: University of
Hawaii Press, 1971) pp.101-171.
９
その他として、島田法子「ハワイにおける日系人仏教にみる文化変容とアイデンティティ－
Acculturation and Ethnic Identity: A Case Study of Japanese Buddhism in Hawaii」Rikkyo American
Studies 25 (March 2003)、高 橋典史「第二次世界大戦のハワイ日系仏教のアメリカ化とエスニック
化」（一橋大学機関リポジトリ、２００６年）などがある。
１０
中西直樹『仏教海外開教史の研究』pp.1-31 参照。以 下のハワイ開教史については、中西直
樹による研究著書を纏めたものであり、その功績に御礼申し上げる。
１１
『明教新誌』３３５８号（１８９４年、明治２７年１月２２日）
１２
中西直樹は、「初期に本山が直接は派遣した開教使が、いずれも、出稼ぎ者を多く出した県
から選ばれていないことを指摘し、特定に地域との結びつきを分断し、中央統制を図ろうとした
本山側の意図がうかがい知れる」と述べている。前掲、p.18.
１３
『移民百年記念ハワイ島日本人移民史』
（ヒロタイムス、1971 年）、柳川啓一、森岡清美編『ハ
ワイ日系人社会と日本宗教 ハワイ日系人宗教調査報告書』（本郷印刷、1981 年）、土井彌太郎
『山口県大島郡 ハワイ移民史』（マツノ書店、昭和 55 年）を参考した。
１４
ハワイ移民史の九期の詳細は次の通り。
① 漂着民時代、１２７０年（文永７年）～１８６６年（慶応２年）の５９６年間
ハ ワ イ へ の初 め ての 日 本人移 民 は １ ２７ ０ 年（ 文 永７年 ） に マ ウイ 島 カフ ル イに漂 着 し た
日 本 漁 船 ママ ラ 号の 乗 組員と い わ れ てい る 。そ の 後、１ ８ ４ １ 年（ 天 保１ ２ 年）に 中 浜 万
次 郎 （ 井 伏鱒 二 の『 ジ ョン万 次 郎 漂 流記 』 のモ デ ル）の 一 行 や １８ ５ ２年 （ 嘉永５ 年 ） に
栄力丸などが漂流した。
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②

元年者時代、１８６８年（明治元年）～１８８４年（明治１７年）の１７年間
移民の元祖「元年者」１５３人（男性１４６人、女性５人、子供２人）が入国。
③ 官約移民時代、１８８５年（明治１８年）～１８９３年（明治２６年）の９年間
元 年 者 以 来、 １ ７年 の あいだ 日 本 か らの 移 民が な いため 、 ハ ワ イ王 朝 政府 は 日本政 府 に 移
民 を 要 請 する 。 １８ ８ ５年（ 明 治 １ ８年 ） に日 布 移民条 約 が 締 結し 、 翌年 に 調印さ れ 、 官
約１回船から２６回船までに、約２９，０００人の日本人がハワイに入国する。
④ 私約移民時代、１８９４年（明治２７年）～１８９９年（明治３２年）の６年間
日本に移民斡旋会社が誕生し、これらの会社を通して、約２０，０００人が入国する。
⑤ 自由移民時代、１９００年（明治３３年）～１９０７年（明治４０年）の８年間
１９００年（明治３３年）、ハワイが米国合衆国に合併され、米国移民法によって契約移民
が 禁 止 さ れる 。 これ に より契 約 中 の 移民 ま でが 即 時契約 解 除 の 恩典 を 受け る ことに な る 。
ア メ リ カ 政府 は 日本 人 移民労 働 者 の 流出 を 防ぐ た めに、 １ ９ ０ ７年 、 大陸 転 航を禁 止 し 、
翌 １ ９ ０ ８年 に は日 米 間に紳 士 協 定 を成 立 して 日 本人移 民 の ア メリ カ 大陸 お よびハ ワ イ へ
の渡航を禁止する。
⑥ 呼寄移民時代、１９０８年（明治４１年）～１９２３年（大正１２年）の１６年間
呼 寄 時 代 に移 民 した 日 本人は 計 ６ ２ ，２ ７ ７人 （ 男性２ ６ ， ５ ０３ 人 、女 性 ３０， ６ ２ ３
人 、 児 童 ５， １ ５１ 人 ）であ り 、 １ ９２ ０ 年ご ろ のハワ イ に お ける 日 本人 は １１２ ， ２ ２
１ 人 で 、 ハワ イ 全人 口 の２５ ５ ， ９ １２ 人 の４ ４ ％を占 め る ほ どに な る。 日 本人の 給 料 は
耕地で、日給（１０時間労働）６９セント、月給（２６日労働）１８ドルでしかなかった。
一 方 、 ポ ルト ガ ル人 や プエル ト リ コ 人の 月 給は ２ ２～２ ４ ド ル と高 く 、ま た 住居も 一 軒 屋
が 与 え ら れて い たが 、 日本人 は 粗 末 な長 屋 住ま い であっ た 。 こ の格 差 から 日 本人は １ ９ ０
９ 年 か ら 各地 で スト ラ イキを 起 こ す 。こ れ を機 と して、 経 済 的 独立 を めざ し て、独 立 す る
ものも出るようになる。
⑦ 移民禁止時代、１９２４年（大正１３年）～１９４０年（昭和１５年）の１７年間
新 移 民 法 が実 施 され 、 日本・ ハ ワ イ の往 来 は、 ハ ワイ在 住 者 で 日本 を 訪問 す る者と 日 本 に
罪 州 す る 米国 市 民の 帰 国のみ が 許 さ れる こ とに な る。こ れ を 機 とし て 一世 パ イオニ ア か ら
二世を中心とした日系社会を迎えることになる。１９４０年の日本人人口は、一世が３６，
０７８人、二世は１２１，３１２人に達する。
⑧ 戦争時代、１９４１年（昭和１６年）～１９４５年（昭和２０年）の５年間
１ ９ ４ １ 年１ ２ 月７ 日 、日本 海 軍 奇 襲部 隊 がオ ア フ島パ ー ル ハ ーバ ー に爆 弾 投下を し た の
をきっかけに日米間に太平洋戦争が始まる。ハワイの日系市民は困難な立場に立たされる。
二 世 の 間 から は 自発 的 に第百 大 隊 は 第４ ４ ２連 隊 が組織 さ れ 、 アメ リ カ兵 と して日 本 と 戦
うことになる。
⑨ 戦後時代、１９４６年（昭和２１年）から１９７１年前半の２０数年間
１ ９ ５ ２ 年に 新 移民 国 籍法が 実 施 さ れ、 ハ ワイ の 日本人 の 米 国 帰化 が 許可 さ れ、日 系 米 国
市 民 と し て新 た に日 本 から家 族 を 呼 び寄 せ るこ と が可能 と な っ た。 毎 年１ ８ ５人の 日 本 か
らの移民数が割り当てられ、ハワイにとって新しい移民時代が到来する。
他の参考資料として、中西直樹『仏教海外開教史の研究』p.8.
１ ５ Eileen H. Tamura, Americanization, Acculturation, and Ethnic Identity – The Nisei Generation in
Hawaii (Chicago: University of Illinois, Press, 1994) p.52. 原文: Americanization refers to the
organized effort during and following World War I to compel immigrants and their children to adopt
certain in Anglo-American ways while remaining at the bottom socioeconomic strata of American
society.
１６
日本人移民数増加の理由にひとつとしては、１９３０年頃からハワイで起こったハンセン氏
病があげられ、１９６０年には爆発的に流行し、労働力が極度に不足し、中国人や日本人が労働
者と輸入されることになる。
１７
有元正雄『真宗の宗教社会史』（吉川弘文館、1995 年）参照。
１８
その理由として考えられることは、官約移民を実現させた長州（山口県）出身の初代外務大
臣・井上馨の存在が大きかったと考えられる。井上は官界に身を置きながら、三井財閥との関係
が深く、益田孝と後の総合商社・三井物産を設立し、山口県をはじめとする各県の地租引当米の
販売を担当するなど米の売買を行う。官約移民の募集の実務は、益田孝が総指揮を執ったと言わ
れ、官約移民の参加者が山口県や広島県に偏ったのは、井上や益田の影響が強かったと考えられ
る。
１９
1920 年 6 月 30 日（大 正 9 年）までに出生証明書を獲た日本人（この証明書によって市民権
を得る）は、男 15,446 人 、女 7,733 人であって、１ ９２２年（大正１１年）に選挙権を有した
者は、男 1,725 人、女 4447 人であった。1930 年（大正１９年）になると男女を合して 5,884 票
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が日本人間にある事となる。その 1930 年に於ける布哇 投票数は約 28,057 人である から、実に全
投票数の二割強は日本人有権者である。日系市民の教化が如何に米国及米国人に取り重大なる問
題であるかは充分に諒解されるであろう。
２０
1927 年に日系移民側が勝訴している。（移民史 1964 年）
２１
Eileen H. Tamura, Americanization, Acculturation, and Ethnic Identity – The Nisei Generation in
Hawaii (Chicago: University of Illinois, Press, 1994) p.62. Original Quote: Hawaii’s Americanization
crusade mirrored its mainland counterpart, but with two differences. Its “new” immigrants were mostly
Asians, not southern and eastern Europeans. Moreover the movement in Hawaii, which focused on the
Japanese, the largest and most conspicuous Asian group, continued until World War II, well after the
effort on the mainland had dissipated.
２ ２ 「米国の精神を論す」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻、不二出版、2013
年（第２刷）、p.6.
２３
『日布時事布哇年鑑』１９ ２８（昭和３）年には、
「布 教場３５、分教場３０、開 教使４５，
信徒数１万４，４６４、毎月布教回数５００回」と記載あり。（p.166.）
２４
「米国の精神を論す」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻、不二出版、2013
年（第２刷）、pp.36-40.
２５
前掲、p.21.
２ ６ 前掲、pp.23-25.
２ ７ 前掲、pp.23-25.
２ ８ 前掲、pp.13-15.
２９
『同胞』1992 年４月発行、『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻、不二出版、2013
年（第２刷）、p.162.
３０
Tomoe Moriya, ‘“Americanization” and “Tradition” in Issei and Nisei Buddhist Publication,’ in Issei
Buddhism in Americas, edited by Duncan Ryuken William and Tomoe Moriya (Chicago: University of
Illinois Press, 2010), p.128.
３１
「米国の精神を論す」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻（不二出版、2013
年、第２刷）p.42. 以下に原文を記す。
1.
自分等は、如何に歴史の権威を振りかざして基督教が亜米利加魂の精髄であると謂う人があ
っても、それは少しも恐れることはない、唯自己奥底の信仰如何を顧みるべきである。然雖、
米国の於ける佛教信徒、真宗教徒は、単に祖先父母姻戚が信徒なるが故にといふのみの因縁
本位の信徒、伝統中心の信徒にては真の意義をなさぬ。習慣伝統に屈従するは奴隷根性とし
て米国人の最も排斥する處である。故に隣人とか祖先とかといって信仰を語るものがあれば、
たとえ其れが佛教徒なり基督教徒なるを問はず、其の何れを論せずして其の根本性は既に米
国精神と矛盾するものと解すべきである。
2.
米国に在る信仰及び信仰の基準は、其の信仰が過去にあらずして、自他の現在と将来とに如
何なる交渉を持つか、如何に善き事を招致するかを、先ず決定せられねばならない。夫故一
宗一派が如何に多数の信徒を持つとしても、それが前述の如き無理想の信徒なれば其一宗一
派に取りては何の真価 Credit とならぬ。寧ろ却て恥辱である。現在及び将来に招致する真
実にして実質ある Real Material good 其れが信仰を批判する唯一の準尺である、所謂実用主
義的試験 Pragmatic Test と いふは此のことである。
3.
プラグマチック、テストに及第する以上、即ち自他の現在と将来とに対して、自己の信仰が
真実の Good 実質ある Good をもたらすことが出来るという確信がある以上、それが外国種
の宗教であろうと、それが如何なる人を始祖としやうと、決して少しも遅疑躊躇することは
ないのである。故に自分などが親鸞教を此地に伝道するに当たって、此地が基督教地である
といふようなことは、励みになっても、失意 Discouragement にはならない。唯我 真宗は日
本に起こって在留同胞と因縁の深いといふ事だけを理由としてでは無意義である。却て此の
米国国民生活に対して、如何に寄与貢献をなるかといふことを、如実に具体的に提示して進
むべきであらねばならない。
３ ２ ハワイ各島に散在する３０数カ所の布教場に、それぞれ付属日本語学校を併設し、ホノルル
はヒロには中学校、寄宿舎を設けた。ホノルル中学の敷地はメリー・フォスター女史が１９０６
年に無条件で寄付したもの。日本語学校の存在は米化の弊害とされるなかで、今村は日本語教師
たちに対して米国の理想、制度、また英語試験を行った。
３ ３ 「米国の精神を論す」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻（不二出版、2013
年、第２刷）p.44. 以下に原文を記す。
1.
米国が英語圏であるからといって、それを権威に他国語の学習を禁止することは不条理であ
る。又それを恐れて自己の生活に是非必要であり、世つ将来の幸福に欠くべからざるものと
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認むる国語の学習を、遠慮するとか中止するとかいふ必要は少しも無い。
但し其の必要とする理由を歴史的伝習に籍りるのみでは意味を為さない。他国語の学習は此
の理由があるが故に是非自分等には必要であるといふ意義を、自己の米国に於ける現在と将
来との生活に対して説明しなければならない。
3. 現時世界何れの国に於てか一国語のみにて立つ国が有らうか。殊に米国に於ては二国語以上
を使用し得るものは頗る多数であり、之が又米国の強味である。それをもし日本語をのみ奪
ふというふ理由は立つ筈がないのである。
３ ４ 前 掲 、 p.45.
原文 ：「自 分は 過 去の 於 ける 我伝 道 が歴史 的 情勢 に のみ 頼っ て 、米国 の 国民 生
活に立脚して信仰の効果を実用主義的に試験することを怠った訾を免れなかったことを自白す
るに躊躇しない。」
３ ５ 前 掲 、 p.46.
原文 ：「然 しな が ら米 国 は信 仰自 由 の国で あ ると 同 時に 、言 論 自由の 国 であ り
批評自由の国であることも知らねばならぬ。」
３６
前掲、pp.48-49.
３ ７ 「佛教より観たるデモクラシー」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻、不
二出版、2013 年（第２刷）pp.83-101.本論文の英訳も同 書に所収されている。
３ ８ 前掲、p.87.
３ ９ 前掲、pp.88-91.
４ ０ 前掲、p.89.
参考として、今村の浄土観には清沢満之が示したような「佛教の理想は自己の
生活の中に浄土を実現する」というプラグマティズム観が 98 頁に見られる。
４１
前掲。
４ ２ 「親鸞教趣と米国々風」
『同胞』1922 年 5 月発行、
『 仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第
３巻（不二出版、2013 年、第２刷）pp.174-178. 原文 ：「真宗の教義は申すまでもなく絶対他力
である。米 国は頗る 自力風 の国柄の様 に見える 。真宗 の教義は申 すまでも なく未 来主義であ る。
米国は頗る現世主義の国柄の様である。真宗の教義はタノミ、マカセル主義である。米国は頗る
独立主義の国柄の様に見ゆる。兎に角一見して、真宗 の教と米国の国風とは全く相反対して居る
様に見ゆるのである。第一に注意しなければならぬ事は、米国の国風は驚く可き速度を以て進化
しつつある といふこ とであ る。・・・ 部一区な どは特 にこの性格 の変化の めざま しい国で、 建国
時代南北戦争時代、スペイン戦争時代、それぞれ格段の変化を示して居る。今日までの處を総括
して論ずれ ば、米国 は第一 に民主主義 、第二に 個人主 義の国柄で あったと 言える 。独立、自 由、
平等といふことも、この民主主義、個人主義を徳目として表顕したものである。然らば真宗の教
義は、この根本に於いてどうであるか・・・真宗は仏 教各宗の中に於いて最も民主主義の宗教で
あるのである。真宗では、これを普摂とも、弘誓とも、平等施ともいって居る。一人でも洩らさ
ぬといふのが本願の土台で、また之を不簡主義ともいって居る。貴賤も、貧富も、学不学も凡て
簡ばないのである。」
４３
前 掲 、 原 文 ：「 但 し、 真 宗の 信 者 は平 等 の中 に 因縁 とい ふ こ とを 忘 れな い 。独 立と い ふ 中 に
帰命、若しくは南無といふことを忘れない。絶対他力といふのは佛の力といふことである。この
佛の力を我が力にするのが真宗である。」
４４
「真宗の社会的理想」
『超勝院遺文集』所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻 、
不二出版、2013 年（第２刷）、pp.222-225.【原文】
「真宗の社会的理想は四海同胞といふことであ
る。すべて の此の教 を信ず る者を親鸞 聖人は御 同朋、 御同行と呼 びたまふ 。・・ ・聖人の信 仰は
始めも終わ りも阿弥 陀佛か ら賜はれる 絶対に他 力的な るものであ る。・・ ・弥陀 の本願が一 切の
衆生を真実に救済し尽さむといふ点に発しているより来たる。真実なる境は唯一絶対なる境であ
る。弥陀の本願は一切の衆生を率いて弥陀と同体なる真実なる境に入らしめむとである。本願に
摂め取られまいらせて吾等はやがて弥陀と同体の覚を開かせていただくのである。即ち吾等が佛
と成るのである、浄土に往生するのである。」
４ ５ 「米国の精神を論す」所収：
『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻（不二出版、2013
年第２刷）p.50.
４ ６ 「吾人の理想
吾人の事業」所収：『仏教海外開教史資料集成』ハワイ編 第３巻（不二出
版、2013 年第２刷）p.74. 原文：「最善の時機に達したら米布を合弁した布教伝道の中心を大陸
へ移すといふこと。英文の聖典編纂に着手し其の完成を期すること。此の地に於て米国生まれの
教役者を養成すること。」
４７
前 掲 、 pp.72-73. 原 文 ：「 自 分 達 に は か う し た 根 本 的 差 別 が あ る と い ふ こ と を 的 確 に 認 識 し
たであろうか。勿論、此の差別は米国は基督教国であり、日本は佛教国であるといふやうな外面
的の差別ではないのである。民族の歴史と地理と遺伝との根本に潜んでいる相異である。若し此
の差別相を体得して之に対する充分の準備をしてかかればよいが、労働者が利益を目的として来
たと同じ心持で、米国の開教伝道事業手に唾して成ると思へば、それは大なる見当違いといはね
2.
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ばならぬ。労働者は未開富源の土地があるから移住したのである。それは自然を相手とするので、
人間を相手 とするの ではな い。然るに 開教宣伝 は自然 をあらずし て人間を 対者と するのであ る。
任重くして路遠く困苦辛労は固より覚悟すべきであり、徒に伝道の勇気を沮喪し、開教の前途を
悲観するなく、正に勇猛精進理想の現実を期すべきである。」
４８
今村恵猛「開教の現在及将来に対する管見」
『布哇開教誌要』、本派本願寺布哇開教教務所文
書部、1918 年、pp.343-346.
４９
カービー・トーマス (Kirby, Thomas) 英国出身、カナ ダでカトリック教会の牧師をしていた
が、後に釈宗演によって宗覚という名で臨済宗に改宗している。参考：Jeff Shore, Japanese Zen &
the West: Beginnings in FAS Society Journal, Summer 1992, pp.46-82.
５０
「ホノルルには別院にカービー博士があって、白人及日系市民に向って高遠なる佛教々理の
哲学的心理学的の説教が毎日曜に開かれ英語青年の求道者が常に某集会に群集している。さらに
ヒロには、ハント夫妻があって青年教化の外に特に日曜学校の少年教化にその全力を尽くし、１
９２５年の７月もじゃオアフに伝道隊員の男女３７名を引きつれて二週間にわたる特別伝道を
行った。また、ハント夫人 の仏教問答の冊子の如き日校教案の如き資料に乏しき英語伝道の灯明
となっている。カービー博士、ハント夫妻の如き白人の伝道者を得たことは本願寺教団の将来を
開拓する有力なる足場を得たものであって、次に来るべき布哇生まれの少年を本願寺の僧侶とし
て教養し将来の伝道者たらしむる事であって、これも現に四名の学生を教養しつつあるのである」
と『日系市民の教化と布哇本派本願寺』、布哇本派本願寺教団、1925 年、(pp.10-11.) に記載され
ている。
５１
前掲、pp.11-12. 参照。文書伝道の解説として、
「本部として、
『教団時報』
（１９２１年創刊 、
月刊）、『同胞』（布哇仏教青年会 月刊）、『重要なる教書及宣言』、『佛教より観たる民本主義』、
『米国の精神を論す』、
『布哇開教誌要』、
『布哇開教史』、
『らいさん』、
『佛教日曜学校教案』、
『佛
耶両教の原理』、地方として、
『仏教の世界』
（布哇島沿岸総合仏教青年会 月刊）、
『教化時報』
（ワ
イハフ 月刊）、
『道ノ友』
（ワ イルク 月刊）、
『真宗』
（ラハ イナ 月刊）、An Outline of Buddhism, The
Imitation of Buddha, The Symbolism of Buddhism, The Buddhist’s Vade Mecum, The Catechism of
Sinshu-Sect, The Buddhist’s Hymns.」が列挙されている 。
５２
ハント・アーネスト(Hunt, Ernest: 1878-1967) は英国出 身。英国教会の牧師になるために勉学
を積んでいるなかで仏教に改宗した。1915 年に妻とともにハワイに移住し、プランテーション
で働きながら英語を教える。1924 年に本願寺派僧侶となり、今村恵猛総督のもとで英語伝道部
に従事した。中国仏教が設立した International Buddhist Institute と協働して、今村 とともに
Hawaiian Buddhist Annual を 1932 年に出版している 。またハント自身も An Outline of Buddhism:
The Religion of Wisdom and Compassion 等を出版したが 、今村逝去のあと第四代総長の口羽義教
によって、英語伝統の方針の違いによって 1935 年に 解雇されている。その後、ハントは 1953 年
に曹洞宗の僧侶となった。(参考：Encyclopedia.com,
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403802270.html, accesses on 08-04-2016)
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第３項

禅仏教から浄土教へ
－

鈴木大拙（１８７０―１９６６）

２０世紀前半の近代日本が生み出した仏教思想家のなか
で鈴木大拙 (1870 – 1966) は、ひときわ傑出した存在である
といえる。その理由としては仏教・真宗思想を日本国内だけ

鈴木大拙

に留まらず世界的に紹介し、国籍、言語、民族を超えて影響
を与えたことがあげられる。青年期に漢籍を学び、中国古典思想に親しんだ大拙はその後、
英語を通して西洋の哲学、宗教思想に精通する。
大拙は一般的には禅思想家として広く知られており、特に海外では “Suzuki Zen” とし
て呼ばれている。晩年には日本国内のみならず、アメリカを中心として国際的に禅体験に
もとづいた宗教的直観を説き、その概念は大乗仏教思想全般にも行きわたるものであった。
大拙が関心を向けた領域は、中国思想、
『楞伽経』、
『華厳経』、
『般若経』、浄土三部経に
見られる禅思想・浄土思想、また禅者と念仏者の宗教体験、スエデンボルグやエックハル
トに見られるキリスト教、神秘思想など幅広いものであるが、その根底には華厳思想の事
事無礙法界観がみられる。
拙論第１章、第１節において触れたように、マクマハンは大拙の「悟り」という精神的
境地は単なる禅だけではなく、あらゆる宗教に共通とする普遍的な真髄として「宗教経験」
を意味し、禅仏教の近代化を目指して活発に発言・執筆活動を行い、西洋世界に大きな影
響を与えたと評価している。また、大拙は近代西洋文化に代表される合理的・科学的思考
のなかで、それとは相反するロマン主義１を押し出して、禅による宗教体験を論理的に言
語化することを試みたと述べている。
本項では大拙の生涯とその時代背景を概観するとともに、かれの英語による文献を中心
として、西洋社会に与えた禅思想の影響を踏まえて、晩年の大拙が禅思想から真宗思想へ
と傾斜した経緯を検証しながら、モダニズムの流れのなかで形成された大拙の真宗思想を
考察する。
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１．鈴木大拙の英語著作について

仏教研究、著作・翻訳活動にもとづいて、大拙の生涯を、次の三区分において概観する。
① 1870 - 1908 年：ケーラスの助手としてアメリカで勉学に励んだ時期
② 1909 - 1949 年：日本帰国後に仏教学者として過ごす期間
③ 1950 - 1966 年：禅から浄土教・真宗へと傾斜する時期

①

1870 - 1908 年：ケーラスの助手としてアメリカで勉学に励んだ時期
鈴木大拙は本名を貞太郎といい、１８７０（明治３）年 に加賀藩の医学館勤務であっ

た父良準と母の増の四男一女の末っ子として金沢市に生まれた。父親は臨済宗に縁故があ
ったが、母親は念仏信仰に篤く、幼い貞太郎を連れて近隣の寺によく仏法聴聞に出かけて
いた。特に、父が５４歳で亡くなった１８７６年以降から母親は「秘事法門」に信奉し、
大拙をその集まりに連れて行き、特別の加入儀礼を経験している。大拙は老齢になって、
その儀礼を「洗礼」と呼んでいる。
わしの子供のころ、加賀には秘事法門がさかんに行われていたらしいのだな。父が
亡くなって、わしが七つか八つ、十は出んだろう。母親があるときその仲間に入った
らしいのだ。それで、わしは秘事法門の洗礼を受けたようだ。
そのやり方は、いまでもおぼえておるが、あれは自分の家であったようだな。母親
の友だちがきて、仏壇にお灯明をあげて、お経を読んだかどうか忘れたが、先達みた
いな男がいて、
「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」となんべんもやたらにとなえさせる。
わしがとなえたか、その男がいうたか忘れたが、ともかく南無阿弥陀仏をやたらとと
なえながら、膝をついて坐っているわしの上半身を持って、その男が前後にゆすぶる
のだ。
三十分か一時間か、どのくらいやったか時間をおぼえているといいのだが、そうし
ているうちに、いい加減のころにその運動をきょっと止めてしまう。そのときに、心
理的な変化が出るのだ。それまでのリズミック・モーション（律動的運動）が破れた
拍子に、そこでどうか心理に変化が起こって、ある感覚が出る。「それ、助かった」
というわけだ。２
この出来事は、大拙が後に経験する臨済禅の「悟り」とされる見性３体験へと潜在的に機
能した可能性があると考えられる。
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大拙は１８８２（明治１５）年４月に石川県専門学校付属初等中学科に入学し、藤岡作
太郎や福島淳らと雑紙『明治余滴』を創刊し、編集者となる。１８歳で同中学を卒業して、
第四高等中学校の予科第一級に編入となる（当時の学生改革によって石川県専門学校付属
初等中学科は第四高等中学と改称された）。そこで、近代日本を代表する哲学者となる西
田幾多郎や、国文学者となる藤岡作太郎との親密な思想的交流がはじまる。同学校の数学
教師は臨済宗の今北洪川（石川県円覚寺）の弟子であり、大拙もその影響を受けて臨済宗
に関心を示すことになる。１８８９（明治２２）年、２０歳にして大拙は石川県珠洲郡の
飯田小学校高等科の英語教師となる。１８９２（明治２５）年には今北洪川が遷化したた
め、後継である管長、釈宗演のもとで参禅を続ける。同年、西田幾多郎のすすめによって、
東京帝国大学哲学科に入学し、翌１８９３（明治２６）年 に釈宗演がシカゴ万国宗教会
議に出席するため講演原稿を翻訳し、夏目漱石の校閲を受ける。１８９５（明治２８）年
には、円覚寺の臘八接心４において見性の経験を得たとされる。大拙は、約５年の堂僧生
活をしたあと、釈宗演がシカゴ万国宗教会議５で知り合ったポール・ケーラス (Paul Carus、
1852 - 1919) が漢文の読める英語に通じた助手を探していたことから、釈宗演の勧めに従
ってシカゴ郊外のラサールに渡米する。
大拙はケーラスの助手として仏教の文献の英訳やケーラスが編集を務めるオープンコ
ード出版社の英文雑誌の編集、出版に携わることになる。アメリカ滞在中に大拙は、『大
乗起信論』の英訳 Discourse on the Awakening of faith in the Mahayana (1900)と Outlines of
Mahāyāna Buddhism (1907)（後に日本語訳『大乗仏教概論』として出版されている）を著
して西洋英語圏で初めての大乗入門書を紹介することになる。このように、１９世紀後半
から２０世紀初頭にかけて、大拙は２８歳から３９歳の１１年間をアメリカで過ごした後、
１９０９（明治４２）年に日本に帰国することになる。

②

1909 - 1949 年：日本帰国後に仏教学者として過ごす期間
日本へ帰国した大拙は、１９１０（明治４３）年に学習院大学教授となり、翌年１９１

１（明治４４）年、ビアトリス・アートキン・レーンと結婚する。これ以降から大正初期
にかけて禅をテーマに目ざましい執筆活動を行うことになる。また、エマニュアル・スエ
デンボルグ(1688 – 1772, Emanuel Swedenborg)６ を日本に紹介し、大谷大学学長であった
佐々木月樵とともに Principal Teachings of the True Sect of the Pure Land （『真宗要義』）を
東京の真宗大谷派別院から出版している。翌年には、初めての浄土教関連論文である「自
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力と他力」を執筆している。
続いて１９２１（大正１０）年には、東京から京都に転居し、佐々木月樵の推薦によっ
て大谷大学の宗教学科主任教授として教鞭を取ることになる。同年には、東方仏教徒協会
(The Eastern Buddhist Society) を設立し、ビアトリス夫人と共に編集者として、英語によ
る仏教関連論文の執筆、出版に意欲を注ぐことになる。
本格的な西洋英語圏に向けてのアプローチのなかで、１９２８（昭和３）年には、今立
吐酔７が翻訳した『歎異抄』を校正し、英訳『歎異抄』として出版している。１９３２（昭
和７）年には、
『楞伽経の研究』
（英文）および英訳『楞伽経』に対して、大谷大学は大拙
に文学博士号を授与している。このころから臨済禅の見性体験をした大拙は、真宗学者や
門徒を通して浄土真宗の教義と出会うことになる。
１９３９（昭和１４）年には、妻であったビクトリア夫人が亡くなる。続いて太平洋戦
争が始まるが、大拙は戦時中の１９４３（昭和１８）年に、『浄土系思想論』、『宗教経験
の事実』、また翌年１９４４（昭和１９）年には『日本的霊性』を出版している。敗戦の
翌年である１９４６（昭和２１）年には天皇陛下に御前講義「仏教の大意」を行っている。
戦前、戦中の大拙の著作の主題には、浄土教関係のものが現れるようになるが、それは
大谷大学真宗学者であった曽我量深、金子大栄などとの交流によって、禅と念仏について
の思索を展開する機会を与えた結果と考えられる。また、戦中から戦後にかけて、「日本
的霊性」を主題とする論考が発表され、法然、親鸞の念仏の教えが赤尾の道宗や浅原才市
などに代表される妙好人と呼ばれる真宗念仏者を生み出したという見解を述べている。

④

1950 - 1966：禅から浄土教・真宗へと傾斜する時期

大拙は１９５０（昭和２５）年に再度、アメリカに渡り、クレアモント大学を初めとし
て、プリンストン、ハーバード、イエール、及びコーネル大学で講義を行い、ニューヨー
クのコロンビア大学客員教授を８３歳から８８歳まで勤めた。大拙の８０歳代の大半は、
欧米で禅を中心とした大乗仏教思想を講演し、著作活動が最も活発に行われた時期である。
１９５７（昭和３２）年６月にコロンビア大学を辞任するころ、Mysticism: Christianity and
Buddhist（
『神秘主義

キリスト教と仏教』）をニューヨークで刊行しているが、この著は

１３世紀ドイツの神秘思想家マイスター・エックハルトと真宗の妙好人の思想を対比して
論じたものである。１９６５（昭和晩４０）年には、一時休刊していた英文仏教誌『イー
スタン・ブディスト』を復刊している。また、晩年には親鸞主著『教行信証』の英訳に専
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念し、死去直前までに六巻のうち前四巻の英訳を成し遂げている。死去七年後に、この未
完の翻訳は遺弟の努力により未完のまま、１９７３（昭和４８）年に刊行に到ることにな
る。８
大拙はアメリカン禅がブームを迎える１９５０年から１９６０年に、自ら欧米に赴き講
演を行い、執筆活動に専念した。雑誌 New Yorker 第３３号（１９５７年８月３１日発行）
は、コロンビア大学で講義を行った大拙の印象を以下のように述べている。
Despite his great antiquity --- he is eighty-seven--- he has the slim, restless figure of a man a
quarter of his age. He is clean-shaven, his hair is closely clipped, and he is almost invariably
dressed in the neat American sports jacket and slacks that might be worn by any Columbia
undergraduate.

The only thing about him that suggests philosophical grandeur is a pair of

ferocious eyebrows, which project from his forehead like the eyebrows of the angry demons
who guard the entrance of Buddhist temple in Japan.９
（筆者による日本語訳：鈴木大拙は小柄な８７歳ではあるが、年齢の四分の一とでも
言えるほど活発な人である。髪や髭も綺麗に整い、コロンビア大学生が着ているよう
なアメリカン・スポーツ・ジャケットとスラックスの出で立ちである。唯一に哲学的
威厳と言える凛々しい眉毛、その容貌は日本の仏教寺院の入り口にある仁王の如しで
ある。）

２．大拙の禅思想への姿勢

第１章「マクマハンのよる「仏教モダニズム」論について」にて述べたように、マクマ
ハンは「モダニティーの言説」の三番目にあたる「ロマン主義的な表現主義」を考察する
ために、大拙の著作を取りあげて仏教とロマン主義の関係について論証している。マクマ
ハンによると、大拙は William James や西田幾多郎をはじめとして、ロマン主義や観念論・
先験主義が重視する「宗教体験」概念に影響され、禅の悟りはただ禅のみの真髄ではなく、
あらゆる宗教における真髄であると禅の悟りを普遍化したとされている。大拙の著作にみ
られる伝統や儀礼・社会生活を超えた個人的・直観的な宗教体験・経験の強調は仏教モダ
ニズムの顕著な特徴であるとマクマハンは述べている。１０ 大拙は禅仏教を近代西洋文化
において支配的である合理的・科学的思想と、それに相反するロマン主義との間に位置付
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けたといえるとも述べている。
ここでは、西洋英語圏で「鈴木禅」と呼ばれる禅思想の内部構造を明確化するために大
拙の英語著作の内容を概観し、晩年には真宗思想に傾斜する発展過程を考察することにす
る。
大拙の禅思想を語るにおいて、師である今北洪水や釈宗演のような出家した臨済宗の僧
侶ではなく、生涯において居士としての立ち位置であったことを踏まえておく必要がある。
それは、あくまでも大拙自体が選択した決断であることも注目する必要がある。居士号で
ある「大拙」は、釈宗演から受けたものであり、その出拠は『碧巌録』第百則の「大巧若
レ

拙」
（大巧は拙のごとし）によるものであるが、さらに遡れば、大拙が後にラサールで英

訳することになった『老子道徳経』
（第４５章）にある「大巧若レ拙」に違いないといわれ
ている。１１ ２６歳のときに、鎌倉円覚寺で釈宗演の指導のもとで見性体験をしているが、
その宗教的自覚体験は大拙の禅思想に大きな影響を与えたとともに、後に展開される日本
的霊性思想への展開の起点になったといえよう。
マクマハンの前述の指摘に関して、大拙による英文著作にもとづいて鈴木禅の思想的特
徴を考察する。大拙による英文著作の嚆矢とされるのは、アメリカ滞在中に出版された『大
乗起信論』の英訳 Discourse on the Awakening of faith in the Mahayana (1900)と Outlines of
Mahāyāna Buddhism (1907)である。以下、シカゴにあったポール・ケーラス (Paul Carus, 1852
– 1919) が運営するオープン・コート出版社から出版された Outlines of Mahāyāna Buddhism
(1907)の目次である。本書は２００４年にようやく佐々木閑による日本語訳『大乗仏教概
論』が刊行されている。

【Outlines of Mahāyāna Buddhism (1907)・目次】
目次

Outlines of Mahāyāna Buddhism (1907)

英語

序論

Introduction

第１節

The Mahayaha and Hinayana Buddhism Why the Two Doctrine? – The Original Meaning of
Mahayana – An Older Classification of Buddhists – Mahayana Buddhism defined

第２節

Is the Mahayana Buddhism the genuine teaching of Buddha?

No Life Without Growth –

Mahayanism a Living Religion
第３節

Some Misstatements about the Mahayananism

Why Injustice Done to Buddhism – Examples of

Injustice – Monier Monier-Williams – Beal. – Waddell
第４節

The Significance of Religion

No Revealed Religion – The Mystery – Intellect and Imagination

– The Contents of Faith vary
第１章

A General Characterization of Buddhism
No God and No Soul – Karma – Adidya – Non-atman – The Non-atmanness of Things –
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Dharmakaya – Nirvana – Intellectual Tendency of Buddhism
第２章

Historical Characterisation of Mahayanism
Sthiramati’s Conception of Mahayanism – Seven Principal Features of Mahayanism – Ten
Essential Features of Mahayanis

第３章

Practice and Speculation
Relation of Feeling and Intellect – Buddhism and Speculation- Religion and Metaphysics

第４章

Classification of Knowledge
Three Forms of Knowledge – Illusion – Relative Knowledge – Absolute KnowledgeWorld-Views founded on the three Forms of Knowledge – Transcendental Truth and Relative
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第６章
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第７章
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Atman – Buddha’s First Line of Inquiry – The Skandha – King Milinda and Nagasena –
Ananda’s Attempts to Locate the Soul – Atman and the “Old Man” – The Vedantic
Conception – Nagarjuna on the Soul – Non-atman-ness of Things – Svabhava – The Real
Significance of Emptiness

第８章

Karma
Definition – The Working of Karma – Karma and Social injustice – An Individualistic View
of Karma – Karma and Determinism – the Maturing of Good Stock and the Accumulation of
Good Merits – Immortality

第９章

The Dharmakaya
God – Dharmakaya – Dharmakaya as Religious Object – More Detailed Characterisation –
The Dharmakaya and Individual Beings – The Dharmakaya as Love – Later Mahayanists’
View of the Dharmakaya – The Freedom of the Dharmakaya – The Will of the Dharmakaya

第１０章

The Doctrine of Trikaya
The Human and the Super-human Buddha – An Historical View – Who was Buddha? The
Trikaya as Explained in the Swarna-Prabha – Revelation in All Stages of Culture – The
Sambhogakaya – A Mere Subjective Existence – Attitude of Modern Mahayanists –
Recapitulation

第１１章

The Bodhisattva
The Three Yanas – Strict Individualism – The Doctrine of Parivarta – Bodhisattva in Primitive
Buddhism – We are all Bodhisattvas – The Buddha’s Life- The Bodhisattva and Love – The
Meaning of Bodhi and Bodhicitta – Love and Karuna – Nagarjuna and Sthiramati on
Bodhicitta – The Awakening of the Bodhicitta – The Bodhisattva’s Pranidhana

第１２章

Ten Stages of Bodhisattvahood
Gradation in our Spiritual Life – Pramudita – Vimala – Prabhakari – Arcismati – Sudurjana –
Bhimukhi – Durangama – Acala – Sadhumati – Dharmanegha

第１３章

Nirvana
Nihilistic Nirvana not the First Object – Nirvana is Positive- the Mahayanistic Conception of
Nirvana- Nirvana as the Dharmakaya – Nirvana in its Fourth Sense – How to Realise Nirvana
– Love Awakens Intelligence – Conclusion
Appendix, Hymns of Mahayana Faith
Index
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序論のなかで大拙は、本書における二つの目的と出版の意義を提示している。

一つは西洋の批評家たちが大乗仏教の根本教義に対して抱いている誤解を正すこ
とであり、二つとしては世界の比較宗教者に対して、大乗仏教が備える特殊的な宗教
的情操と信仰の発展を開示することであるとして、本書はその一般性と専門性の両面
を目的としている。
大乗仏教の教理史は、西洋の学者たちにはほとんど知られていない。その一番の理
由は、資料の大部分が漢文で書かれているということにある。外国人にとって、修得
するのが最も困難な言語である漢文で書かれているため、資料として利用できないの
である。これほど文化交流の盛んな時代に、仏陀の教えの中にある幾多の宝石を手に
取ることができる西洋人がほとんどいないというのはまことに残念なことである。全
世界を通じて、人間性というものは基本的に全く同じものであり、条件さえ整えば、
いかなる場所においても同じように精神現象が現れる。この事実こそが、真理の普遍
性および慈悲の広大無辺なる力に対する我々の確信を揺るぎないものとする。私が心
から願うのは、知力の限りを尽くして研究を継続し、その結果を同朋たちと分かち合
うことである。１２

前述の本書の目次を概観すると、書名としては『大乗仏教概論』と掲げているが、内容
的には文献をもとにして大乗仏教を概論したものとは言い難く、むしろ大拙が自らの主観
的立場から大乗仏教の思想を解説したものと見受けられる。そのためか、大拙は本書の英
語再版も和訳も許すことがなかったと言われている。１３
Carl T. Jackson１４ が指摘するように、１９５０年代から「鈴木禅」に対する批判が始ま
ったころ、中国の禅思想史学者である胡適 (Hu Shih, 1891 – 1962) が１９５３年に、大拙
の禅思想は文献学を軽視して、余りにも主観的、体験主義的であるため禅学とは言えない
という指摘があった。１５ これに対して、大拙は本著が大乗仏教の文献を基礎にしていな
いことについて次のように述べている。

今現在、活力に満ち、あらゆる機能が活動している有機体について、その歴史的価値
を問うこと、そしてそれをまるで地面の中から掘り出された考古学的遺物や古代宮殿
で見つかった骨董品のように扱うことは、全く無意味な話である。大乗は歴史的好奇
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心の対象ではない。その生命力と活力は、日々我々に関わるものなのである。１６

仏教文献を基礎とする方法論から距離を持つ大拙は、その後大谷大学で多くの仏教学者と
接すことによってその姿勢に改善が見られたかもしれないが、文献を自らの体験をもって
検証し、その説明をロゴス化するという取り組みに徹したと考えられる。よって、大拙に
よる Outlines of Mahāyāna Buddhism (1907)（日本語訳書名『大乗仏教概論』）は、自らが理
解したところの大乗仏教の論理構造を明かにしたのが本書の目的であり、その姿勢は日本
仏教の近代的解釈を提示したものと考えられる。
昭和１０年代になると戦争問題のなかでナショナリズムが台頭し、大拙のテーマも「日
本」や「東洋」といったものが多くなる。『禅と日本文化』の素材となった英文著作 Zen
Buddhism and its Influence on Japanese Culture が１９３８年（昭和１３）に出版され、１９
４４年（昭和１９）には「日本的霊性」という概念に形成される。大拙による『日本的霊
性』とは一面において「霊性」の普遍性を説きながら、他面においては民族の特殊性を持
つことが主張されている。

霊性は、それ故に、普遍性を有つて居て、どこの民族に限られたと云うわけのもので
ないことがわかる。漢民族の霊性も欧州諸民族の霊性も日本民族の霊性も、霊性であ
るかぎり、かはったものであってはならぬ。しかしながら、霊性の目覚めから、それ
が精神活動の諸事象の上に現はれる様式には、各民族に相異するものがある。即ち日
本的霊性なるものが話され得るのである。１７・・・始めに日本民族の中に日本的霊性
が存在して居て、その霊性が偶々仏教的なものに逢着して、自分のうちから、その本
来具有底を顕現したと云うことに考えたいのである。１８

大拙が語る「日本的霊性」とは、あたかも有史以前から日本に内在する特性として存在し、
それが仏教に触れて顕現したものであり、仏教が日本化したのではないとすると考えられ
る。大拙の「日本的霊性」概念は、後に禅仏教から浄土教・真宗に傾向するとともに、そ
の内容が鮮明になってくる。大拙はこの「霊性」なる体験を華厳思想の「事事無礙法界」
のなかで言及し、臨済宗の見性を通して自らが経験した事柄を「霊性的直覚」と定義し、
浄土教において、この「霊性的直覚」が顕現したのは真宗妙好人であると理解することに
なる。
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日本的霊性でなければ、この飛躍的経験は浄土系思想の中で生まれ出なかったのであ
る。浄土系思想は、インドにもありシナにもあったが、日本で初めてそれが法然と親
鸞とを経て真宗的形態を取ったという事実は、日本的霊性即ち日本的宗教意識の能動
的活現に由るものといわなければならぬ。・・・日本的霊性の情性方面に顕現したの
が、浄土系経験である。・・・日本的霊性の情性的展開というのは、絶対者の無縁の
大悲を指すのである。無縁の大悲が、善悪を超越して衆生の上に光被して来る所以を、
最も大胆に最も明白に闡明してあるのは、法然―親鸞の他力思想である。絶対者の大
悲は悪によりて遮られず、善によりても拓かれざるほどに、絶対に無縁 ― 即ち、分
別を超越しているということは、日本的霊性でなければ経験せられないところのもの
である。それで、ことに親鸞は日本の教主として聖徳太子に呼びかけるのである。親
鸞は、法然によりて浄土思想に目覚めさせられたのであるが、彼は法然が言い尽くさ
なかった絶対他力的経験につきて、明白な霊性的把握をもつようになった。・・・親
鸞は、自分の霊性が日本的なる所以を意識していたと言わなければならぬ。この意識
がインドでもシナでも出来あがらなくて、日本でのみ可能であったという事実は、何
かここに日本的霊性なるものの特異性を見出すことにならないであろうか。１９

３．華厳思想と見性・霊性的直覚の関係

大拙は自らの見性体験をロゴス化することを試みるが、その真髄を The Essence of
Buddhism（日本語書籍名『佛教の大意』、１９４７年）において華厳思想の事事無礙法界
観にもとづいて簡潔に述べられている。以下、その内容をまとめる。本著は、大拙が昭和
２１年４月２３、２４日の両日において、日本の天皇皇后両陛下に対して行った講演を基
礎にして昭和２２年に起稿されたものである。その後に、英国で仏教雑誌『中道』(The
Middle Way)を出版していたクリス・ハンプレーズから英訳の依頼を受けて大拙が１９４８
年に英訳し出版したものである。第１講を「大智」、第２講を「大悲」とした内容となっ
ている。
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【大拙の華厳思想観】
般若的空思想を根底にした華厳哲学の理解：事（分別・差別、色）と理（無分別・
平等、空）
、西洋哲学での用語に当てれば、事は形体（フォーム）で理は質料（マ
ター）、キリスト教の言葉では、
（いくらかの保留条件をつけて）空を神（ゴッド）、
事を個己（エゴ）、またドイツ哲学では事または色を特殊として、理または空を
一般とする。２０
仏教の空とは、
「色即是空」で、いつも色の上、事の上で云う空である。
「色即是
空・空即是色」とは「事即是理・理即是事」であるが、華厳ではこれを「理事無
礙」という。空は絶対空で対照的・対抗的ではない、畢竟浄で相関的に云う浄で
はない、それ故に色と共に在り、色の中に在り、そうして色そのものである。こ
れを「無礙」と云う。２１
理と事と、これを神と人、又は佛と衆生として見ると、両者は互いに相容れぬと
考えるのが宗教学者一般の見解である。しかし華厳ではこれを円融無礙すると云
う。理を事のうちに見るとか、事を理の中に見るとか云うのではなくて、理即事、
事即理と云う。またこれを相互に鎔融すると云う。一々の事の中に理が分徧する
のでなくて全徧すると云う。理即事又は事即理は、如（又は真如）とも如如とも
云う。２２
以上のように大拙は華厳の事事無礙法界観を中心思想として、華厳の四つの世界観（事法
界、理法界、理事無礙法界、および事事無礙法界）を展開する。

【華厳思想の事事無礙法界観を感知することは、霊性的直覚であり、それは臨済宗におけ
る見性である。】
理事が相互に円融無礙であると云うことは厳格には論理的でないといわれるか
もしれないが、霊性的直覚は比喩的に表詮されるので理事の相互鎔融ともいう。
２３

華厳の世界観は直覚には二種あり、一つは感性的、知性的直覚、今一つは霊性的
直覚である。感性的、知性的直覚は概念的で、静態的で空間的であるから生命の
動きそのものを補足し得ない。霊性的直覚は生命そのものの中へ飛びこむから空
間的・時間的である。２４
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【事事無礙法界を動かすのは大悲である】
華厳の事事無礙法界を動かしている力は大悲心に外ならない。この大悲心の故に、
人間の個我（又は個己）はその限界を打破して他の多くの個我と徧容摂入するこ
とが出来る。２５
大智が大悲で、大悲が大智であると云うは、・・・換言すると空間が時間で、時
間が空間だと云うことになる。そうしてこれが二元的に合致すると云う意味でな
くて、華厳的に円環的に非一非異であることであり、これが霊性的直覚の本質で
ある。２６

４．禅思想から浄土教への展開

大拙は弥陀の本願が衆生の霊性的直覚となり、それが顕現したのが真宗妙好人であると
する。大拙は弥陀の誓願に対する霊性的直覚は、華厳の事事無礙を現前することであると
捉えている。
華厳の法界を動かしているのは大悲心に外ならないので、仏教者はこれに人格的
相好を与えて具体化するのが常である。阿弥陀仏如来と云うのは此の如き人格化
の一つである。阿弥陀如来は浄土系の人々に対しては極めて現実的で具体性に充
ちた存在である。２７
弥陀に４８の誓願がある、その中に、「一切の衆生が正覚（即ち霊性的直覚）を
成ずるまでは自分は正覚を取らぬ」と云うのがある。弥陀の正覚と衆生の正覚と
は同時頓起で、それは既成の事実であるから吾等も既に成仏しているのであると
云わなければならない事になる。これを知性的分別の面から見ると、非合理非常
識の極みになる。阿弥陀という他己の成佛は如何にして自己の成佛となり能うか。
霊性的直覚の法界で見ると弥陀の成佛が直ちに個己の成佛になる。そうして自己
の成佛がまた他己の成佛になって行く。極楽と云う霊性的法界は娑婆と云う分別
的世界と相互に聯結して居る。さう云うよりは寧ろ相互に映り合って居ると云う
方がよいであろう。二つのものとして映り合ふのでなくて、一つのものが一つを
一つに映す。差別即平等と云うも無分別の分別と云うも同じ事を指示しているの
です。分別界の業繋・煩悩・妄想など云うものを洗ひ尽くして、華厳の法界に突
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入して来ると未生以前の光景が認得せられる。２８
弥陀の誓願は華厳の法界を此土に現前せんとする。霊性的直覚の法界は弥陀の浄
土の義です。さうして弥陀は吾等の一人一人に外ならぬのである。２９
禅は大智の面、浄土系は大悲の面を代表する。殊に真宗は、日本で完成したもの
であり、直ちに人間性の本拠に迫って来るものです。浄土系には社会的人道主義
的要素がある。３０
讃岐の庄松（妙好人）は、純なる霊性的直覚の境地である。

以上のように、大拙の仏教思想は華厳思想観に立脚した事事無礙法界観を感知すること
であり、それは臨済宗において大拙が体験した見性であるとし、霊性的直覚と定義してい
る。このような大拙による主観的、観念的アプローチである霊性的直覚思想は、浄土教へ
も広がりを見せ、弥陀の本願が衆生の霊性的直覚となって、それが顕現したのか真宗妙好
人であると理解することになる。このことに関しては、次に考察を加えることにする。

５．西洋英語圏における鈴木禅批評

大拙の禅思想が西洋英語圏に紹介されて１００年以上を経ているが、英語圏の宗教学者
はどのように受容しているのであろうか。ここでテキサス大学宗教歴史学科教授であるカ
ール・ジャクソン (Carl T. Jackson)、 および近年において大拙の仏教思想に関する Selected
Worlds of D. T. Suzuki, Volume I を出版したデューク大学宗教学科教授のリチャード・ジャ
フィ (Richard M. Jaffe)３１の「鈴木禅」関する批評を概観することにする。
先ずは、ジャクソン論文、 D. T. Suzuki, “Suzuki Zen,” and the American Reception of Zen
Buddhism３２（著者による日本語訳：「鈴木大拙：「鈴木禅」とアメリカにおける禅仏教の
受容について」
）は「鈴木禅」の特徴について次のような４点を指摘している。３３

先ず、第一として大拙の著作は臨済宗に偏っており、そのため１９５０～１９６０
年代のアメリカは臨済禅ブームであった。臨済禅の途方もない解答や逆説論法は第二
次世界対戦後における多くの西洋人に刺激的なものとなり、また存在主義やフロイト
主義への示唆ともなった。
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第二として、大拙の禅思想は儀式、教義、また教団としての修行より個人として内
的な宗教体験を強調している。かれは禅の内的体験をすべての宗教における普遍的な
ものと位置づけてけることによって、禅はアメリカ人によって受容されることになっ
た。
第三として、伝統的な日本の禅仏教を世界宗教の土俵に入れたといえる。大拙は禅
仏教を聖書でいうところの「福音書」であると述べ、また禅は「革新的な体験主義」
とまで位置づけ、古来の日本の伝統的宗教の禅仏教を William James や John Dewey
といったアメリカの実用主義者と関連させた。
最後に、「鈴木禅」は現実に密着した総括的な哲学的視点から禅仏教を説明してい
る。大拙自体は哲学者ではないと否定するが、かれの禅仏教に関する著作は哲学的表
現が多いとされる。親友である２０世紀における日本が生み出した偉大な哲学者であ
る西田幾多郎との交流は看過されるべきではない。また、大拙による哲学的アプロー
チの論文の多くはオープン・コート出版の雑誌 The Monist や Philosophy East and West
に掲載されている。

続けてジャクソンは「大拙による禅の解説は、小乗仏教、大乗仏教、また中国の禅仏教
や日本の禅仏教などの相異を浮き彫りにせずに、大拙は仏教の普遍性を全面に押し出し、
仏教の核となる教えを西洋人にとって理解し易く違和感なく表現したといえる」３４と述べ
ている。
１９８０年に、大拙批判が盛んになされたなかで、その共通批判は「鈴木禅」が日本の
伝統的な禅に捕らわれることなく、西洋社会に影響をあたえるような近代的な禅思想を提
示したことである。とくに Bernard Faure と Robert Sharf によると、大拙は伝統的な禅思
想を西洋社会に向けて再構築したと批判している。Faure は大拙の禅思想が臨済宗に偏り
すぎ、禅とキリスト教における共通基盤としての神秘性を強調し、また宗教体験を重んじ
る本質論者の傾向を取り上げている。大拙の禅思想の理解は一般的な禅理解から距離を置
くものであり、日本文化の外側として編み出されたユニークなものであると指摘している。
おそらく若くしてアメリカに渡った大拙にとって、キリスト教、心理学分析や存在主義と
いった西洋的価値観の土壌のなかで、かれの禅理解が曲解されたものであろうと推測が付
け加えられている。３５
大拙が構築した西洋英語圏への禅思想は、William James による直接（直覚）経験やそ
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の本質論、また「日本的霊性」とされる日本人論的思想によって支えられている。日本の
伝統的な禅仏教や明治維新における近代仏教のなかで説かれていた禅仏教は西洋英語圏
にとっては理解が及ばない遠い存在であったが、伝統的な禅仏教を近代的普遍性のなかで
再構築した大拙は、西洋社会の知識人に禅思想を身近に紹介した功績は大きいといえると
している。
「鈴木禅」への正確性に関しての批判はともかく、大拙が西洋英語圏に向けて
禅思想を紹介した役割は不可欠であり、その影響と貢献度は忘れるべきではないと結んで
いる。３６
続いて、ジャフィ による Suzuki’s Approach to Zen 「鈴木禅へのアプローチ」は以下の
ように指摘されている。３７
鈴木禅の悟り体験は臨済禅の見性にもとづく。
大拙はポール・ケーラスから「科学的宗教」の影響を受けたが、不生不死や絶対性
は主観性による「直覚」を通して体現されるとする。
ウィリアム・ジェイムズによる『心理学原理』の影響を受けて、宗教体験の神秘性
を重視する。またジェイムズの「個人としての宗教」を教団や教義より重視した。
鈴木禅はヨーロッパやアメリカ的哲学、また宗教文学の影響を受けている。
「見性」を禅と仏教の中核に据えることによって、その宗教体験を普遍化した。
大拙と西田は仏教を２０世紀のおける宗教学、心理学、また哲学分野に持ち込んだ。
「悟り」とは二元論的思考の打破であり、見性を得た人間には備えられるとして、
大乗仏教の「悟り」のロゴス化につとめた。

以上のように、大拙の英語による嚆矢とされる二つの著作を取り上げて、かれの禅仏教
思想を西洋英語圏の批評を取り混ぜて概観した。ジャクソンやジャフィが指摘するように、
大拙の仏教・禅思想は自らによる主観的、観念的、体験主義的なものであるといえる。そ
の根拠として、幼いころに母親に連れられて秘事法門の念仏経験や、臨済宗の居士として
の見性体験が指摘できる。それらの宗教的情操が大拙のなかで中核となり、華厳思想観で
ある事事無礙法界観の境地が霊性的直覚であり、それがまた臨済宗における見性体験であ
ると位置づけた。かれの禅思想は浄土教思想への移行のなかで、事事無礙法界を動かすの
は大悲であり、弥陀の誓願を信知することを霊性的直覚の現前であると捉えられることに
なる。究極的には霊性的直覚が顕現したのが真宗妙好人であるという思想に終着されるこ
とになる。
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６．西洋英語圏における大拙の浄土教・真宗思想の考察

大拙が語る禅仏教を通して大乗仏教の思想を初めて触れた西洋英語圏の人々にとって
は、同じ大拙が語る浄土教の位置づけは少なからずとも困惑を与えたことではないだろう
か。しかしながら、大拙は浄土真宗を紛れもなく浄土思想の主流として位置づけていたこ
とは事実といえる。

大乗教のシナ及び日本に於けるあらゆる発展の中で最も注目すべきものは浄土真宗
の教である。この教が特に注目すべきものであるという理由は、主として次の二点に
存する。即ち、地理的に、その発生地が日本であるといふこと、歴史的に、それが浄
土教の最後の発展であり、従ってその発達の極致を示せるものであるといふこと、こ
れである。３８

上記の記述は、１９３９（昭和１４）年発行の『イースタン・ブディスト』誌に英文で発
表されたものを、元大谷大学教授、杉平顗智が邦訳して、後に１９４９（昭和２４）年刊
行の A Miscellany on the Shin Teachings of Buddhism の巻頭に収録されたものである。また、
同内容は大拙没後１９７３（昭和４８）年刊行の英訳『教行信証』の姉妹編である英文論
集 Collected Writings on Shin Buddhism３９ にも所収されている。この発言でもっとも注目さ
れる点は、浄土真宗を大乗仏教の極致と見なしている大拙の姿勢である。

【ドビンズによる大拙の真宗思想批評】
大拙による浄土教、真宗思想は如何に西洋英語園で理解され、受容されているのであろ
うか。西洋において真宗学者として知られるオハイオ州にあるオーバリン大学宗教・東ア
ジア研究科教授であるジェームス・ドビンズ (James C. Dobbins, 1949 – 現在)４０が２０１５
年に刊行した Selected Works of D. T. Suzuki, Volume II: Pure Land (Oakland: California
University of Press, 2015) を中心に考察を行うことにする。大拙への浄土教思想の影響とし
てドビンズは以下の点を挙げている。４１

母親の秘事法門による念仏への開眼と臨済禅における「さとり」体験として見性
の関連性。
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ケーラスからの西洋宗教とカントなどの哲学的影響。
妻のビアトリスが所属していた神智学協会４２との関係。
大谷大学・真宗学者である曽我量深や金子大栄からの刺激。

明治時代 (1868-1912) の廃仏毀釈が進むなかで、宗教の世界にも科学主義や合理性を目
指す近代化の波が押し寄せることになる。変化の著しい時代において大拙は仏教を新しい
解釈のなかで説明することに専念したといえる。それまでの仏教理解においては経験や体
験を取りあげることはなかったが、大拙は自己の禅体験とジェームスの『宗教体験の諸相』
に影響を受けて普遍的な宗教体験を主張する。そこには文献研究としての経典や宗派教義
に重点をおかない主観的思考が前面に押し出され、その結果、大拙の主要テーマは心理的
転向や新しい内的思考性が焦点となる。ドビンズによると、宗教の本質を基礎として、大
拙は新しい仏教の解釈する思考過程を構築したと述べている。４３

ジェームスの『宗教体験の諸相』に感化されて、自己の禅体験を普遍的な宗教体験
として主張した。
宗教体験による心理的転向、あるいは新しい内的思考性を重要視する。
頓教的な宗教体験を主張する。
臨済禅の悟りである見性を一元論的思考（Non-dualism）によって神秘的に表現する。

続いて、ドビンズは大拙による浄土教思想の特徴を概観し、以下の三点を列挙している。

① 大拙による真宗の捉え方は仏教全体のなかで包括的、系統的の説明するものという
より、特異性を強調することにある。真宗は近代化のなかで説得力のある教えであ
り、大拙にとっては最も興味の対象であったが、宗教的内的経験の視点から浄土教
の本質を禅仏教と同視していた。４４
② 即非の論理を禅の悟りに適応したように、大拙は伝統的に二元論思考が用いられて
いる浄土教においても、一元論的思考である即非の論理を持ち込んだ。４５
③ 大拙の神秘主義思考４６は、自らの見性体験から「日本的霊性」思想の構築過程に見
られるが、それらの霊性的直覚として現前したのが真宗の妙好人であると理解し、
その神秘性をロゴス化した。宗教体験・神秘主義・日本的霊性思想（Three concepts
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– Religious experience, mysticism, and Japanese spirituality）は大拙にとって重要な三つ
の思考概念であるとしている。４７

さらにドビンズは、大拙による以下の浄土教の主要テーマ（Pure Land Theme）について
考察を加えている。
① 自力・他力
浄土教の自力･他力思想を同一延長に位置付けして、その融合性を宗教的基礎と理解す
る。４８
② 念仏
念仏によって阿弥陀仏と自己が融合することを宗教経験であると捉え、その現象が神
秘的でスピリチュアルなものであるとする。大拙の念仏理解は時宗の一遍による念仏
思想に類似していると言えよう。４９
③ 浄土
浄土の理解は地理的な場所ではなく、宗教体験を象徴したものであるとする。浄土は
スピリチャリティー（霊性）領域であり、浄土に生まれるとは、この霊性領域に安住
することであり、現世において可能なことで死後のことではないとする。阿弥陀仏国
は「今ここ」で体験可能な事柄であると理解する。大拙のこの思想に影響を与えたも
のとしては、禅の『六師大師法宝壇経』
（見性がテーマ）および『維摩経』があげられ
る。５０
④ 機法一体
浄土宗西山派、証空による著とされる『安心決定鈔』の影響を受けて、仏の正覚（法）
と衆生の資質（機）は分離不可能なものであると理解している。５１
⑤ 真宗の信について
大拙は真宗における「信」を禅の「悟り」と同様に理解し、それは神秘的で霊性的な
宗教的体験であるとする。禅の悟りの境地を真宗における「信」獲得であると理解し、
そのことは仏の正覚を獲ることと捉えている。禅の「悟り」と真宗の「信」を無理矢
理に融合していると考えられる。５２

以上のように、浄土教を大乗仏教の極致として、それまでの伝統的な説明から宗教経験、
神秘性、一元論的思考の視点から近代的な説明を施すことによって西洋英語圏に浄土教の
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存在を知らしめ、また真宗妙好人の存在を開示することによって真宗教学に新しい研究分
野を開拓したとして、ドビンズは大拙の功績を評価している。５３
最後に、大拙の神秘主義について、フィリップ大学（ドイツ・マルブルグ）宗教学科名
誉教授であるマイケル・パイ (Michael Pye, 1946 – 現在)５４は Eastern Buddhist (2008) に所
収されている論文 ‘Suzuki Daisetsu and Communicating Buddhism; Suzuki Daisetsu’s View of
Buddhism and the Encounter between Eastern and Western Thought’（筆者による日本語訳：
「鈴
木大拙と仏教解説：鈴木大拙の仏教思想と東西思想の邂逅について」のなかで、「大拙が
神秘性を語る意味合いは、親鸞自体を mystical religious thinker と理解していることであり、
浄土真宗の教えを神秘的と表現しているのではない」５５と指摘している。パイによる大拙
の仏教思想に対する評価は以下の通りである。５６

① 大拙による西洋英語圏にアピールできる仏教を教説した。
② ２０世紀における東西の文化交流のなかで仏教を位置付け、宗教経験である「悟り」
の境地を説明したものである。
③ 大半が臨済禅に依るものであり、曹洞禅は無視されている。また臨済禅も中国に依
るものであり、日本における臨済禅が語られているかどうかは不鮮明である。よっ
て大拙独自の仏教理解という意味合いから「鈴木禅」と呼ばれている。
④ 大拙による仏教思想はモダニズムの影響を受けて新しい形態を示し、それはまた大
乗仏教の再構築ともいえるだろう。

以上、臨済禅の居士であった大拙が、禅思想から浄土教に傾斜し、浄土真宗を大乗仏教・
浄土教思想の極致であると認識する過程を考察した。大拙による仏教・真宗の近代的解釈
の鍵は、宗教経験という概念であるといえよう。
華厳思想の事々無礙法界の境地を霊性的直覚と理解し、華厳の法界を動かしているのは
大悲心であるという視点から、真宗において霊性的直覚とは弥陀の誓願を信知することで
あると位置づけた。真宗妙好人は日本的霊性が顕現した存在であるとしている。
モダニズムが興隆するなかで、大拙は従来の真宗理解から宗教経験・神秘主義・霊性的
直覚という概念を中核として、西洋英語圏に理解されやすい仏教・真宗体系を模索したと
いえる。
マクマハンが述べるように、大拙のロマン主義・観念的・主体的な姿勢は、禅仏教思想

131

や真宗思想を近代西洋文化圏で支配的である合理的・科学的思想とは相反するロマン主義
との間に位置づけた。「悟り」という宗教体験を普遍化し、ロゴス化に徹することで仏教
思想の再構築と再文脈化を促し、さらには真宗モダニズムを呼び起こすこととなったとい
えよう。
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【資料：鈴木大拙の英語著作】

（１）The Eastern Buddhist
１９２１（大正１０）年、大拙は東方仏教徒協会 (The Eastern
Buddhist Society) を設立して、ビアトリス夫人と共に The
Eastern Buddhist の編集者として英語による仏教関連論文の
執筆、出版活動を始める。以下に示す大拙の論文は大半が禅
仏教に関するのであるが、浄土教・真宗関連も僅かに見られ

The Eastern Buddhist
Volume 1, Number 1
1921 年 5 月発行

る。

Volume - Number

Month/ Year

Title of Theses

I-1

May, 1921

Zen Buddhism as Purifier and Liberator of Life

I-2

July, 1921

Buddha in Mahayana Buddhism

I-3

Sept. – Oct. 1921

The Revelation of a New Truth in Zen Buddhism

I-5&6

Jan. – Feb.

Some Aspects of Zen Buddhism

March-April, 1922
II – 3 & 4

Sept. – Oct.

The Psychological School of Mahayana Buddhism

Nov. – Dec., 1922
II - 1

April – May – June, 1924

Enlightenment and Ignorance

II - 2

July – Aug. – Sept. 1924

Sayings of a Modern Tariki Mystic.

III - 4

Jan. – Feb. - March, 1925

Development of the Pure Land Doctrine in Buddhism

IV - 2

July – Aug. – Sept. 1927

Zen and Jodo, Two Types of Buddhist Experience

V-4

July, 1931

What is Zen?

VII – 3 & 4

1939

The Shin Sect of Buddhism

【論文要旨】
‘Development of the Pure Land Doctrine in Buddhism’ (1925): The Eastern Buddhist, Vol. III,
No. 4 (January-February-March, 1925), pp.285-326.
本論文は大拙による浄土教に関する初期のものであり、主要テーマである阿弥陀仏、浄
土、本願、念仏、救済、他力について、法然、親鸞、一遍教義をもとに解説されている。
なかでも親鸞による浄土真宗の教義の影響は強く、浄土教を菩薩道を説く大乗仏教と智
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慧・慈悲を基本として捉えている。初期仏教と浄土教との類似性を説き、仏教近代化のな
かで新たな視点から浄土教の正統性を試論している。

‘Zen and Jodo, Two Types of Buddhist Experiences’: The Eastern Buddhist, Vol. IV, No. 2
(July-August-Sept. 1927), pp.89-121.
真宗教義の神秘性が禅との融合のなかで説明されている。大拙の真宗理解は禅思想から
のものであることが理解される。

‘The Shin Sect of Buddhism’: The Eastern Buddhist, Vol. VII, No. 3/4 (1939), pp.227-284.
『浄土系思想論』巻頭論文「真宗管見」のもととなった英語論文
真宗の他力本願の教えを浄土宗と対比することで、浄土宗は自力と他力が混入している
として口称念仏を生因とし、真宗は信の確立を生因とすると述べている。革新的な真宗の
解説が試みられている。

Mysticism: Christianity and Buddhism (1957)
大拙が神秘思想に関心を示したのは明治３０年に渡米して、ポール・ケーラスのもとで
助手をしながら東西の宗教・哲学文献を研究し、また翻訳活動を行っていたころと考えら
れる。５７ 大拙の神秘思想とは分別智を超えた視点に立つもので、その現象を霊性的直覚
と理解している。本書はこの神秘主義を主要テーマとして、キリスト教神秘主義のマイス
ター・エックハルト５８を取り上げ、禅思想、真宗思想と比較し、それぞれの思想の親近性
に注目している。根底には大拙が主張する宗教体験があるが、エックハルトの思想は「仏
教思想にかなり接近し、また決定的に仏教的思索に由来する」５９と断言して、エックハル
トによる神秘性を、禅思想や真宗の他力回向の思想のなかで考察する
大拙による救済者と非救済者の一体性を強調は、念仏を通して阿弥陀仏と帰依者は一体
化するが、同時に阿弥陀は阿弥陀で、衆生は衆生であるという妙好人の境涯を示唆するこ
とになる。こうした大拙の真宗理解に対して、金子大栄は「禅の心を以て念仏の意味を明
かにせられたと言えるだろう。一遍上人の「称ふれば仏も我もなかりけり
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南無阿弥陀仏

南無阿弥陀仏」が大拙の真宗領解に最も近い。」６０と評している。
Mysticism: Christianity and Buddhism 目次は以下の通りである。
1.

Meister Eckhart and Buddhism

2.

The Basis of Buddhist Philosophy

3.

‘A Little Point’ and Satori

4.

Living in the Light of Eternity

5.

Transmigration

6.

Crucifixion and Enlightenment

7.

Kono-mama (‘I Am That I Am’)

8.

Notes on “Namu-amida-butsu’

9.

Rennyo’s Letters

10. From Saichi’s Journals

Shin Buddhism 『真宗入門』 (1970)
Shin Buddhism は、大拙が１９５８年春にニューヨーク市にある米国仏教アカデミーで五
回にわたり「親様」という講題で講演を行った内容を、主催者であった関法善(ニューヨー
ク仏教会開教使、拙論第２章、第３節、第５項で取り上げる）が Mr. & Mrs. Robert
Blickenderfer と英訳し、序文を加えて Harper & Row 出版社より刊行したものである。その
後、海野大轍（拙論第３章、第３節で取り上げる）が英語校正をして、序文を添えて
Shambhala Publication 社から１９９８年に Buddha of Infinite Light という書名にて再出版し
ている。６１ 海野は序文おいて「大拙は浄土真宗の教えを彼独自の感性によって飾り気な
く明白に語っている」６２と述べている。己身の弥陀・唯心の浄土６３に象徴される大拙の
浄土観・往生観がみられる。６４

６５ ６６

1.

Infinite Light

2.

Enlightenment of the Inner Self

3.

Faith as True Entrusting

4.

The Futility of Pride

5.

Excellence of Person

本書の目次は以下の通りある。
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【大拙による『教行信証』
】
最後に、鈴木大拙死後７年目にあたる１９７３（昭和４８）年に出版された英訳『教行
信証』(The Kyogyoshinsho – The Collection of Passages Expounding the True Teaching, Living,
Faith and Realizing of the Pure Land) について考察を加える。この翻訳は、１９６１（昭和
３６）年の親鸞聖人７００百年遠忌の際に計画され、親鸞聖人誕生８００年、立教開宗７
５０年を迎えた１９７３（昭和４８）年に真宗大谷派から出版されたものである。内容は、
序文（西谷啓治

４頁）、編集者序（伊東慧明、岡村美穂子

２頁）、本分（鈴木大拙

１

９７頁）、グロッサリー（１２６頁）、チャート（２２頁）、索引（８５頁）より成る。本
文は『教行信証』の全六巻のうち前四巻を大拙が英訳したものであるが、後半の真仏土巻
を化身土巻は英訳されていない。底本は西本願寺本を用い、坂東本を参照している。
安富信哉は、「従来達意的な大拙英訳手法とは異なり、本翻訳は原文に忠実に従った
逐語翻訳である。訳語の数々には、大拙自身の宗教体験をもとにした独創的な見られ、か
れの宗教的個性のフィルターが強くかかっている」６７と述べている。初版から４０年後の
２０１２年に大拙英訳の『教行信証』はカリフォルニア大学バークレー校教授のマーク・
ブラム (Mark Blum)が編集者として大谷派宗務部から出版された。
なお、本派本願寺では、
１９９７年にその他の親鸞著作を含めた英訳版を The Collected
Works of Shinran として出版している。大拙の『教行信証』の英訳については拙論の紙面
上の都合もあり、後の研究としたい。

１

ロマン主義は，18 世紀末から 19 世紀前半にかけてイギリス，ドイツ，フランスなどのヨーロッパを
中心隆盛した思潮。文芸思潮に端を発し、情緒は自然の重視、超理性的なものや永遠に向かう傾向、創造
的個性の尊重など、普遍的、理性的なものを理想とする古典主義に対立する思潮として発展、広く芸術・
文学・哲学・宗教のあらゆる分野に及んだ。思想上の自由解放を信奉する革新的思潮であり，合理主義の
普遍的理性に対抗して個々人の感性と想像力の優越を主張し，古典主義の表現形式の規制を打破して自我
の自由な表現を追求しようとした文芸運動である。『精選版日本国語大辞典』参照。
２ 秋月龍観珉『鈴木大拙』
（講談社学術文庫、２００４年）pp.21-22.
３ 人間に本来そなわる根源的な本性を徹見すること。性は本来、煩悩に汚されることなく、それ自体で
清浄なものであり、この自性清浄心に気づくことをさす。禅における悟りであり、臨済禅では今日でも見
悟を目ざして座禅修行に励む。『岩波仏教辞典』第二版（岩波書店、２００２年）p.287.
４
１２月１日から８日まで、禅寺院行われる坐禅修行のこと。
「臘」というのは、１２月を意味する「臘
月」の略で、「八」は「８日」のことで、また「摂心」というのは「心をおさめる」こと。
５
釈宗演がシカゴ万国宗教会議で行った講演は鈴木大拙によって英訳されている。拙論第２章第２節参
照。
６ スウェーデン王国出身の科学者、神学者、また神秘主義思想家。
７
拙論第２章、第 3 節、第１項を参照。
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８

坂東性純「鈴木大拙－霊性と浄土教」『浄土仏教の思想 15』（講談社、2002 年）pp.5-19. 参照。
The New Yorker #33 (August 31, 1957).
１０
拙論第１章、第１節、pp.10-11.参照。
１１
坂東性純「鈴木大拙－霊性と浄土教」『浄土仏教の思想 15』p.21.
１２
D. T. Suzuki, Outline of Mahāyāna Buddhism (Chicago Open Court Publisher, 1907), Preface p.vi-vii. (原
文：The object of this book is twofold: (1) To refuse the many wrong opinions which are entertained by Western
critics concerning the fundamental teachings of Mahayana Buddhism; (2) To awake interest among scholars of
comparative religion in the development of the religious sentiment and faith as exemplified by the growth of one of
the most powerful spiritual forces in the world. The book is therefore at once popular and scholarly. The doctrinal
history of Mahayana Buddhism is very little known to Occidental scholars. This is mainly due to the
inaccessibility of material which is largely written in the Chinese tongue, one of the most difficult of language for
foreigners to masters. In this age of liberal culture, it is a great pity that so few of the precious stones contained in
the religion of Buddha are obtainable by Western people. Human nature is essentially the same the world over,
and whenever and wherever conditions mature we see the same spiritual phenomena; and this fact ever strengthens
our faith in the universality of truth and in the ultimate reign of loving-kindness. It is my sincere desire that in so
far as my intellectual attainment permits I shall be allowed to pursue my study and to share my findings with my
fellow-beings.)
１３
末木文美士「大拙批判再考」『財団松ヶ岡文庫研究年報』第２４号、２０１０年、p.21.
１４
エルパソにあるテキサス大学歴史学部で宗教史を教える教授。
１５
Carl T. Jackson, D. T. Suzuki, “Suzuki Zen,” and the American Reception of Zen Buddhism in American
Buddhism as a Way of Life (New York: Sunny Press, 2010), p.51. 原文：…. his interpretation of Zen has come
under severe attack. While the intensity of this criticism has greatly increased in recent years, it should be noted
that the questioning goes back at least to the 1950’s. One of the earliest critics, Chinese historian Hu Shih charged
in 1953 that by ignoring Zen’s historical roots, Suzuki was greatly distorting his lineage and teachings.)
１６
鈴木大拙『大乗仏教概論』（佐々木閑訳、岩波書店、２００４年）p.13.
１７
鈴木大拙『鈴木大拙全集』第八巻 (岩波書店、２０００年) p.25.
１８
前掲、p.63.
１９
『日本的霊性』（岩波書店、１９７２年、第１印発行、２０１５第５１印発行）pp.24-25.
２０
D. T. Suzuki, Essence of Buddhism (Kyoto: Hozokan, 1948), p.49. 原文：In regular Buddhist, terminology, ri
corresponds to śūnyatā, void or emptiness（空, kung Ch., kū J.）while Ji is rūpam, form（色, se Ch., siki J.）. The
distinction made in Greek philosophy between matter and form may also be applied to that between śunyatā and
rūpam, between ri and ji. Christians may designate ri, with certain reservations, as God or the absolute divinity,
and ji as each individual human personality. German thinkers may equate ri with the universal and ji with the
particular. 鈴木大拙『佛教の大意』（法蔵館、１９４７年）pp.74-75 参照。
２１
Ibid. 原文：According to Buddhist philosophy, ri or kū (śunyatā) is characterized first as emptiness or void.
Emptiness does not mean absence in the sense that something was before and nothing is now. Emptiness is not a
somewhat existing besides something, it is not a separate independent existence, nor does it mean extinction. It is
always with individual object (ji): it co-exists with form (rūpam); where there is no form there is no emptiness
(śunyatā). For emptiness if formlessness and has no self-hood, no individuality, and therefore it is always with
form. Form is emptiness and emptiness is form. If emptiness were something limited, something resisting,
something impure in the sense of allowing something else to get mixed with it, it would never be with form, in
form, and from itself. It is like a mirror as it is empty and has nothing holding up as its own, it reflects anything
in it that appears before it. Emptiness is again like a crystal thoroughly pure and transparent: it has no color
particularly belonging to it, before it takes any color that comes before it. 鈴木大拙『佛教の大意』、pp.75-76.
２２
Ibid., pp.50-51. 原文：Conceptually, ri and ji, kū and shiki, śūnyatā and rūpam, emptiness and form, appear to
be antagonistic to and exclusive of each other, for where the one is, the other cannot be. But, according to Kegon
philosophy, their relation is one of “perfect mutual unimpeded solution” (en-yū mu-ge). In other worlds, ri is ji, ji
is ri, ri and ji are identical (即, soku); ri and ji are mutually merged, immersed in each other. Ji has its existence
by virtue of ri, ji is unable to subsist by itself, ji is subject to a constant change. Ri on the other hand has no
separate existence; if it has, it will be another ji and no more ri; ri supplies to ji a field of operations, as it were,
where the latter may extend in space and function in time; ri is a kind of supporter for ji but here is no real
supporter for ji as such on the plane of distinction. Identity does not exactly express the idea of soku, for identify
suggest a dualism, whereas in soku the emphasis is placed on the state of self-identity as it is, and not on the two
objects that are identical. For this state of “as-it-is-ness” Buddhists have a special term nyo (如, ju Ch.), meaning
“suchness.” “A perfect mutual unimpeded solution” is suchness. 鈴木大拙『佛教の大意』、p.78.
２３
Ibid., p.51. 原文：Suchness is beyond the human understanding, it is to be experienced, i.e., to be intuited.
９
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What is regarded as an intellectual understanding is generally made to precede the spiritual, but when a man has
actually the experience or intuition, he at once realizes that it is utterly beyond any sort of ratiocination, that is, is
altogether supersedes intellectually understanding. 鈴木大拙『佛教の大意』、p.79.
２４
Ibid., pp.63-64. 原文：To envisage the Kegon world, it is best to distinguish two forms of intuition:
sensual-intellectual and spiritual; and it is the spiritual that opens up the new world-vista for us. Its characteristic
may be said to consist in synthesizing spatial and temporal intuitions. Sensual-intellectual intuitions are
conceptual, static, and spatial, and not qualified for grasping life as it moves one. The spiritual intuitions, on the
contrary, dive straightforwardly into life itself: they are at once temporal and spatial; they move with time and
abide with space; they are forever fleeing or flowing, yet they never depart from the spot where they are; they start
from “here-now” and return to “here-now”, they seem to be always at the same place and eternally abiding with
“now,” and yet they are moving every minute of the hour. 鈴木大拙『佛教の大意』、p.93
２５
Ibid., p.65. 原文：The moving power in the Kegon world of jiji muge is the Great Compassionate Heart by
which our self breaks down its limits, expands beyond itself, and becomes other selves. 鈴木大拙『佛教の大意』、
p.97.
２６
Ibid., (p.65) 原文：The Great Compassion is creator while the Great Wisdom contemplates. As they are not
two but one, contemplation is creation and creation is contemplation. Space is time and time is space, and they
merge at one absolute point, “here-now,” and all things rise from this absolute point, revealing the Kegon world of
jiji muge. This is the object of spiritual intuition, where is neither one who intuits nor that which is intuited.
The Kegon world is a world of Suchness.
鈴木大拙『佛教の大意』、p.98.
２７ Ibid., p. 67. 原文：Great Compassion is moving force of the universe, Buddhists personify it in various ways.
Amida (Amitābha, S., “infinite light”) is one of such personification the most popular one in Japan. ・・・Amida is
not a concept personified as is usually understood. He is the ground from which all spiritual revelations grow and
to which all personalities are related. 鈴木大拙『佛教の大意』、p.100.
２８
Ibid., p.68 原文：One of Amida’s principal vows is that he will not attain enlightenment until by his
enlightenment all sentient beings are also enlightened, and as he had attained it in the infinite past it follows that
we are enlightened already. When this is interpreted intellectually it is absurd; for Amida here is not conceived as
an individual reality in time and space, and as such he stands in a very much closer relationship to me than a book
before me, in fact even closer, I can say, than my own parents, hence his enlightenment could not but affect me.
When Amida attained his enlightenment could not but affect me. When Amida attained his enlightenment he
entered the spiritual world where he and we and all the rest of beings are one and not distinguished one from
another, and therefore his enlightenment meant our enlightenment and ours his. This is the mystery of
enlightenment and also of the spiritual world. When this is realized by Amida or by ourselves, we know that his
Vow has already been brought to fruition in us and with us, and we are no more unenlightened ones. My
attainment assumes the enlightenment attained by others The Pure Land is a spiritual world, and this is a physical
world, but the two were interfused, and what takes place in the one if reflected in the other. The spiritual world of
non-distinction and the sense-world of distinction are thus to be one. When people are in the spiritual world
which is the Kegon world of jiji muge, the pure water of enlightenment will wash them clean of all their
Karma-defilements accumulated every since they were born --- indeed even prior to their birth.
鈴木大拙『佛教
の大意』、pp..101-102.
２９
Ibid., pp.70-72. 原文：Enlightenment is found in Amida, with Amida, and through Amida, but Amida is no
other person than our own self in this world, which has now been transformed with all its multiplicity and
Karma-complications into a spiritual Dharmadhātu as described in Kegon teaching. This may awakening to the
presence of Amida is spiritual intuition, the spirit’s self-awakening, and the seeing into the world of jiji muge.
鈴木大拙『佛教の大意』、p.104.
３０
Ibid., p. 81. 原文：In Japanese Buddhism, Zen represents the Prajnā phase of the Mahayana, and the Pure Land
School claims the Karunā. Zen is apt to incline towards the Arhat ideal, and the Pure land towards the
Budhisattva ideal. Zen is sometimes mistaken for a form of nature mysticism, “the intellectual love of God,” or
“an aesthetic contemplation of nature,” but that it is not so has been amply demonstrated in the foregoing
paragraphs. The Pure Land (Jodo) is meant for the masses, some would say, for, as it is at present in Japan. In
truth, religion is generally set against learning; too much learning is calculated to present the growth of the spiritual
life, and it is quite natural for the Jodo to uphold illiterateness and if possible set aside scholarship and pedantry.
鈴木大拙『佛教の大意』、p.124.
３１
Richard M. Jaffe のその他の学術的書籍としては、Neither Monk nor Layman: Clerical Marriage in Modern
Japanese Buddhism. Princeton University Press, December 2000. がある。
３２
Carl T. Jackson, “D. T. Suzuki, “Suzuki Zen,” and the American Reception of Zen Buddhism in American
Buddhism as a Way of Life (New York: Sunny Press, 2010), pp.39-56.
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３３

Ibid., pp.47-49. 原文：First off, the emphasis throughout his writings reflects his Rinzai Zen background and
preferences.・・・Thanks to Suzuki’s influence, Zen for most American was Rinzai Zen during the 1950’s and 1960’s.
The Rinzai emphasis on nonsensical answers and paradox obviously appealed to many Westerners in the
post-World War II era who were also drawn to existentialism and Freudianism. Secondly, in his presentation of
Zen, Suzuki emphasized inner experience rather than rituals, doctrine, or institutional practices.・・・He reviewed the
inner Zen experience as universal, as the spirit or essence underpinning all religions. Stressing Zen’s emphasis on
experience and its universality, he obviously widened Zen’s appeal for Americans. Thirdly, as presented in
Suzuki’s writings, Zen offered an activist viewpoint that called for engagement with the world, again an emphasis
largely mission in the traditional Zen of Japan. He even referred to the Zen ideal as a “gospel of work.” On
another occasion he went so far as to describe the Zen approach as a “radical empiricism,” an interesting choice of
words that linked the ancient Japanese tradition to the modern philosophical positions of American pragmatists
William James and John Dewey. Finally, despite his insistence on Zen’s irrationality and non-logical nature,
“Suzuki Zen” presented the Zen experience as a coherent and all-embracing perspective on reality --- in effect, as a
philosophy.・・・Though steadfastly denying that he was a philosopher, his writing on Zen clearly offer a philosophic
presentation of Zen. While his closely friend Nishida Kitarō ranks as Japan’s greatest twentieth-century
philosopher, significantly many of Suzuki’s articles appeared in important philosophical journals such as The Open
Court, The Monist, and Philosophy East and West.
３４ Ibid., p.51. 原文：By largely ignoring the differences in the historical forms of Buddhism while emphasizing
its core teaching, he made it much easier for Westerners to understand and embrace the Buddhist message. And
by blurring the differences between Theravada and Mahayana Buddhism and between the Ch’an Buddhism of
China and the Zen Buddhism of Japan, he also made Buddhism seem much more unified and more universal than
the facts justified.
３５ Ibid., pp.51-51. 原文：The criticism have greatly increased since the 1980s as a revisionist view has become
dominant. The emerging consensus seems to be that the Zen Buddhism that D. T. Suzuki presented in his many
books represents a modern, Western-influenced Zen that broke sharply with the traditional Zen of Japan. Two
leaders in this reevaluation, Bernard Faure and Robert Sharf, have produced meticulously documented critiques
that argue that the Japanese Zennist has, in effect, reconceptualized Zen, greatly distorting its traditional teachings.
P.52 Faure attacks Suzuki’s Rinzai sectarianism, his tendency to emphasize mysticism as a common foundation for
Zen and Christianity, and his nativist tendencies. Faure concludes that Suzuki’s interpretation was very much
colored by his isolating from his own people and marginality in Japanese culture. Leaving Japan for the United
States as a young man, his thought revealed “his confrontation with Western values,” including Christianity,
psychoanalysis, and existentialism --- all of which had profoundly distorted his Zen view.
３６ Ibid., p.52. 原文：The most important influences were his early years in the United States, the influence of the
Western conception of “direct” experience through William James, and his attraction to nativist and nihonjinron
idea of Japanese “innate spirituality.” His very success in recasting Zen Buddhism as a modern universal, yet
quintessential expression of Japanese culture made it possible for Zen to reach Western intellectuals and
seekers……For most Americans, traditional Japanese Zen, or even the Meiji-era Zen that sought to adapt itself to
modern conditions, could have seemed too foreign for acceptance. In the future, Suzuki’s historical reputation
will rest less on the “correctness” of his interpretation of Zen than on his critical role as its transmitter to the West.
In the midst of a needed reevaluation of his role as an interpreter of Zen, we should not lost sight of his
extraordinary contributions as an influence in introducing Americans and the West to Zen Buddhism.
３７
Richard M. Jaffe, Selected Works of D.T.Suzuki, Volume I – Zen, (Oakland, University of California Press;
2015), Introduction, pp.xi-lvi. 原文は以下の通り。
Suzuki’s writings make clear that he wrote about Zen as one who had achieved deep insight into the Rinzai
tradition.
Suzuki’s approach to Zen was deeply inflected by his ongoing engagement with European and American
philosophy and religious literature.
Although at first influenced by Paul Carus’s efforts to understand religious scientifically, Suzuki quickly
grew critical of the conflation of science and religion, claiming that such religious concepts as “no birth and
no death” (fushō fushi), the “absolute” (zettai), and god (shin) could not be grasped by “limited,
contradictory reason,” but only subjectively through “immediate experience.”
Suzuki found himself drawn to William James’s evolving ideas about psychology, particularly the
connections between will and belief as expressed in his Principles of Psychology (1890).
Rejecting the idea that religious experience was a delusion or superstition, according to Suzuki, James made
an effort to study mystical experience as psychological realities.
Suzuki and Nishida wrestled with how to bring their understanding of Buddhism into conversation with the
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shifting trends in religious studies, psychology, and philosophy taking place in the twentieth century.
Suzuki emphasized on what James called “personal religion” rather than on religion’s institutional or
doctrinal aspects.
Suzuki’s reinterpretation of the early modern Rinzai emphasis on kenshō to a notion of Zen and Buddhism
centering on a universal, generalizable “religious experience.”
He interprets satori as one of the many types of mystical/religious experiences.
Suzuki’s stress on reading Mahayana texts through the lens of religious experience is satori.
Central to Suzuki’s understanding of religious experience was his own interpretation of satori (awakening) of
kenshō (seeing into one’s own nature), as those terms were used in the Rinzai Zen tradition in which Suzuki
had trained.
For Suzuki, satori refers to an overcoming of the fundamental dualism that underlies all ordained human
experience.
Suzuki’s notion of the relationship between enlightenment and ignorance developed in the context of the
nineteenth-century idealism and continental philosophy of Immanuel Kant (1724-1804), Arthur Shopenhauer
(1788-1860), and Eduard von Hartmann (1842-1906), as well as the critique and development of their
thought by his colleague Nishida Kitarō.
３８ 鈴木大拙「真宗管見」
、『鈴木大拙全集』第六巻（岩波書店、２０００年）p.7.
３９
Daisetz Teitarō Suzuki, ‘The Shin Sect of Buddhism,’ in Collected Writings on Buddhism (Kyoto: The Eastern
Buddhist Society, 1973), p.36. 原文：Of all the development of Mahāyāna Buddhism has achieved in the Far East,
the most remarkable one is, according to my judgment, the Shin teaching of the Pure Land school. It is
remarkable chiefly for the reason that geographically its birth-place is Japan and historically it is the latest and
highest evolution the Pure Land teaching could have reached.
４０
James C. Dobbins のその他の学術的書籍としては、Jōdo Shinshū: Shin Buddhism in Medieval Japan (1989);
Letters of the Nun Eshinni: Images of Pure Land Buddhism in Medieval Japan (2004)などがある。
４１
James C. Dobbins, Selected Works of D. T. Suzuki, Volume II: Pure Land (Oakland, University of California
Press; 2015), p.xii (Intellectual Influence to Suzuki).
４２
神智会とは、19 世紀後半に発展した西洋と東洋の要素を融合した近代スピリチュアリティーである。
その主な要素はオカルト、科学的志向、ユダヤ教、キリスト教、およびヒンズー教、仏教であった。神智
会は東西の宗教の貴重な交流の場として重要な役割を果たした。神智会協会員であったオルコットや鈴木
大拙の妻であったビアトリス・レーン (Beatrice Lane) は本格的な仏教徒となった。
４３
Ibid., pp.xvii-xix.
４４
Ibid., pp.xxiii-xxiv: 原文：Suzuki’s treatment of Shin Buddhism tended to be selective and idiosyncratic rather
than comprehensive and systematic. He always had the best interests of Shin Buddhism at heart: to articulate it in
such a way that it would be persuasive and compelling viewport in the modern world. Suzuki attempted to
identify elements in the Pure Land tradition that reflected this inner experience.
４５ Ibid., Suzuki’s explication of Pure Land Buddhism was to highlight non-dualistic aspect of the tradition.
His
theoretical basis of this was the so-called logic of simultaneous identification and differentiation, sokuhi no ronri.
This applied to Zen satori, but the Pure Land tradition contained strong dualistic motifs, e.g. the juxtaposition of
this world to the Pure Land, and of human to Amida Buddha. Suzuki sought interpretive ways to counter and
neutralize these dualism and to give primacy to non-dualistic experiences in Pure Land Buddhism.
４６
大拙の神秘的思考に関してはキリスト教神秘主義であるマイスター・エックハルトを取り上げた
Mysticism: Christianity and Buddhism (1957) がある。資料参照。
４７
Ibid., pp.xix-xx. 原文：The concept of reisei received as its defining characteristic the idea of sukuhi no ronri:
the logic of simultaneous identification and differentiation. Suzuki considered Zen and Pure Land to exemplify
reisei the most. One outcome of Susuki’s idealization of this spirituality was his expanded interest in myōkōnin –
lowly and sometimes illiterate exemplars of Shin Buddhist, as models of Nihon teki reisei.
４８
Ibid., p.xxiv. 原文：Suzuki ultimately treated tariki and jiriki as coterminous with each other.... a mystical
experience in which differentiations fade and opposite meld. Suzuki regarded as the ground of all religion,
authenticating jiriki and tariki experience alike and unifying them even mid their difference.
４９
Ibid., p.xxv. 原文：Suzuki was also interested in the nembutsu as religious experience, whether manifested as a
momentary mystical event or as an ongoing spiritual state. In this experience there is a coalescence 融合 of
Amida Buddha with the person who intones his name so that, in a sense, only the nembutsu exists. Suzuki’s
interpretation had a basis in certain doctrines of Shin Buddhism, but it was actually more akin to Ippen’s view of
the nembutsu in the Jishū tradition.
５０ Ibid., 原文：Suzuki sought to give Pure Land a symbolic or experiential meaning, instead of locational one.
Specifically, he identified the Pure Land as a state or domain of spirituality. To be born in the Pure Land is to
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reside in a realm of spirituality in which one feels harmonized with all things rather than at odds with them, And
since this state can and does occur in this life, it does not belong to the future but to the present. Amida’s paradise
can be experience here and now if one abides in this spiritual state. Suzuki’s interpretation of the Pure Land was
to a certain extent a variation of ideas found the Platform Sutra (Rokuso dangyō) of Zen and in the VimalakIrti
Sūtra (Yuimagyō), both of which lay outside of Pure Land Buddhism’s external and exegetical tradition.
５１
Ibid., 原文：Suzuki singled out in his interpretation of Shin Buddhism was the doctrine of kihō ittai, the idea
that human with all their shortcomings and the Buddha with his Dharmic perfection are actually, one inseparable
substance. This concept had a complex history in Shin Buddhism. It was articulated most cogently in the Anjin
ketsujō shō.
５２
Ibid., p. xxvi. 原文：As in the case of Zen satori, Suzuki interprets Shin Buddhist faith in terms of religious
experience, mysticism, and spirituality, reisei. Suzuki’s treatment of faith, as the Shin analogue of Zen satori, which
is unequivocally identified as Buddhist enlightenment. Suzuki’s interpretation seemed to push beyond these limits
and to conflate faith with satori itself.
５３
Ibid., p.xxvii. 原文：He was not the only modern Buddhist thinker to emphasize these motifs. But he
presented them in a cogent, distinctive, and thought-provoking way, such that his portrayal of Pure Land Buddhism,
while not emerging as the dominant interpretation in traditional sectarian circles, helped to stimulate new
understandings quite different from before. He opened up a new avenue of Shin Buddhist scholarship in the form
of myōkōnin. Suzuki always treated Pure Land as an authentic and compelling expression of Mahayana Buddhism.
His modernist interpretation of Pure Land emphasizing the present, religious experience, and non-duality --- sparks
the interest of Westerns in ways they never imagined.
５４
Michael Pye のその他の学術的書籍としては、Skillful Means – A Concept of Mahayana Buddhism (New
York: Routledge, 2003)などがある。
５５
Michaei Pye, ‘Suzuki Daisetsu and Communicating Buddhism; Suzuki Daisetsu’s View of Buddhism and the
Encounter between Eastern and Western Thought’ in the Eastern Buddhist n.s. 39-2 (2008) 原文：p.13 Mysticism:
The religion of Shinran therefore certainly cannot be described in Japanese as shinpi teki, but on the other hand this
founder of Shin Buddhism can be characterized in a precise sense as “a mystical religious thinker” in English.
This definition would be broadly in line with Suzuki’s use of the term “mysticism.”
５６
Ibid., pp.21-24. 原文：First, the choices made by Suzuki were fundamentally led by what he regarded as
necessary for the formulation of Buddhism for Western people. Second, Suzuki’s works are a reflection of
East-West interaction in the twentieth century. Through Suzuki’s experiences we can enjoy the fascination of an
individual discovery of a world beyond the first world. It is one of the many such stories of modern Japan.
Third, Suzuki’s Zen is drawn from Rinzai Zen, and more or less ignores Soto Zen. While Suzuki’s Zen is drawn
mainly from Rinzai Zen, and from the substantial Chinese tradition, it is not altogether clear whether it clearly
represents Japanese Rinzai Zen in general or not. Probably it is best to think of it as Suzuki’s Zen. Fourth,
Suzuki’s view of “Buddhism” represents a new model which only became possible in modern times. In the work
of Suzuki in interaction with the Western world, we see a new point of departure for the understanding of
Mahayana Buddhism. This approach continues to represent a challenge to the contemporary Buddhist world.
５７
大正５年刊行『禅の立場から』には神秘主義についての史的諸形態が詳しく論述されている
５８
マイスター・エックハルト（Meister Eckhart, 1260 – 1328 年頃）は中世ヨーロッパに生きたドミニコ会
の一修道士であり、パリ大学神学教授でもあった。晩年、正統派から異端者として、キリスト教世界から
切り離された。
５９
鈴木大拙『神秘主義』、板東性純・清水守拙訳（岩波書店、2004 年）p.317.
６０
久松真一、山口益、吉田紹欽編集『鈴木大拙―人と思想』（岩波書店、1971 年）p.30.
６１
海野大轍は英訳校正に関して、佐藤平が日本語訳した日本語書籍名『真宗入門』（春秋社、1983 年）
を参考としている。
６２
D. T. Suzuki, Buddha of Infinite Light (Boston: The American Buddhist Academy, 1998), p.8. 原文：When D.
T. Suzuki gave the lectures at the American Buddhist Academy, he was already 88 years old and his audience
probably had little or no knowledge of Pure Land Buddhism. I have tried to keep the unadorned style and
informal nature of his talk. In spite of surface simplicity, the main teachings of Shin Buddhism are presented with
sensitivity, clarity, and depth.
６３『改邪鈔』
「聖道門の此土の入聖得果・己身の弥陀・唯心の浄土等の凡夫不堪の自力の修道をすてよと
なり。」、『真聖全』三巻、p.85
６４ D. T. Suzuki, Buddha of Infinite Light (Boston: The American Buddhist Academy, 1998), p.24. 原文：At the
same time, however, Amida and Pure Land are revealed on this earth, but not as taught by orthodox teachers. The
Pure Land is not main millions of millions of miles away to the West. According to my understanding, Pure Land
is right here, and those who have eyes can see it around them. And Amida is not presiding earth itself. It is now
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apparent that my Pure Land interpretation will go directly against the traditional or conventional view. But I have
my own explanation, and perhaps my interpretation will lead you to agree with my views. 日本語訳は『真宗入
門』、p.9: アミダとその浄土はこの世に現れています。伝統的説教者の諸説と違うかもしれませんが、浄
土は西方の何兆マイルも離れたところにあるのではない。私の解釈では、浄土はまさしくここにあるので
す。具眼の人はここで浄土を見ることができます。アミダは遠くにあるところの浄土を統制しているので
はなく、アミダの浄土はこの穢土そのものであります。
６５ Ibid., p.27 Those who earnestly, sincerely, and devotedly believe in Amida will all be born in the Pure Land.
The Pure Land is created for true and real followers, and it comes into existence where we sincerely intone
NAMU-AMIDA-BUTSU. This means that, instead of our going over the Pure Land, it comes to us. In a way,
we are carrying the Pure Land all along, and when we pronounce the Name, NAMU-AMIDA-BUTSU all along,
we become conscious of the presence of Pure Land around us, or in us. 日本語訳は『真宗入門』、p.14: 往生は
いわゆる死の後にあるのではありません。そういう信心の篤い人にとっては、至心にナムアミダブツを
称えるとき、自分が浄土に生まれるというよりも、浄土そのものが創造され、浄土が現成するのです。
だから、われわれが浄土へ行くというよりも、浄土がわれわれのところへ来るのです。ある意味だ、わ
れわれは浄土を携えて歩いています。そしてナムアミダブツというあの不思議な成句を称えるとき、わ
れわれは、自分のまわりにというよりむしろ自分の中に浄土が現在することを自覚するのです。
６６
Ibids., p.41 My conclusion is that Amida is our inmost self, and when that inmost self is found, we are born in
the Pure Land. 日本語訳は『真宗入門』、p.39: 私の結論は、アミダはわれわれの内奥の自己であるとい
うことです。そしてその内奥の自己を見出すとき、われわれは浄土に生まれるのです。
６７
安富信哉「鈴木大拙と『教行信証』」、『宗教研究』２８８号（平成３年６月）、p.109.
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第４項

自己内省による他力信仰の極致
－ 羽栗行道（１８８１―１９６５）

１．生い立ちと海外開教経験

羽栗行道は京都にある浄土真宗本願派連光寺の羽栗行恩の次
羽栗行道

男として生まれ、龍谷大学を１９０８年に卒業後、西本願寺の
北米開教使として渡米した。赴任した寺院は次の通りである。１
1908 年 7 月 27 日
1909 年 5 16 日

ガダルペ仏教会（1910 年に妻がアメリカ入国）

1911 年 11 月 27 日
1918 年 3 月 7 日
1922 年 4 月

サンフランシスコ・オークランド仏教会

オークランド・アラメダ仏教会
スレスノ別院

日本へ帰国し、本派本願寺社会課勤務。1960 年代まで執筆活動をする。

１９２２年に帰国した羽栗は西本願寺の社会課に勤務し、自坊では京都信仰相談所を開
設して信仰座談などの法話活動を行い、また信仰雑誌を発行して布教伝道に専念した。２
羽栗による著書には、『信仰はどうして得られるか』(1923 年、大日本眞宗宣傳協會)、『道
徳から信仰へ』(1924 年、大日本眞宗宣傳協會)、
『大地をふまえて』(1924 年、大日本眞宗
宣傳協會)、『佛法のそこ』(1927 年)、『意訳対照正信念仏偈』(1928 年、信仰相談所)、『信
仰とは斯くして得られる』(1932 年、京都信仰相談所出版部)、
『真宗信仰問答集』(1939 年、
永田文章堂)、
『心身の革命－他力信仰の極致』(1953 年、信仰と生活社)、
『蓮如上人の面目・
御一代聞書の解説』(1954 年、信仰と生活社) などがある。また、北米開教期間には『米国
仏教』に数々の記事を寄稿している。３
１４年間の北米開教を経験した羽栗は１９４０年に『前進仏教』に「海外開教の再出発」
という論文を寄稿して、開教への思いと今後のアジア開教、ハワイ・北米開教について次
のような提言を行っている。
「開教」といふ意義は、開は拓なり植なりで未だその教義にうるほふ事なき地を拓い
て行く事であって拓く事は頓てその教義を植える準備である。ここに地というのは即
ち人間に譬へたのであってそこで海外開教と云えば内地ではない少くとも一歩踏み出
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した土地に於ける人間の心を拓いて自分の信ずる信仰を植付
ける仕事が海外開教である事は云うまでもあるまい。４
海外開教を経験した羽栗の厳しい発言のなかに将来への意気
込みが感じられる。１９４０年６月２４日、近衛文麿は記者
会見で新体制となる政治運動の声明を行った。それにより近
海外開教使のころの
羽栗行道

衛の側近らは、その当時の新官僚，革新的学者を集めた昭和
研究会をつくり，大衆組織を基にして国民を統合し，軍部の

動きを抑制して近代的で合理的な社会体制を建設する構想をまとめる。羽栗はこの新体制
運動によって、日本国は根底から革新され、国民が一心に国を推進するとし、国民精神の
大体を預かる宗教団体もその運動を誤らないように細心の注意を以て過去を見返って、新
体制に即応しなければならないと警告している。新体制運動を機会として、海外開教も過
去の失点を見直して、その革新を行い再出発することを示唆している。
「真宗の宗義は、自
ら之を信ずるは勿論、僧俗男女の別なく自らはたらいて他をして信ぜしむるは自然の熱で
ある」５として、海外開教使は身命を惜しまず、勇気百倍して布教伝道に当たるように叱
咤激励している。
また、同論文において、当時のアジア開教が内地人を対象とした追教である一方で、ハ
ワイ・北米では既に外地人（外国人）にも布教が延びて相当の帰依者を獲得している状況
を羽栗は指摘している。本格的な英語布教・伝道のために本山では聖典や聖教の英訳が進
んでいて、これから増加する二世を含めた西洋英語圏への布教・伝道対策が進んでいると
している。また、海外開教の方向性としては、日本の国策に添うことを考慮して満州・蒙
古・支那に開教の中心を置き、ハワイ・北米開教は従来の方針で進めるべきと将来の抱負
を語っている。
「異国民族開教の如きは信徒が第一線に立って活動しなければならぬ」６と
して、僧侶と門徒が一体となることを強調している。羽栗は海外開教の将来への展望とし
て、以下のような具体的な提案を明記している。７

本山に満州・蒙古・支那担当の開教部を設定して、十分な予算を計上する。
内地および現地の軍部、また事業家からなる満州・蒙古・支那開教応援体を結成
して、開教組織方法を研究し、資金の調達を図る。
開教使を二種類に分けて、第１種を僧侶開教使として別院あるいは主要出張所に
配置し、第２種を僧侶在籍者として一般寺院に配置して寺院経営を含めた職務を
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させる。
開教使養成には人格、信仰、智職などの素質向上を計ることは緊要事である。各
開教区において予備開教使修養所を設置して、一年以上の開教事務と並行して語
学その他の学習を修得される。

他には、現地語による新聞を発行し、各地の布教状況を写真に収めて内地と連絡を取るこ
と、駐在開教使の外に巡回開教使を置いて毎月一回の講演あるいは説教を行う、満州・蒙
古・支那には本宗立による学校を創立する、都市開教区には日曜学校、幼稚園、図書館、
男女青年会、婦人会などを併設するなど北米開教経験を生かした具体的な計画を述べてい
る。
単に内地人（日本からの一世やその末裔）への葬式法要に留まらず、外地人（非日系を
主とする現地人）を含めた真宗教義の布教・伝道こそが本来
の海外開教の目的であるとし、羽栗はその信念に情熱を燃や
していた。日本帰国後、羽栗は真宗の信心獲得の重要性と信
心の構造とは如何なるものかを説明することが肝要として、
『心身の革命－他力信仰の極致』を著し、１９５３年に出版
する。羽栗は当時、龍谷大学留学中で、のちに北米開教使と
なった日系二世の増田ウィリアム (William Masuda) に本書

『身心の革命－他力信仰の
極致』1953 年出版

を英訳して北米に紹介するように依頼する。増田は海野大徹
(Taitetsu Unno, 1929 – 2014)８ の紹介で羽栗の法話会や勉強会に参加していて、英訳は増田
が京都滞在中に海野の指導を受けながら完成することになる。そして、海野大徹が「後序」
を加えて１９６７年に横浜にあった出版会社 General Printing Co., Ltd.から出版される。第
一版は、主に北米の二世真宗門徒によって読まれることになるが、その後、２０１５年に
第二版が出版され９、開教１１７年を迎える北米真宗コミュニティーや他の英語圏にも紹
介される真宗英語書籍となっている。本項では、『心身の革命－他力信仰の極致』の英訳
The Awareness of Self – A Guide to the Understanding of Shin Buddhism の内容を分析して、羽栗
行道がもたらした北米における真宗思想を解明するとともに北米に及ぼした影響を考察す
る。
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２．
『心身の革命－他力信仰の極致』の英訳 The Awareness of
Self – A Guide to the Understanding of Shin Buddhism

羽栗が１９５３年に著した『心身の革命－他力信仰の極致』
は 英 語 書 籍 名 を The Awareness of Self – A Guide to the
Understanding of Shin Buddhism として増田ウィリアムの翻訳
によって１９６７年に出版された。当時において真宗の教え
を説いた英語書籍がないなかで、本書は日本語よりも英語を

第２刷 2015 年出版
英訳版

好む二世や帰米二世のあいだで読まれることになる。分かり
易い英語で翻訳された本書は、羽栗の原本を次のような目次構成で展開されている。英語
目次は以下の通り。

Chapter 1

The Path of Pure Land Buddhism（浄土教について）

Chapter 2

The World As We Know It（人間世界について）

Chapter 3

The Development of the Universe（仏教の世界観）

Chapter 4

The Process of Human Life（人間生活の過程）

Chapter 5

The Inherent Self and Acquired Self（本能心と教養）

Chapter 6

An Experiment in Self-Awareness（日常生活のなかでの自己内省）

Chapter 7

The Awakening of Shin Faith（信の目覚めについて）

Epilogue（後序）
Shin Buddhist Terms in Japanese and English（真宗専門用語の説明）
Biographical Information（著者の履歴）

次に、それぞれの章 (Chapter) の要旨を述べることにしよう。
Chapter 1

The Path of Pure Land Buddhism （浄土教について）

【要旨】第１章では、仏教には四万八千の法門があると言われるが、真宗では「信」を
本義とする。信を得るとは仏智によって自己や物事の真実の有りさまが解るようになる
ことである。このことは一般宗教がいうところの「悟り」の意味であり、真実に目覚め
ることである。「信」の内実は信機信法の二種深信である。
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【主要英訳表現】
Buddhism is said to teach 84,000 paths to inner fulfillment since human beings differ in
their urges for awakening and in the sacrifices they are willing to make, it is only natural
that there are infinite paths to self-awareness. Thus, there is no set pattern or definite
method of the 84,000 paths to enlightenment.１０ 仏法では八万四千の法門があると
いわれるのは、それぞれの人間が抱く宗教への目覚めや、そこに到るまでの過程
が異なるからである。よって自己を知る道も限りなくあるといえよう。悟りに向
かう八万四千の道は、一定なる方法や究極的な道筋が設定されているのではない。
The consummate form of Pure Land tradition is found in Shin Buddhism which stresses
faith or the awakening to reality as the process to ultimate enlightenment.１１

聖道門・浄

土門の説明のあと、浄土真宗は浄土門の極致であり、
「信心」を本とし、一般仏教
がいう「悟り」に匹敵して真実に目覚めることである。
The word “faith” has many connotations, but Shin faith means the awareness of things,
including the self, as they are and a new appreciation of life born from this transformation
insight.

Furthermore, it is the process of spiritual maturity by which man achieves

Buddhahood, the perfection of personality.

Shin faith does not mean a blind trust in

some omnipotent father image.１２ 「信仰」という言葉には多くの言外の意味がある
が、真宗でいうところの「信」とは仏智によって、自己や物事の真実の有りさま
が解ることである。そのことが往生浄土への道筋であり、人間形成の過程である。
真宗の「信」は諸宗教が語るところの全能神への盲目的な信仰ではない。
The content of Shin faith has two aspects: first, the profound awakening to the true nature
of the blind self; and second, the profound awakening to the compassion of Amida
Buddha which is directed to this blind self and effects its transformation into a being of
enlightenment.１３

Chapter 2

真宗の「信」の内実は信機信法の二種深信である。

The World as We Know It

（人間世界について）

【要旨】第２章では迷いの世界に生きる無明なる人間存在が語られる。
【主要英訳表現】
The purpose of Buddhism is to awaken man from this stupor and return him to reality as
it is.

Unless we awaken to his true self, we cannot realistically cope with the problem of
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life. In short, this means that man must awaken to this world of illusion and live in the
realm of truth. And in order to avoid progressive entanglements in the web of unreality,
we must be fully aware of its source within oneself which starts the cycle of blind
ignorance, misdirected action, and frustration.１４ 仏教は人間を迷いから目覚めさせ、
真実の世界に誘うものである。自己の有りようを知らない限り、現実問題を対処
することは出来ない。迷いからさとりの世界に向かうことによって、自己が無明
で、様々な悪業を為す存在であることが解る。

Chapter 3

The Development of the Universe （仏教の世界観）

【要旨】仏法の世界から眺めた世界観と人間観が続く。
【主要英訳表現】
We claim to be civilized and cultured, yet we seem unable to establish a peaceful world,
free of hatred and prejudices, inequalities and strife.

The basic reason for this situation

is that we have praised the outward progress of humanity but have failed to fully
understand the inner nature of man which is essentially self-centered and has not changed.
When we are ignorant of this basic fact and act accordingly, we carry the seeds of our
own destruction in our selves.
himself.１５

Let us now turn our attention to the development of man

文明・文化が尊重されるなかで、未だ平和な世界の構築は為されてお

らず、憎悪・偏見・不平等・争いが絶えない。その原因には、外向きの世界に気
を取られ、人間の内面的問題の解決が怠っていることにある。それは自己中心的
な考えや、自己破滅へと繋がる。人間の内面性に目を向ける必要がある。

Chapter 4

The Process of Human Life （人間生活の過程）

【要旨】人間には生まれ持っている本能と後天的に受ける教養がある。
【主要英訳表現】
The man has two distinct aspects: the instinctive ego which exists at birth and the
acquired, outer self which is the result of his environment and schooling.１６ 人間には
他の動物にはない二つの側面がある。それは生まれて持っている本能であり、も
うひとつは育った環境や教育から受ける教養である。
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Chapter 5

The Inherent Self and Acquired Self （本能心と教養）

【要旨】宗教では本来の自己の本質が理解できないあいだは、真の懺悔とはいえない。
仏教は人間の深い罪悪を教える宗教であるが、なかで浄土真宗は悪人正機の本願の教え
である。二種深信にもあるように、真宗の信仰とは自己の罪悪性を自覚して成り立つも
のである。しかし、罪悪性に徹底することが入信の因ではない。
【主要英訳表現】
Unless man sees his true self, humility and repentance will not arise spontaneously.１７

宗

教では自己の悪心が分らぬ間は、真の懺悔に徹する事は出来ないとする。１８
All religions to some extent speak of the self-centeredness inherent in man’s nature.
Buddhism teaches this philosophically and religiously by such concepts as defilement,
ignorance, attachment, etc., but it is Shin Buddhism that especially clarifies the basic
self-centeredness of man.

In fact it teaches not only that man perpetually creates countless

self-centered acts but that awakening to this truth is essential to his well-being.

Amida

Buddha is continually working to awaken man to his true self.１９ 仏教は深い罪悪を教
える宗教であるが、その中でも浄土真宗は悪人正機の本願であり、罪悪を説かれる。
阿弥陀如来は凡夫の煩悩悪業を目醒めさせるために働かれている。２０
Faith, as experienced and taught by Shinran, cannot be realized unless man awakens to his
true self, although this insight is not true cause to enter the Shin Buddhist shinjin.２１

真宗

の信仰は、いつの世、如何なる所でも、罪悪の自覚に徹底しなければ、成り立つも
のではない。しかし、罪悪に徹底する事が入信の条件ではない。２２

Chapter 6

Experiment of Self-Awareness（日常生活のなかでの自己内省）

【要旨】英訳では、日常生活における衣・食・住・金銭・名誉・知識・家族・愛欲・娯
楽・死を取りあげて、人間の貪欲心である煩悩が罪悪を作ることが説明される。善導の
二河白道を引用して、日常生活で人間の置かれた状況を示し、『歎異抄』第１節にある
「そのゆへは罪悪深思煩悩熾盛の衆生をたすけんが為めの願にまします」として本願他
力を強調する。現生正定聚不退転の位に入ることによって世界が変わり、不思議な智慧
が授かり、柔軟心に温情が湧いてくるとする。
From ancient time the Buddhists have been aware of this psychological transformation and
described it as the Stage of Joy.

This Stage of Joy is the first of the ten stage of the
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bodhisattva on the path to enlightenment.２３ 正定聚不退転の位に入ることによって世界
が変わる。不思議な智慧を授かる。清浄と善とを尊び、心柔軟に温情が湧いてくる。２４

Chapter 7

The Awakening of Shin Faith（信の目覚めについて）

【要旨】二人の事例を取り上げて信心の徳について説明を加えている。

増田の英訳指導を行った海野大徹は「後序」において、西洋英語圏で本書は今後の真宗
の発展に一助となることを述べ、羽栗の著述に対して以下のような批評を行っている。２５

人間の悪業つくりは二元的思考である人間の知恵では推し量ることは不可能であ
るが、真宗門徒は仏の教えによって我執が明かとなり、自己の姿が知られること
になる。２６
自己我欲を超えたもの、すなわち阿弥陀仏の他力によって自己の本来の姿が鮮明
になる。２７
人間の罪悪性を含めてすべてを抱き取る大慈悲に完全に気づくことが信心獲得と
なり、そこには人間の力は無力といえる。２８
名号、南無阿弥陀仏の名乗りとは、人間苦悩の懺悔であり、同時に名号のなかで
生きることへの感謝といえる信機信法の二種深信である。２９
念仏の人は、真実の世界に目覚めた人であり、本能的自我の欲求から解放され、
この世において有るべき人間の姿を把握することができる。３０

最後に「浄土真宗が語る「信」とは、無明煩悩のこの私であるからこそ迷わない教えであ
るといえよう」３１と浄土教の綱格が的確に表現されている。
北米での開教から帰国した羽栗は、真宗の盛会が殆ど習慣的形式の信仰で少しも活動が
なく、新興宗教に食い込まれていく有様であったことから、信仰運動に身を投じるに至っ
たと述べている。３２ 日本語原本の『心身の革命－他力信仰の極致』はそのような思いに
よって執筆された。英訳を増田に依頼した羽栗の目的は、真宗の教えに関する英語書籍が
皆無のなかで、真宗の救いを西洋英語圏に容易に説明する手引き書とすることであった。
特に真宗のいう信心とは何か、獲得すると何が起こるといった点は布教・伝道において明
確に理解すべき事柄と理解されていたといえよう。
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真宗の信心の内実は二種深信であり、信法に照らされることによって、罪悪深重なる信
機の姿が映し出され、自己の罪悪性が明白になるとしている。しかしながら、この自己の
罪悪性の自覚は信心獲得の因ではなく、あくまでも信後に知らされるものであり、その自
覚がないなら、真の信心獲得とはいえないとするものである。

３．花田凌雲勧学からの指摘

１９３２（昭和７）年、花田凌雲勧学は『最近異解異安心問題の検討』を出版し、当時
における異安心問題について著し、羽栗を含めた１２項目について検討を行っている。羽
栗はこれに対して２年後の１９３４（昭和９）年に『勧学

花田凌雲氏著『最近異解異安

心問題の検討』批判』を出版している。羽栗に対する問題は、『大地をふまへて』（１９２
４年、大正１３年）に書かれている内容によるもので、「罪悪観の徹底が獲信なりとの説」
と「獲信の覚知を強調すること」に焦点が絞られる。以下、花田勧学と羽栗のやり取りを
概観することによって羽栗の真宗思想を深めることにする。

① 「罪悪観の徹底が獲信なりとの説」について
花田勧学は羽栗が「罪悪観の徹底が獲信なり」と説いていることについて、次のような
立義を挙げ、つづいて検討を加えている。

【立義】３３
凡そ罪悪観の徹底無くして他力の信心の得られよう筈が無い、他力信仰を説く者が
何等自ら罪悪の自覚なくして濫りに他力の摂取を説き、聴者また何等罪悪の反省なく
して恣ままに他力乗托の思いをする、信機信法に概念の遊戯に過ぎない。
今日の宗門の多くの人達は悪人じゃ悪人じゃと口先ばかりで言って居る、だが少し
も悪人たる自己を見出しては居ない、そんな生温い考え方では何時まで立っても如実
にはならない、斯かる人達はまだまだ聞法の機ではない、よくよく自己の罪悪を見詰
めなくてはならぬ、第一自己過去現在の生活を見詰めて三業の所作を吟味し、一一の
罪過に徹底的に反省する、而して教導者の前に諸有る罪過を露骨に告白する迄になら
なければならぬ、それを憚るようでは未だ真に自己反省の実を尽し得たものではない。
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教導者の方でも容易に認容してはならない、然らざれば罪悪観は徹底せぬ徹底しない
ものを認容すれば到底信心は如実にならない、いい加減な所に腰を据えて不徹底な信
心を安んずる。罪悪観の徹底これが如実の信機である。
然るに如実の信機は佛智に照らされなければ徹底し得ない、徹底的に自己の罪悪を
知った時に自力を離れる自力を離れたのが即ち他力である「松影の暗きは月の光かな」
月光に照されなければ松影の暗さは分らない、松影の暗さに徹底したとき即ち月光の
明るさに徹底したものである、此の間に両者の対立は有り得ない、故に罪悪観の徹底
即ち信心である、信機は即ち信法である。
凡そ今日の布教が唯だ他力の尊さをのみ説きて罪業を顧みざれと示すが故に、聴者
は少しも自己を省察するといふことが無い、此の儘此の儘といふばかりに落居する、
だから信機の体験が無い、信機の体験が無いから何時までも罪悪の造り次第といふこ
とになる、俗諦生活の放縦に流るゝは当然である、しかもそれは如実に他力を仰ぎ得
た当流の信心にはなって居ない。そうした気安めの説教をする為めに一般に真宗が誤
解さるるのである。

【花田勧学による検討】３４
つづいて、花田勧学は「第一に徹底とは如何の程度を指すのか。罪悪観の徹底といふこ
とが果たして同一に行われ得るであらうか」と提示して、
「往生成仏の真因たる信心の内容
として、凡夫有漏見の罪悪観が何程の価値を有するか、立義者の言う所では罪悪観の徹底
が信心であるといふのであるから余程尊というものでなくてはならぬ」と批判している。
また、
罪悪観の徹底はどの程度まで為されなければいけないのかと疑問を投げかけている。
信機は所謂罪悪観ではないのに、罪悪観の徹底が信心なりと説くことは宗義を害するも
甚だしいと述べ、他力の光に照らされて罪悪観が徹底するなどと説くことは、少なからず
誤解を誘うものであるとしている。

花田勧学に対する羽栗の批判は以下のように展開される。
【羽栗の花田勧学への批判】３５
まずは、罪悪とは道徳上でいうのではないとして、自己の主張と異なる立義として、１．
罪悪の内省、２．露骨の告白、３．教導者の態度、４．罪悪観の徹底即信機の問題を提示
している。

152

１． 罪悪の内省・・・過現未の三世にわたり自己を内省することを主張するものであ
るが、一々の罪悪を徹底的に反省するなどいう事は少しも書いていない。
２． 露骨の告白・・・罪悪の自覚をこそ勧め、告白などを勧めることは些かもない事
である。
３． 教導者の態度・・・妥協を許さずに相手の罪悪の自覚を明確にさせることである。
４． 「罪悪観の徹底これが如実の信機である」・・・これは本題の中心であるが、罪
悪観は信仰への道程であって、決して信仰そのものでない、罪悪観と信機信法と
は断じて別なものである。大体、罪悪観は信仰への道程であるものであるけれど
も、仏智によりて知らされるものであって、人間本来の智慧によって決して知れ
るものではない。罪悪観が如何に徹底したとしても、それがそのまま信機である
といふことは述べていない。

羽栗による反論趣旨は、
『信仰はどうして得られるか』
（１９２３年）３６や『大地をふまえ
て』
（１９２４年）３７を踏襲して、以下のようにまとめることができる。

現代人は宗の内外に関係なく、自己そのものを知らなさ過ぎるため、教導者が直
ちに弥陀如来の救済を説いても効果は至極少ない。
罪悪に徹底することで自然にその人自身が如来の救済に値う機会を得る。
罪悪観に徹底する事が決して他力信仰そのものでないが、如実の信心への道程で
ある。
煩悩を断じて悟を開くのが聖道門であり、煩悩を断ぜずして如来の救済を仰ぐの
が他力真宗である。
絶対他力の救済を通して、自己の煩悩や罪悪への認識が明かとなる。
煩悩罪悪の身と知る罪悪観の徹底は、他力による獲信の因ではない。

羽栗によると、罪悪観の徹底は真の信心獲得の条件ではないが、自ずと得られるもので
あるとする。すなわち、罪悪観に徹底する事は決して他力信仰そのものでなく、如実の信
心への道程であるとして、真宗の信仰は罪悪観の徹底によって護られるとする。罪悪観が
徹底しなければ、如実の信心を維持する事は不可能であるというのが羽栗の真説と理解で
きる。
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② 「獲信の覚知を強調すること」について
花田勧学による「獲信の覚知を強調すること」に関しての立義は次の通りである。

【立義】３８
聞信一念の時刻の極促にありては自己覚知の余裕無しと雖も、少くも「あの日」
「あ
の時」という覚知なかるべからず、無始已来の疑晴れて此に心的一大革命を来したる
獲信の光景は之を覚知しないといふ如き茫漠たるもの非ず。宜しく入信記念日を定め
て終生の法悦を修養すべし。多くの人たちは信不信の分斉をも覚知せず、「ぼんやり」
の儘で自己免許の獲信者振りに落居して居る、故に信前信後の区別も無き自堕落な生
活に恥づる所がない、事実は無信仰である。教界の大部分は此の弊竇に陥って目覚む
る所を知らないのである。

【花田勧学による検討】３９
一念の覚不を論することは意業帰命の誤解に陥いり易いので、『御裁断の御書』に
之を誡められてあることは誰人も知悉する所であろう。自覚の有無を論ずることは次
の危険を伴う。一には自心建立の機執に陥るの矢。二には感激を捉へて獲信なりとす
るの矢。三に獲信の如実不如実を自己批判に訴ふるの矢。
獲信の状態は「ぼんやり」ではない、仏願を眺め仰ぐ度每に、往生一定御助け治定
の明確なる信念を自覚する、
「はっきり」した状態である。此の「はっきり」なり得た
大略の自覚が有るにしても、その自覚を捉らへて獲信なりと自己批判をなすべきでは
なからう。況んや獲信の時日を自覚し得たる者ならざれば、獲信の行者にあらずと説
くことは宜しくない。

【羽栗の花田勧学への批判】４０
上記は大体に於いて余の意見と一致している事を光栄とする。唯悲しき事は「宜し
く入信記念日を定めて終生の法悦を修養すべし。」と云う事は絶対に余の言わざる事で、
之れ検討者の常套手段で嘗てに挿入されたものである。余の在米１５年の開教使生活
以来根治まで、其主義は終始一貫している、また今後とても変えるべきものあるを見
ない、
『信仰第一主義で』進んで来た。而して決して秘密的非公開式でやった事は一度
もない。
・・・入信記念日を定めて法悦相続に資せよなどとは、未だ一度たりとも発表
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した事がない。
一体獲信の覚知を強調することとあるが、余はそれを強調するといふのでは決して
ない。余が人に信仰を勧めて行くのに、獲信を覚知せよとそんな事を云ふている筈は
ない。入信の事を本人そのものが覚知できない様なものならば、それは真の信仰では
ないと云う丈の事である。頂いた時がはっきり分かるなどいふのは間違ひである。必
ず獲信は本人においてか覚知すべきものであるといふのであって、その他の日とか時
間を記憶せねばならぬなどいふ意味ではない、況んや入信記念日などは飛んでもない
事である。余は一念不覚論である。

信心獲得の瞬間は不明であるが、その後における獲信は本人によって覚知されるもので
あり、されないようならそれは真の信でないと羽栗は述べている。

４．羽栗の真宗思想とその影響

「信」の内実は信機信法の二種深信であると述べることからも、羽栗の真宗教義の立ち
位置は宗学に根ざしたものといえよう。羽栗は人間の罪悪観を強調するが、自己の罪悪性
を認識することが獲信の条件ではないとして、罪悪観と信機信法は断じて別なものである
とする。しかしながら、獲信することによって、自ずと自己の罪悪性が鮮明になるが、も
し罪悪観が徹底されなければ、如実の信心を維持することは出来ないと理解している。
信心獲得の瞬間は不明であるが、獲信後の本人においては覚知されるものであり、され
ないようならそれは真の信でないとして、花田勧学が指摘する「入信記念日を定めて終生
の法悦を修養すべし」に対して、羽栗は自己のことを一念不覚論者と述べている。
羽栗の真宗思想は、人間を対象とした獲信による自己内省の徹底化であるといえる。親
鸞を一人の人間として観ることによって、人間親鸞が述べた『愚禿悲歎述懐』および『愚
禿鈔』における２５種の「内外対」を根底として、それらが親鸞の自内心と外貌の表白で
あり、親鸞の心身の革命であるとしている。４１人間による宗教体験を通した心理的変化に
着目したことは、マクマハンによる「仏教モダニズム」の特徴と類似している。浄土教の
世界観を踏まえた浄土真宗の人間観が展開される先駆的な思想が形成されたと同時に、特
に北米においては、キリスト教の人間の罪悪性との対話に影響を及ぼしたことは否定でき
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ない。

追記
本項に当たって、羽栗行道の生家である京都市下京区の連光寺を訪問し、孫娘である羽
栗まきこ様から聞き取り調査を行う貴重な機会を得た。二番目の写真はその時に収録した
ものである。海外開教から帰国した羽栗行道のようすを聞くことができたことに謝辞を述
べたい。
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第５項

大いなる自然法爾の伝道者－関法善（１９０３－１９９１）

１．生涯と海外開教事情１

関家は長崎県天草半島の富農であり、また熱心な真宗門徒であった。法善の父は、成人
すると真宗の教えに深い関心をもち、やがて浄土真宗本願寺派の僧侶となり「法随」とい
う法名を名乗った。法随は郷里を離れて、戦国時代以来、数百年におよんで真宗が禁止さ
れていた鹿児島県（薩摩藩）の開教に身命を捧げた。薩摩藩は大名島津氏が支配した地域
であり、江戸時代から念仏禁止を行っていたが、明治維新によって島津氏の支配が終わる
と、鹿児島地域にも他所と同様に真宗の信仰や伝道の自由がもたらされるようになった。
１８７７年ころから法随の開教精神は、このような時代背景のもとで発揮されたといえる。
法善は、１９０３（明治３６）年に鹿児島県出水郡米津の関家の長男として誕生した。
父である法随が５５歳、母のサガが４２歳という晩年においてできた一人息子で、五人の
姉がいた。父の法随は禁教が解かれた後でも一寺を建立する意志はなく、みかん栽培を生
計として、門徒と同化して念仏教化を行った。幼少時代の法善は父親の法随より、僧侶と
して厳しい教育を受けるが、父親は法善が１１歳のときに往生する。父親の死後、法善は
父親と鹿児島開教を共に行った日野尽済の寺である西照寺に預けられることになる。
１９１８年４月に法善は京都の平安中学校に入学し、１９２３年４月には龍谷大学予科
に入学、所定の三年間の修学を終え、続けて同大学本科で国文学を専攻する。
法善が大学を卒業した１９２９年４月、本山は国内外の布教使養成を目的とした機関と
して布教研究所を開設する。所長には１９０５年から１９年のあいだ北米開教総長として
海外開教経験を持つ内田晃融が就任した。機会があれば海外への飛躍を希望していた法善
は布教研究所の研究員に応募し採用され、一年間の研究課題として「台湾における迷信の
研究」が課せられた。当時、台湾は日本の植民地であり、原住民に対して日本精神の教育
が推進されるとともに、仏教伝道もされていたが、原住民の宗教事情を掌握する一環とし
て台湾における迷信の研究が求められていた。法善は台湾に渡り、台北から台南まで原住
民の宗教状況について視察した。翌年三月に布教研究所を終了して、やがて台湾へ開教使
として派遣される日を待っていた。
ところが、間もなくロスアンゼルス仏教会より理事長の福井斉が来日し、布教研究所に
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対して開教使として優秀な人材一名の派遣を要請した。所長の内田は、法善を選び北米開
教を勧めた。法善はすでに台湾開教に意欲を抱いていたので躊躇せざるを得なかったが、
平素より慈愛を注いでくれた後藤完爾（当時、東京築地別院輪番）が北米開教の道を選ぶ
べきことを助言したことから、法善は急遽、台湾を中止して北米に向かうことになる。
このようにして、法善はロサンゼルス仏教会理事長であった福井斉とともに、１９３０
年８月に神戸港から「春陽丸」に乗船し、サンフランシスコ経由で一ヶ月後にロスアンゼ
ルスに到着する。当時の北米開教総長は増山顕珠（のちの龍谷大学学長）であった。法善
はロスアンゼルス仏教会で開教・伝道を始めると同時に、二世の青少年に日本語を教える
ことも行った。１９３２年にはロスアンゼルス仏教会で知り合った二世の里見と広島別院
で、東洋大学学長であった境野黄洋の媒酌によって挙式を行っている。
結婚に引き続き１９３４年には、法善はアリゾナ開教のためにフェニックスに移住する。
現地には１００軒余りの日系人が農園を経営していて、アメリカ大不況のなかにも関わら
す２００人が収容できるアリゾナ仏教会を１９３５年に建立した。法善はロサンゼルス仏
教会で経験した伝道方法を採用して、アリゾナ仏教会においても仏教青年会、仏教婦人会、
日本語学校の組織形成に乗り出した。特に剣道三段の腕前で教える剣道教室には生徒数が
百数十名にのぼる盛況ぶりであった。在留邦人に対する開教は教義を説くのみではなく、
日本文化の伝達とともに行うことが大切であると痛感していた。この伝道方法は後のニュ
ーヨーク開教にも大きな影響を与えることになる。
１９３４年頃から、日本が満州国をつくり中国侵略を進め、国連から脱退するという政
治情勢のなかで、米国各地において排日運動が起こる。法善夫婦は在留邦人の救済のため
に日本の国会に要請するなど、国家間の政治交渉によって善処することに奔走する。その
結果、日本人の土地所有を禁止する「排日土地法案」は否決され、一応の安住をみること
になる。
１９３６年、法善は軌道に乗ったアリゾナ仏教会を鹿島哲郎にあずけて、今度はニュー
ヨーク開教を目ざすことになる。当時のニューヨークは世界最大の経済都市として発展途
上であったことから、将来の布教・伝道の理想地として法善にとって絶好の場所であった
といえる。
大陸横断飛行でニューヨークに着いた法善は、日本大使館のアドバイスを受けながら、
また禅僧、佐々木指月（１８８２－１９４５）２と知り合うことになる。法善は、佐々木
指月と親交を暖めつつ、開教伝道において宗派や民族に違いを超えたところで、仏教・真
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宗を説く方針が取られるようになる。
１９３８年春に、マンハッタン区に四階建のビルを
購入して、ニューヨーク仏教会を創立して、東海岸で
は初めての仏教宗教法人としての許可を受けて、その
地位を確立した。法善は将来の伝道対象が非日系にな
ることを踏まえて、英語習得のためにコロンビア大学

1938 年 ニューヨーク仏教会
メンバー

で語学研修を始める。

１９４１年１２月６日に太平洋戦争が勃発すると、日系人の逮捕・収監が始まった。法
善も翌年１９４２年にニューヨーク・エリス島に連行され、続いて強制収容先はメリーラ
ンド州ジョージミートに移ることになる。１９４６年に法善は釈放され、ニューヨークに
戻り、１９４８年にはアメリカン・ブディスト・アカデミ
ー ( The American Buddhist Academy) と呼ばれる仏教研究
所を設立して、これまでの日系を対象として伝道・布教に
加えて、非日系への英語による仏教・真宗伝道を目標に掲
げる。アメリカン・ブディスト・アカデミー (America
Buddhist Academy) は１９５０年代からセミナー開講、英訳
翻訳・出版、日本文化紹介を通して仏教・浄土真宗の布教・
現在のニューヨーク仏教会

伝道に貢献している。現在ではアメリカン・ブディスト・
スタディー・センター (The American Buddhist Study Center, Inc. - ABSC) として名称を変更
して３、教化活動を行っている。また、ニューヨーク仏教会は１９６２年に現在の住所 (331
Riverside Drive, New York) に移動することになる。
法善は、１９８１年に５１年間の北米での開教使生活を終えて、広島で引退するが翌年
１９８２年に心臓発作を起こし、１９８３年には広島から静養のためにマウイへ転居し、
１９９１年７月２０日に享年８７歳で往生する。法善の死去はニューヨーク・タイムズで
以下のように悲報が報道されている。

Rev. Hozen Seki Is Dead at 87; Leader of Buddhist in New York, by Glenn Fowler,
Published July 25, 1991
The Rev. Hozen Seki, founder of the New York Buddhist Church, died on Saturday at
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Maui Memorial Hospital in Hawaii.

He was 87 years old and had lived in Lahaina on Maui

since he retired in 1983 as minister of the church.

He died of a massive heart attack, his

family said.
Mr. Seki, who was born in Kagoshima, Japan, followed his father into the Buddhist
ministry when he was ordained a minister of the Nishi Hongwanji branch of the Jodo Shinshu
sect, the largest in Japanese Buddhism.

He graduated from Ryukoku University in Kyoto

and pursued graduate studies in Ryukoku and at Columbia University.
He came to the United States in 1930 to serve as minister of the Los Angeles Buddhist
Church.

He founded the Arizona Buddhist Church in 1933.

Three years later he flew

nonstop from the West Coast to New York in a single-engine private airplane piloted by two
church members --- an usual flight at that time, when small aircraft were not considered
capable of such a feat.
In 1937 Mr. Seki established the New York Buddhist Church, the first Buddhist religious
institution chartered in New York State.

In 1948 he established the American Buddhist

Academy adjacent to the church on Riverside Drive at 105th Street to provide a central source
for the study not only of Japanese Buddhism but also of the religion throughout the world.
In World War II, Mr. Seki was interned with Japanese, Italian and German aliens at
camps in Maryland, Idaho and New Mexico.

After the war, when United States immigration

and naturalization laws were changed, Mr. Seki applied for and was granted American
citizenship.
He was an author of a number of books and articles in English and Japanese on
Buddhism and related topics. He is survived by his wife, Satomi Shiomasu; two sons, Hoken
of Lake Forest, Ill., and Hoshin of Mount Vernon, N.Y., and a granddaughter.

【日本語要約】
ニューヨークでの仏教徒リーダー、関法善８７歳で死去（1991 年 7 月 25 日ニューヨ
ーク誌

ファウラー・グレン著）

ニューヨーク仏教会の創始者である関法善が８７歳で、土曜日にハワイにあるマウ
イ・メモリアル病院で死去。関は１９８３年の引退後はマウイ島ラハイナで暮らして
いた。鹿児島に生まれ、浄土真宗本願寺派の海外開教使となる。京都龍谷大学、コロ
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ンビア大学卒業。１９３０年にロスアンゼルス仏教会に赴任し、１９３３年にはアリ
ゾナ仏教会を設立。３年後に門徒２名とともに単独飛行で東海岸にニューヨークに移
動する。１９３７年にニューヨーク仏教会を創立し、初めての仏教徒宗教団体として
ニューヨーク州から認可を受ける。１９４８年にはアメリカン・ブッディスト・アカ
デミーを仏教会の隣の１０５番通りに設立する。第二次世界大戦では関はメリーラン
ド、アイダホ、ニューメキシコに強制収容されている。戦後の移民法改正により、関
はアメリカ市民権を取得している。日英両語による多くの書籍を残している。妻はシ
オマツ・サトミ、二人の息子がいる。

２．アメリカン・ブディスト・アカデミー (America Buddhist Academy) 創立の背景とそ
の活動

１９４６年にようやく日系強制収容所から解放
された法善は、布教対象を戦前における日系から
非日系を含めた西洋英語圏への方向転換を行う。
その取り組みのなかで、１９４８年に設立された
のがアメリカン・ブディスト・アカデミー ( The
American Buddhist Academy、１９９９年に The
1951 年 アメリカン・ブディスト・アカ
デミー設立への援助金を受ける関法善
（前方）、後方は辻顕隆開教使

American Buddhist Study Center, Inc. - ABSC に名
称変更)といえよう。アメリカン・ブディスト・ア
カデミーは東海岸における仏教研究所として、サ

ンスクリット、漢文、日本語、英語の学術的資料や文献を取り揃えた図書館として機能し、
周辺の大学との提携講義やセミナー公開、仏教・真宗の英語翻訳や出版を通して、また米
国仏教団やバークレーにある米国仏教大学院 (Institute of Buddhist Studies – IBS) および仏
教伝道協会 (BDK) と協働して広く仏教・浄土真宗を学術的視点から紹介することを目的
とした。４１９５８年には、鈴木大拙がアメリカン・ブディスト・アカデミーで講義し、
その内容が Shin Buddhism（日本語書籍名『真宗入門』）として１９７０年に同アカデミー
から出版されている。また海野大徹も１９９９年に真宗講義と法話を行っており、現在に
至るまで様々な活動を通してアメリカン・ブディスト・スタディー・センターは東海岸に
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おける日本仏教と浄土真宗の学術的登竜門として機能を果たしている。センターから出版
された書籍は浄土真宗本願寺派前門主、大谷光真による三冊の英訳を含む以下の通りであ
る。
Rev. Hozen Seki, Great Natural Way (1976)
D. T. Suzuki, Shin Buddhism (1998)
Kenmyo Taira Sato, Great Living, In the Pure Encounter Between Master and Disciple
(2010)
Rev. Kocho Fukuma, A Spark of Dharma, The Life of Rev. Hozen Seki (1976, 2005)
Alfred Bloom, A Life of Serendipity, Blown by the Wind of Amida’s Vow (2008)
Zenmon Koshin Ohtani, The Buddha’s Wish for the World (2009)
Zenmon Koshin Ohtani, The Buddha’s Call to Awaken (2012)
Zenmon Koshin Ohtani, The Buddha’s Gift to the World
(2014)
Hoshu Y. Matsubayashi, Light of the Dharma (2014)

1962 年 龍谷大学で講義する
関法善

３．法善の真宗思想とその影響

法善による書籍のなかで特に北米へ広く読まれている英語による『佛説阿弥陀経

解説』

（１９７３年）と The Great Natural Way（１９７６年第１版、２００５年第２版）を資料
として、法善の真宗思想を検証し、その影響について考察する。
先ずは、『佛説阿弥陀経

解説』序文において、法善は阿弥陀仏の教えは無常の世に生

きる生けとし生きるすべてのものへ無量寿光を施すものであるとし、人種や言語、文化の
壁を越えた平等な阿弥陀仏による誓願一仏乗の救済を前提にしている。阿弥陀仏の真実の
教えによって、人間は宗教的解放を受けることができるとして、聞法生活の重要性を指摘
している。この世に生を受けた目的は、南無阿弥陀仏の阿弥陀仏の名を聞き開き、称える
ことであり、それは報恩感謝の念仏となると簡潔に真宗教義を説明している。５
次に１９７６年に出版された The Great Natural Way の内容を分析する。法善は冒頭に、
人間の共通苦として釈尊が示した四苦八苦６を述べた後、仏教用語である「怨親平等」７を
説明して、仏教の根本精神は大慈悲であり、憎い敵であるからといって憎むべきではなく，
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また親しい者であるからといって特に執着すべきではなく、平等にいつくしみ憐れむべき
あると説明している。また、他民族やその文化に対して、自己の文化を基準にして判断す
る傾向である ethnocentrism８は宗教観の欠落であり、厭世的な考えであると批判をしてい
る。この批判の背景には、法善が経験した強制収容所や全米で起きた排日運動が大きな影
響を及ぼしていることは明かといえる。法善による仏教・真宗思想の要は人種・言語・文
化を越えた平等な救済であり、それは諸宗教による選民思想ではないことが挙げられる。
次に法善の真宗思想には非宗派、あるいは超宗派的立場が見受けられる。臨済宗の禅僧
であった佐々木指月と交友があったこともあり、禅宗からの導入９、また真言宗や日蓮宗
に対して敬意を示す１０とともに、それらの各宗派を越えて阿弥陀仏の無条件な救済１１を強
調する。
法善の真宗思想は、誓願一仏乗の救済論とそのはたらき１２である自然法爾に着地をみる
ことが出来る。１３自然法爾を Natural Power, Other-Power（他力）１４と英訳していることか
らも、著書名の The Great Natural Way は『大いなる自然法爾の教え』という意味が込めら
れているといえよう。
同著の序言で海野大轍は、法善が真宗伝道に残した貢献を以下のように述べている。１５
法善は積極的な真宗の伝道者であった。私の父親と龍谷大学で同期であり、また同じ
くして米国仏教団に開教使として渡米した間柄であった。１９３３年にアリゾナ仏教
会を、また１９３８年にはニューヨーク仏教会を設立したパイオニア的存在である。
１９５１年にはアメリカン・ブディスト・アカデミーを創立させて、北米での仏教・
真宗の発信拠点とすることを目標とした。法善が西洋英語圏に抱いた仏教・真宗の未
来像は、数世代先を予測したものであるといえる。実現までに長い時間を要すること
は理解されていたが、法善の野望は果てしなく、その実現に向けて絶えることはなか
った。
法善が設立したアメリカン・ブディスト・アカデミーは、英語圏で半世紀以上にわたり
鈴木大拙や海野大徹との法友を育てる場所となり、現在もより一層その活動を活発化し、
今後の仏教・真宗の学術的進展への重要な役割を担うことになるだろう。
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追記
本項に当たって、関法善の息子である Hoshina Seki から聞き取り調査を行う貴重な機会
を得て、関法善の写真記載許可を受けたことに謝辞を述べたい。

１

常光浩然『北米仏教史話－日本仏教の東漸－』
（財団法人仏教伝道協会、昭和 28 (1973) 年）pp.123~126.
および Reverend Kocho Fukum, A Spark of Dharma of Rev Hozen Seki, (New York: American Buddhist Study
Center, Inc., 2001) 参照。
２ 明治・大正・昭和期の臨済宗の僧。東京美術学校彫刻選科卒。1930 年に米国仏教協会（現在の米国第
一禅堂）をニューヨークに創設し、米国での禅宗発展に影響を与えた。1944 年、米国人ルース・フラー・
エヴェレットと結婚した。
３ 名称変更はニューヨーク州法人設立規則改訂によるもの。
４ Reverend Kocho Fukum, A Spark of Dharma, eds. By Hoshin Seki, p.207. （原文：To provide a library resource
for definitive and scholarly materials on all schools of Buddhism, in English and in their original languages. To
conduct seminars and courses on Buddhism, utilizing its library resources with the assistance of scholars and
knowledgeable commentators, and cooperating with leading universities. To publish materials of current
relevance to issue of religions, society, and world affairs from a Buddhist view point.）
５
Hozen Zeki, Buddha Tells of the Infinite The Amida Kyo, (New York: American Buddhist Academy), p.v. （原
文：The Amida Kyo is the teaching of oneness of all lives --- lives that are bound together in Infinite Life and Light.
It explains that life is temporary and constantly changing; that we suffer because our thoughts are based on the
darkness of ignorance and illusion; and that when we become aware of the Amida Buddha’s light of compassion
and wisdom and accept its unconditional salvation, our minds are at once illuminated and darkness is transformed
into brightness and splendor. Our journey in this world is through two passages: the entrance at birth and the exit
at death. At either end, we are not cognizant or aware of this coming, this going; instead, our thinking and feeling
develop and function between these two passages. Therefore, during the journey we should hear and appreciate
the Dharma. The teaching of the Amida Buddha is founded on the spiritual truth of unity. The Amida draws our
small karma to the Pure Land, which is boundless freedom. Therefore, I firmly believe that my ultimate purpose
in this world is to hear and recite the Amida’s name --- in Japanese, Namo Amida Butsu; in another language,
something else; but in a spiritual universality, the name is one with the feeling of gratitude that arises from faith in
the Dharma.）
６
Ibid., p.15.
７
Ibid.,p.36, p.143.
８
Ibid., p.83. （原文：Ethnocentrists lack the religious view, they are totally lacking in a Dharma perspective; they
see only the dark side, and their mind is the mind of complaint. If they realized Amida Buddha’s light, things
would be very different for them. But they see only the darkness and emphasize that.）
９
Ibid., pp.98-99.
１０
Ibid., p.128. （原文：Shingon and Hokke sects are for getting to Nirvana, for some persons. So we cannot say
that these different traditions are no good; every teaching has value. Of course in the Buddha-mind there is no
such thing as a sect.）
１１
Ibid., p.16.（原文：Amida Buddha never says to recite Nembutsu or Daimoku or to sit in zazen.）
１２ Ibid., p7.（原文：This invocation always come from Amida Buddha to us.
That is called Tariki --- the
Other-Power. We have Buddha-nature. Buddha-nature means that someday we will be enlightened. This
enlightenment is the purpose of the Buddha’s teaching --- escape from birth-and-death, the suffering of this
world.・・・The principle of salvation is to hear, to appreciate, and to recite. Shinran --- sometimes called “faith”
--- does not lie our own power; it is unification, coming from Amida Buddha.）
１３
Ibid., p.5. Amida Buddha’s land is natural, universal function of power. In this world some live long, some
live short lives; some are wise, some are not; some are rich, some poor. Everyone is different. But after death
everyone will go to the Pure Land as to the great ocean, through the power of the Universe, the power of the Amida
Buddha. This is called the Natural Power or the Other-Power. Therefore in the great ocean --- the Pure Land --Amida Buddha and others are not different. Everyone is alike.
１４ Ibid., p.129 (原文：Tariki: another is Jinen.)
１５
Ibid., Forward (原文：I remember Rev. Hozen Seki as a progressive leader in the Shin Buddhist Sangha. He
was a classmate and friend of my father at Ryukoku University in Kyoto, Japan, before they both came to the
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United States to serve as active ministers in the Hongwanji Mission of North America, later renamed the “Buddhist
Churches of America” during World War II. Rev Seki was a true pioneer, first established the Arizona Buddhist
Temple in Phoenix in 1933, and later the New York Buddhist Church in 1938. He founded the American Buddhist
Academy in 1951 in New York City as a personal undertaking born out of his aspiration to plant the seeds of
Buddhism in America. Whenever Rev. Seki spoke of the future of Buddhism in the West, his vision spanned
several generations. Thus, he did not expect his dream of seeing the Buddha Dharma take root and flourish
immediately; in fact, he spoke of the need for years of patience, effort and dedication as essential ingredients for
growth.)
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第６項

真宗人間観にみる教化活動の創始者
－辻顕隆（１９１９－２００４）

１．生涯とその開教生活１

辻顕隆 (Kenryu Takashi Tsuji) は１９１９年３月１４日にカ

辻顕隆

ナダのブルティッシュ・コロンビアに生まれる。１９３７～１
９３８年にバンクーバーのブルティッシュ・コロンビア大学で学んだ後、１９４１（昭和
１６）年３月１５日に得度をし、同年１０月に龍谷大学に留学して、１１月１０日に教師
を取得している。
その後カナダに帰国した辻は、１９４５年から１９４６年にトロント大学で学び、バン
クーバー仏教会で開教活動を行うが、日米開戦の影響をまともに受ける。１９４１（昭和
１６）年１２月７日の真珠湾攻撃以降、ラジオを通しての仏教教化活動は一切禁止された
ため、終戦の１９４５年まで辻はその他五名の開教使や門信徒とともにカナダ奥地にあっ
た仏教会に軟禁状態となる。その後、他の二世開教使とともにトロントで教化活動が再開
するが、当時カナダ教区を含めて管理をしていた米国仏教団、重藤総長の依頼によって、
辻は仏教・浄土真宗の教化伝道活動を目的として新設された教化部（Bureau of Buddhist
Education）のディレクターとして１９５８年に北米に招かれる。辻は同年１２月３日に米
国仏教団下のサンフランシスコ仏教会の駐在開教使となり、１９６４年にはアメリカ合衆
国に帰化する。のち１９６８（昭和３３）年には、日系二世として初めての北米開教総長
を務める。
当時、サンフランシスコにあった米国仏教団の教化部活動は、セミナー開催、翻訳・出
版、書籍販売、開教使教育、また宗教相互間における対話 (Inter-faith activities)、Institute of
Buddhist Studies (IBS) のカリキュラム作成を含めた幅広いものであった。１９６８年５月
から１９８１年４月までの１３年間、北米総長を勤めた辻は、日系社会や教団を越えて門
徒が聞法活動を行うニュー・ハライゾン・プロジェクト(New Horizon Project)２を１９７５
年から推進した。
１９８１年に米国仏教団総長の任期を終えた辻はバージニア州に移住し、仏教伝道協会
の援助を受けて同年に Ekoji Temple（恵光寺）を設立した。また、１９８３～１９８９年
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には世界宗教会議の会長を務め、宗教対話に積極的に参加した。１９９９年には開教使生
活５７年に終止符を打ち、カリフォルニア州で引退する。

２．北米開教区総長としての成果

カナダ生まれの辻は１９６４年にはアメリカ合衆国に帰化し、１９６８年５月から１９
８１年４月までの１３年間、北米開教区総長を勤める。ここでは、具体的に辻が総長とし
て成し遂げた事柄を１９７４年に発行された『米国仏教団創立７５周年集』第２巻３を参
考にして概観する。
サンフランシスコで行われた米国仏教団創立７５周年記念祝賀会（１９７４年）の席で、
辻は今後の北米における仏教の将来について、日本仏教をそのままにアメリカに持ち込み
西洋英語圏で生まれ育った人びとに理解を求めることは困難であるとして、日本仏教の伝
統を軸としてアメリカで通用する仏教のあり方の必要性について述べている。４ アメリカ
社会は、異なった人種、文化、言語、宗教や政治信条が入り交じった人種のるつぼといわ
れる多様社会であるために、受け入れられる仏教のあり方もその環境に融合し、同化する
ことが求められるが、宗教として仏教の特異性は明確に提示する必要があるとする。辻は
そのあり方を「多元的共存における融合性」と呼んでいる。５
辻は北米という多元的社会に即した仏教・浄土真宗の将来は、教化活動を推進すること
であるとして、まずは米国仏教大学院 IBS (The Institute of Buddhist Studies)を１９６６年に
創立する。IBS は米国仏教団、浄土真宗本願寺派、北米開教区（BCA: Buddhist Churches of
America）に所属する大学院レベルの仏教教育・教育機関として機能し、浄土真宗本願寺派
の海外開教区での開教使志願者の教育機関としての役割も担うことになる。６１９８５年
には、バークレーに本部を持つ神学大学院連合（GTU: Graduate Theological Union）の加盟
校となり、２００６年にはバークレーの浄土真宗センターに移転して、龍谷大学のカリフ
ォルニア分校としても国際的交流を深めることになる。辻は米国仏教大学院の学術的発展
に期待を求めるとともに、世界宗教会議にも積極的に参加する。以下に、辻が北米開教区
総長期間に起こった IBS の発展と世界国際会議および世界仏教徒連盟の事柄を明記する。
７
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１９６９年

辻が北米開教区総長在籍中に、IBS は公の教育機関としてカリフォルニア州
教育局から認可を受ける。

１９７３年

IBS 終了証をもって浄土真宗の教師検定試験は免除されることになる。

１９７５年１０月１９～２４日

ニューヨーク市マンハッタン区にあるセント・ジョン・

ザ・ディヴァイン大聖堂（Cathedral Church of Saint John）で世界宗教会議が
開催され、本願寺派、大谷光照門主が講演を行っている。
１９７６年

北米にある仏教学校や大学によって有資格校として認定される。

１９７６年２月１９～２５日
バンコックでの第１１回世界仏教徒連盟参加（World Fellowship of Buddhists）
１９７８年１０月１～６日
東京での第１２回世界仏教徒連盟参加（World Fellowship of Buddhists）

３．真宗人間観に根ざした教化活動の展開

カナダ生まれで、日系二世として初めて北米開教総長を務めた辻は、北米での浄土真宗
の将来について危惧を抱いていたと考えられる。日本で説かれる真宗をそのまま北米に持
ち込むことに困難を見出した辻は、釈尊を中心とした仏教学習を底辺とする。そのうえで
真宗を大乗仏教のなかで説明し、北米の真宗布教路線として仏教・真宗教育である Buddhist
Education を構築して、誰を対象に何を教えるべきかを明確にすることを提案する。その
手掛かりとして辻は米国仏教団教化部から以下に示す小雑誌・パンフレットを作成し、北
米の真宗寺院に配布している。

An Outline of Buddhism (１９５４年第１版発行、１９７９年第２版発行)
Three Lectures on the Tannisho (１９６７年発行)
The Religious Experience of Shinran Shonin (発行年度の記載はないが、１９６０年代
に発行されたと考えられる。)
Overview & Simplified Guide to Buddhist Education (１９７９年発行)
A Challenge for American Shin Buddhists (１９８８年発行)
A Brief Introduction to Buddhism (１９９２年発行)
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Reincarnation – My Answer (１９９４年再版)
Brief Introduction to Jodo Shinshu (発行年度記載なし)
Profession of Faith (発行年度記載なし)
The Heart of the Buddha-Dharma (２００３年発行)

ここでは、辻の教化活動の内容と彼の真宗思想を理解するために、特に以下の４点を中
心に考察する。
① An Outline of Buddhism (1954, 1979)
② Overview & Simplified Guide to Buddhist Education (1979)
③ A Challenge for American Shin Buddhists (1988)
④ The Heart of the Buddha-Dharma (2003)

①

An Outline of Buddhism（『仏教概要』）
第一版は１９５４年に Eastern Canada Buddhist

Publications によって、第二版は１９７９年に同
内容にて Buddhist Churches of America Bookstore
から発行されている。４２頁からなる小雑誌であ
るが、内容的には仏教の概要が、仏教興起以前の
印度思想（ベーダ、バラモン、ウパニシャッド）、
釈迦の誕生と説示、経典編纂、三蔵（『律蔵』
・
『経
蔵』
・
『論蔵』）、北方・南方仏教、仏教の基本思想

An Outline of Buddhism
第一版１９５４年（左）、
第二版１９７９年（右）

（四諦八正道・業・十二縁起、成仏と仏性、大乗仏教と小乗仏教）、浄土真宗の七高僧、
浄土真宗の教え（親鸞の生涯、浄土三部経、四十八願、本願と念仏、自力と他力）を項目
として、仏教の基本的理解を踏まえたうえでの浄土真宗への入門書という学習形態がみら
れる。

②

Overview & Simplified Guide to Buddhist Education（『仏教教育概要と指導要領』）
１９７９年に米国仏教団教化部より発行された本誌『仏教教育概要と指導要領』

(Overview & Simplified Guide to Buddhist Education) は、北米における「仏教・真宗教育」
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の目的と概要、および指導要領が述べられている。辻は「仏教・真宗教育」の推進こそが
真宗門徒の育成のために教団にとって重要事項であるとして、その組織化に力を注ぐ。通
常の学校教育では能力が競われるが、「仏教・真宗教育」はそのような相対的競争を超え
た「超越的教育」であり、心理的、社会的、また倫理的角度からの人格形成の完成を目ざ
すものであると述べている。成仏道を目的とする仏教の教えのなかで、親鸞の宗教体験を
理解し、自ら体験し学習することによって、「仏教・真宗教育」は完成するものであると
辻は主張する。８

本誌『仏教教育概要と指導要領』は、真宗人間観の視点から「仏教・

真宗教育」を構成したものであり、日曜ダルマ・スクール、青年会、成年会など年令に合
わせた指導要領が記述されている。

③

A Challenge for American Shin Buddhists（『アメリカ真宗門徒の課題』）
米国仏教団総長を１３年のあいだ勤めた辻は、１９８１年にバージニア州 Ekoji Temple

（恵光寺）で駐在開教使を勤める。１９８８年に発行された A Challenge for American Shin
Buddhists（
『アメリカ真宗門徒の課題』）には、従来の真宗学 Shinshuology（神学 Theology
から辻が生み出した造語）の伝統を保持しながらも、北米における真宗の教化アプローチ
は Shinshuology に埋没することなく、禅宗や戒律重視の小乗仏教、また日蓮宗やキリスト
教が説く社会実践など幅広い分野を視野に入れることを提唱する。
また、法蔵菩薩の四十八願建立を真宗人間観の視点から理解し、慈悲と智慧の仏である
阿弥陀仏が真の人間となる人格形成に導くとした「仏教・真宗教育」を示唆している。９

④

The Heart of the Buddha-Dharma
辻が往生する前年の２００３年に発行された The Heart of the Buddha-Dharma は、五つの

テーマに関する随筆が収録された７７頁から成る単行本で、目次は以下の通りである。
I.

The Many Buddha (The Historical Buddha, Infinite Buddha, Amida Buddha)

II.

Fundamental Teaching (The Buddha-Dharma, Buddha-Nature, Four Noble Truths, The Nature
of Existence, Nirvana, Enlightenment, Interdependence)

III. Jodo Shinshu, A Brief Introduction (Jodo Shinshu, Namo Amida Butsu – Recitation of the
Nembutsu, Namo Amida Butsu – Interpretation of Character, Shinjin, The Pure Land)
IV. A Life of Nembutsu (Bodhisattva, Chanting, Meditation, Meditation Sutra on Infinite Life,
Meditation Sutra, Meaning)
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V.

84,000 Thoughts (Naturalness, Fireflies, August 27, 1981, Listen, Cosmic Energy, Oso Eko,
Genso Eko, Eternal Now, Namo Amida Butsu)

ここでは、第３章 (III)にある Jodo Shinshu – A Brief Introduction「浄土真宗入門」の内容
を参考にして、辻の念仏観および浄土観を中心にして真宗理解を深めることにする。
先ず、辻の念仏観は、念仏は仏教徒としての宗教経験の真髄であると定義して、称名念
仏を通して人間性が明かになり、成仏に導く如来の智慧と慈悲を知らしめられることにな
るとしている。心理的に言えば、称名念仏は阿弥陀仏の智慧と慈悲のはたらきを意識のう
えで受け入れたことを意味し、宗教的には、阿弥陀仏の智慧と慈悲に対して自然なる報恩
感謝のあらわれが称名念仏であるといえる。摂取不捨の教えを受けたものは念仏の生涯を
送ることになる。念仏とは自己の存在意義を照らし出す智慧と慈悲による超越したパワー
に自己が完全に抱き取られる（Oneness）ことである。念仏は自己存在の要であり、倫理
的、社会的、宗教的な生き方を実践する精神的なパワーとなる。また、現実の人生におけ
る内なる目覚めの言語化ともいえる。賜りたる念仏によってのみ、真の人生の営みが限り
なく広がっていくと語っている。１０
辻の念仏観は人間視点から展開されたものであり、自己存在の意義と人間の倫理的、宗
教的生き方に迫るものであるといえる。仏教の成仏道に関して、辻がいかなる仏性の理解
をしていたかというと、人間を含めたすべてに仏性が具わっているが、現生においては三
毒の煩悩が仏性の障りとなっている。１１ よって、無為涅槃は死後往生をもって浄土にお
いて可能となる。浄土往生とは阿弥陀仏と同体のさとりを得る仏となることであり、智慧
と慈悲として活動することであると理解している。１２ また、信後の称名念仏とは阿弥陀
仏の救いに対して疑いがなくなり、感謝の思いが阿弥陀仏の名を称える念仏となるとして、
現生正定聚のすがたであると述べている。１３
次に辻の浄土観について外観する。浄土真宗の教えでは、人間のスピリチュアルな成長
は浄土往生の完成にある。浄土往生とは人間の人格形成の完成と成就を意味し、それは自
然法爾 (whole universe) の世界との一体化によって無我の境地を得ることができる。人間
が三毒の煩悩をもつ限り、この完成は不可能である。阿弥陀仏の浄土は西方の彼方である
とされているが、哲学的にいうと浄土は具体的な場所を指すのではなく象徴的なものであ
る。いわゆる生命の限りがある人間の世界を超えたものであるといえよう。この超越した
境界で、如来の慈悲と智慧はスピリチュアルにはたらくことになる。浄土思想とは智慧と
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慈悲にもとづく究極的な教えであると述べている。１４
以上を踏まえて、辻の真宗教義の基本的理解は、阿弥陀仏のはたらきによって、われわ
れは往生浄土の教えによって仏となるべき身に定まることに導かれるとしている。人間に
は我執や三毒の煩悩があるために、成仏の道を自ら達することは不可能である。親鸞聖人
は二十年間、悟りに近づくための修行をされたが、その努力はまったく無用であると思わ
れた。そして同時に、阿弥陀仏の慈悲が到り届いていることに目覚められた。阿弥陀仏に
よる他力のはたらきこそが、凡夫を成仏の道に導き入れることができる。よって私たちは
阿弥陀仏の他力本願に帰依すべきである。これが浄土真宗の基本的理解である。１５ また、
信心の内実については、感謝と懺悔を明記している。１６

４．辻の真宗思想

前述したように、辻は西洋英語圏である北米というキリスト教の土壌において、真宗教
義の導入方法について暗中模索した末に、人間的視点からの思考に着目したといえる。宗
教とは人間の究極的な生き方のことであり、人間を超えるものに対する人間の究極的なか
かわりという点から、辻は人間観を中核として真宗教義の人間理解と仏の関係を発展させ
た。
仏教・真宗教育を心理的、社会的、また倫理的角度からの人格形成の完成を目指した超
越的教育という立ち位置で、釈尊の生涯や法蔵菩薩の四十八願建立を根底に親鸞による真
宗人間観の視点から教化活動の内容を発展させ、指導要領を完成させた。
辻の述べる浄土往生を目ざす人間の人格形成には、「真の人間」になるべき課題が含ま
れている。
「真の人間」という特別な人間があるわけではなく、「人間になる」ことの真実
がかかわる問題であり、そのことは人間になる道、すなわち「人となる道」を歩むという
全プロセスが「人間であること」の実質になる。仏教・真宗教育とは社会に生きる人間の
人格形成の完成を目ざすものであり、「現にある自分（存在）」と「あるべき自分（当為）」
を認識し、自己実現と自己変革の可能性を提言する真宗人間観を主張することによって、
宗教多元の北米で真宗教義は受け入れられ、通用するものと理解したと考えられる。
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【追記】本項にあたって、辻顕隆の娘である Maya Lawrence から基調な資料を入手できた
ことに謝辞を述べたい。

１

小島勝「北米の浄土真宗本願時派日系二世の越境教育－１９３０-１９５０年における龍大への留学を
中心に」
『龍谷学会』第 474/ 475 号 2010 年、および Kenryu Tsuji, The Heart of the Buddha-Dharma (Berkeley:
Ekoji Buddhist Temple and Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2003), pp.xiii-xxvii.参照。
２ Buddhist Churches of America, A Legacy of the First 100 Years (San Francisco: BCA, 1998), p.35. (原文: New
Horizon Project initiated and directed by Rev. Koken Kenneth O’neill to spread Jodo Shinshu outside temple
communities.)
３
Buddhist Churches of America, 75th Anniversary Volume II (Chicago: Nobart, Inc., 1974.), pp.18-20.
４
Ibid., p.19. 辻総長スピーチは１９７４年８月３１日にサンフランシスコのヒルトン・ホテルで行われた。
５
Ibid., p.19.（原文：p.19What of the future of Buddhism in this country? Introducing Japanese Buddhism as is
into America is neither relevant nor meaningful to Americans. Thus, the important question is: How can we build
on the tradition of Japanese Buddhism, a Buddhism that is uniquely American. All minority groups in America,
Buddhists included, face a common dilemma. Thirty or forty years ago the popular notion was to consider
American a giant melting pot. The diverse cultures brought by the immigrants into American were to be melted
down into a common pot. The Buddhist, too, went along with this trend and emphasized integration and
assimilation. However, integration loses the uniqueness of a particular culture. Proponents of this theory
suffered from a loss of their identity. Today there is growing acceptance of American as a nation of pluralistic
culture. If integration is unacceptable because it does not allow for differences, pluralism fails to answer our need
for universals. John Higham, an historian at the Institute for Advanced Studies at Princeton thus advances the
theory of “pluralistic integration.”）
６
Ibid., p.20.（原文：In 1966 we organized the Institute of Buddhist Studies. Its primary function was to
encourage Buddhist studies in the United States. At the practical level it was a school for the training of Buddhist
ministers. Instruction was to be done in English. Thus the IBS is the most important project we have attempted
in our history. The Institute of Buddhist Studies has a great potential.）
７ Buddhist Churches of America, 75th Anniversary Volume II, pp.31-37.
８ Buddhist Churches of America. Overview & Simplified Guide to Buddhist Education (San Francisco: BCA Board
of Education, 1979), pp.3-5.（原文：What is Buddhist Education? Buddhist Education is the heart of the Buddhist
Sangha. The word “education” is derived from the Latin word “educere,” which means to lead, draw and bring.
Thus, any system of Education leads, draws out or brings out the potential in each person. Like general education,
Buddhist Education is also concerned with the psychological, social and moral development of the person. The
appearance of the Buddha in the world has to be understood in the light of human history. Thus in Buddhist
Education we are also concerned with the individual’s development as a social being. Bu we must never lose sight
of the main purpose of Buddhist Education which is synonymous with the noble purpose of the Buddha-Dharma --the perfection of the human personality. The main purpose in life for all Buddhists, regardless of denominations,
is the attainment of Buddhahood or in other words to become a Buddha. More text book knowledge of the
principles of Buddha-Dharma does not contribute to the person’s spiritual growth. Buddhist Education is
successful only when the person’s experience is involved. Buddhist Education transcends or goes beyond the
purpose of general education. General education builds and affirms the ego: Buddhist Education negates the
popular notion of ego and by destroying the relative self. Buddhist Education in it ultimate sense is
“Transcendental Education.”）
９ Tsuji, Kenryu T. A Challenge for American Shin Buddhists (San Francisco: BCA Department of Buddhist
Education, 1988), pp.5-8.（原文：Traditional Shinshuology position should be upheld. However, in Buddhist
Education we must carefully examine the great myth of Dharmakara. We find that Dharmakara was a person.
Dharmakara was not some heavenly being from another world but a human being who was moved by great
compassion to save all beings.・・・Amida symbolizes the cosmic power of compassion and wisdom. Thus, Amida
makes a human being into a true human beings. While Shinshuology narrows its research to Shinshu doctrine,
Buddhist Education in America must project a wider vision. It must study Zen’s approach to inner-tranquility and
love of nature, Theravadin moral principles, Nichiren and Christian social activism and so on.）
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Kenryu Tsuji, The Heart of the Buddha-Dharma, P.33.（原文：The Nembutsu is the heart of the Buddhist
religious experience. The recitation of the Nembutsu (Namo Amida Butsu) enlightens us to our humanity and
leads us to the full realization of the ultimate power of Wisdom and Compassion, which we Buddhist call
Buddhahood. Psychologically, the recitation of the Nembutsu is a conscious acceptance of Amida’s Wisdom and
Compassion at work. Religiously, the recitation of the Nembutsu is an act of gratitude naturally arising from an
awakening to the Wisdom and Compassion of Amida Buddha. A man who lives in the supreme knowledge and
profound conviction that he is now encompassed in “Amida’s eternal light which never casts him away” is known
as a man who lives the life of Nembutsu. The Nembutsu is the complete identification of myself with the
transcendent power of Wisdom and Compassion from which I derive my meaning for existence. The Nembutsu is
this center of my being, the spiritual home form which I operate and where I find the spiritual power to carry out all
my moral, social and religious commitments. It is the verbalization of my inner awakening to the reality of life
and the world. It is the sound of the Infinite touching the finite. Only in the absolute passivity of the Nembutsu
do I find the unfathomable source of my life’s true activity.）
１１ Takashi Tsuji, An outline of Buddhism (Toronto: Eastern Canada Buddhist Publications, 1954), p.22（原
文：In Buddhism we believe that man is by nature the same as Buddhahood. Therefore, everything has the
potentiality of becoming a Buddha. This potentiality we call Buddha-nature. What obscures our Buddha-nature
is our blind ignorance.）
１２ Kenryu Takashi Tsuji, A Brief Introduction of Jodo Shinshu (BCA Bureau of Buddhist Education: year
unknown), （原文： Absolute Enlightenment is attained in the Pure Land after death when all the finite, limited
qualities of the physical beings are extinct. While the human weakness of great, anger and ignorance are still
functioning the perfection of personality is impossibility. Birth in the Pure Land means becoming a Buddha and
achieving perfect Oneness with Amida Buddha. We are thus identified totally with Amida’s Wisdom and
Compassion.）
１３ Ibid.
（原文：The Awakening of faith naturally prompts a response to Amida Buddha. This is the Nembutsu of
gratitude to Amida Buddha for salvation that is assured. Those who recite the Nembutsu in faith have attained the
“rank of the truly assured.” Such persons live the life of Nembutsu.）
１４ Kenryu Tsuji, The Heart of the Buddha-Dharma. P.41.（原文：p.41 In the Jodo Shinshu school of Buddhism,
the spiritual development of the person is completed with their birth in what is known as the Pure Land. “Birth in
the Pure Land” means the perfect growth and fulfillment of man’s personality, to achieve a state of perfect
selflessness whereupon one is able to realize the oneness of the whole universe; to become a Buddha and achieve
Oneness with Amida Buddha. While the human weaknesses of greed, anger and ignorance are still functioning,
this perfection of the personality is impossibility. Shinran Shonin and the teachers before him explained that the
Pure Land was situated in the western corners of the universe, zillions of miles away. It was pictured as a very
beautiful place, free of suffering, where everyone is happy. Philosophically speaking, however, the Pure Land
does not refer to a specific location out there somewhere. Rather, the Pure Land is symbolic; it symbolizes the
transcendence of reality, of all limited qualities, of the finiteness of human life. In this transcendence, there is
Compassion-Wisdom, an active moving, spiritual force. The Pure Land ideal is the culmination of the teaching of
Wisdom and Compassion.）
１５ Kenryu Tsuji, The Heart of the Buddha-Dharma, p.31.（原文：The basic tenet of Shinshuology, the doctrinal
organization of Jodo Shinshu, is that we are led to the realization of Buddhahood by Amida Buddha. We cannot
realize Buddhahood by ourselves, by self power, because we are tainted by the attachment to the self and all its
impediments --- greed, anger, and ignorance. Shinran Shonin devoted twenty years of his life to approach the
perfection of a Buddha and finally realized the utter futility of such an effort. At the same time, he was awakened
to Amida Buddha’s compassionate outreach. Only by the untainted Other Power of Amida Buddha can the
ordinary person ever hope to realize Buddhahood; therefore, we must entrust ourselves to the Other Power of
Amida Buddha. In short, this is the main thrust of Jodo Shinshu.）
１６ Takashi Tsuji, Profession of Faith. (原文：The two pillars upholding our spiritual lives are Gratitude and
Repentance.）
１０
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小結

本章ではアメリカのモダニズムのなかでの真宗思想とその学問的体系化を考察するた
めに、第１節では１９世紀後半から２０世紀前半における日本の宗教事情、特に仏教思想
の近代化と、それに伴うハワイを含むアメリカでの真宗開教を概観し、第２節では仏教モ
ダニズムの象徴とも考えられる１８９３年に開催されたシカゴ万国宗教会議での日本仏教
界からの四名のスピーチ内容に新しい角度から光を当て、第３節では六名の真宗思想家を
取り上げてそれぞれの真宗思想を考察した。
浄土真宗本願寺派が普通教校の教職員や学生を中心に１８８０年後半に設立した「海外
宣教会」が機関誌『海外仏教事情』を通して海外での仏教事情を日本に向けて発信し、ま
た海外に向けては英語機関雑誌『THE BIJOU OF ASIA（亜細亜之宝珠）』を発行して日本
仏教の門戸を開き、その近代化に拍車をかけたといえる。
その後、数年のあいだに日本仏教が海外に紹介されて、１８９３年にシカゴ万国宗教会
議が開催されることになる。日本仏教界からの四名の出席者のスピーチ内容を簡潔にまと
めてみると、
臨済宗の釈宗演は、講題「仏陀の説いた因果法」で因縁法による自業自得を展開して、
神による介入がない道徳的応報を体系するとともに、仏教が哲学的観念論や科学と両立す
ることを論理的に説明した。
天台宗の芦津は仏陀の三身概念を説明し、それらは絶対的統一の真如に包含されるとし
て、あらゆる存在は精神的修養を通して仏陀となる可能性があるとする西洋世界において
斬新な論理を展開した。
真言宗の土宜法龍は大乗仏教の真実性と倫理性を指摘して、戒律を通して人間の健全性
と道徳性は修養され、社会と平和に貢献することができるとして仏教思想が日本社会に貢
献した側面を述べた。
浄土真宗本願寺派の八淵蟠龍はキリスト教との比較において仏教を説明するなかで、仏
陀は救済者であるが創造主ではなく、また万有の現象を顕示する智慧を有するが、万有の
理法を破壊しないとして、それまでの西洋世界が抱いていた神秘的・非論理的な仏教観を
覆している。
このように１８９３年シカゴ万国宗教会議で発表した日本仏教界の代表者たちの主張
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は、それまで理解されていた神秘的な仏教から、哲学的で合理的な近代的仏教理解を提示
するものであり、これが海外に向けての仏教モダニズムの始まりとなったといえよう。こ
の仏教モダニズムの流れはハワイや北米の真宗に必然的に影響を与え、真宗モダニズムの
萌芽を呼び起こす要因になったと考えられる。本章、第３節で取り上げた六名の真宗思想
家たちのそれぞれの主張を簡潔にまとめると次のようになる。
今立吐酔は西欧文明とキリスト教の波が押し寄せる明治初期を生き抜くなかで、オルコ
ットによる『仏教問答』が記載する仏教と科学の融合性を察知して、その日本語訳を行い、
シカゴ万国宗教会議でスピーチを行った釈宗演に影響を与えた。また、鈴木大拙との交流
のなかで『歎異抄』を英訳し、西洋英語圏における真宗国際化の礎を築いた。
ハワイ開教に一生を捧げた今村恵猛の真宗思想は、アメリカニゼーション運動という特
異な環境のなかで、キリスト教と対峙しながら、一世から二世、また非日系との文化変容
の影響を受けたものであった。今村の主張は真宗教義の平等性がアメリカ社会のデモクラ
シーと協調できる仏教的民主主義であり、アメリカ実用主義視点から真宗教義の社会的貢
献と公共性を述べている。また、親鸞を人間的視点から理解しようとする脱伝統化が見ら
れる。
続いて、臨済禅の居士であった鈴木大拙は晩年において、禅思想から浄土教に傾斜した。
鈴木による真宗の近代的解釈の鍵は霊性的直覚という宗教体験であり、真宗妙好人にその
顕現化を見る。合理的・科学的視点とは相反して観念的・主観的視点から真宗思想を捉え、
そのロゴス化の解明を試みることによって、真宗モダニズムを構築したといえよう。
１４年間の北米開教経験した羽栗行道は、『心身の革命－他力信仰の極致』の英訳を通
して北米の真宗コミュニティーに真宗教義の自己内省の重要性を主張した。羽栗の真宗思
想は人間を対象とした獲信による自己内省の徹底化であり、キリスト教の人間の罪悪性と
のなかで真宗の人間観の先駆的思想が形成されたといえる。
布教対象を戦前における日系から非日系を含めた西洋英語圏への方向転換を促した関
法善は仏教・浄土真宗を学術的視点から紹介することを目的として、ニューヨークにアメ
リカン・ブディスト・アカデミーを設立する。当アカデミーには鈴木大拙や海野大徹が講
演を行い、また多くの真宗関連書籍を出版している。関の真宗思想は、誓願一仏乗の救済
論とそのはたらきである自然法爾に結集される。
最後に取り上げたカナダ生まれの辻顕隆は、初めての日系二世として１３年間、北米開
教総長を勤める。北米での浄土真宗の将来に危惧を抱いていた辻は、異言語・異文化・宗
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教多元の北米に即した教化活動を構築し、真宗思想の中核に真宗人間観を据え、仏教・真
宗教育とは社会に生きる人間の人格形成の完成を目指すものであるとして、自己現実と自
己変革の可能性を提言する真宗人間観を提示した。
以上を総合して、北米における六名の真宗思想家の系譜と学問的体系化を図式化してみ
ると以下のようになる。成仏道としての阿弥陀仏による救済を北米という文化変容による
再文脈化のなかで、それぞれの真宗思想家は独自の視点から以下のように主張を見出した
といえる。

真宗思想家六名
すべてのテーマ

成仏道としての
阿弥陀仏による救済

文 化 変 容 に よ る再 文 脈 化

真宗の人間観
（羽栗・辻）

先験的・直観的

仏教と科学の融合性
脱神話的
論理的な仏教・真宗観
（八淵・今立）

宗教体験主義

真実性・倫理性

自己内省・心理学化

社会貢献

（鈴木・羽栗・関・辻）

仏教的民主主義理念
（今村・関・辻）

大谷派では、１８９６（明治２９）年１０月に、清沢満之 (1863 – 1903) を中心に井上
豊忠、清川円誠、稲葉昌丸、今川覚神、月見覚了の六名が教団改革運動を起こし、清沢に
よる「内在的超越の論理」を近代的教学の出発点とした。彼らは洛北に本拠地を置き、
『教
界時言』を発刊して教団改革を呼びかけるが、教団執行部は六名の僧籍を剥奪し、充分な
結実を見ることなく挫折することになる。しかしながら、この清沢らの教団改革運動は、
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大谷派の近代教団史上で意義あるものとされ、のちに展開される精神主義運動を通して、
思想、教学を中心とする新しい真宗近代化の潮流を創出し、大正自由教学といわれる曽我
量深 (1875 – 1971)、金子大栄 (1881 – 1976) を生み出すことになる。アメリカにおける清
沢満之の真宗思想の影響を鑑みると、シカゴ万国宗教会議に清沢の『宗教哲学骸骨』が野
口善四郎によって英訳されているが、実際に配布された部数は十冊ほどであり、手渡され
た対象も不明である。１

また、鈴木大拙が編集者であった東方仏教徒協会の『イースタ

ン・ブディスト』The Eastern Buddhist が初めて清沢の論文を英訳発行したのは、１９
７２年の板東性純英訳による The Great Path of Absolute Other-Power and My Faith２で
あることから、本章で取り上げた１９世紀後半から２０世紀前半のおける西洋英語圏に清
沢が与えた真宗思想の影響は極めて少ないと考えられる。
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１

樋口章信「アメリカに渡った清沢満之の精神－野口善四郎参加の 1893 Chicago World Parliament of
Religion をとおして」『大谷學報』第７５巻、第２号、平成７年９月３０日、pp.13-27.
２
The Eastern Buddhist; NS05-2 (Kyoto: The Eastern Buddhist Society, 1972), pp.141-152.
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第３章

第１節

モダニズムから現代へ

現代アメリカの宗教事情

第１項

ピュー研究センターによる調査結果とその概説

１．世界宗教の将来：２０１０年から２０５０年の宗教人口予想

第２章では１９世紀後半から２０世紀半ばまでの北米およびハワイの真宗思想の流れ
を検証してきたが、本節では２０１５年４月２日にピュー研究センター (Pew Research
Center) が発表した調査結果１ にもとづいて、２１世紀における現代アメリカの宗教事情
を概観し、将来の動向について考察を行う。ピュー研究所はピュー慈善信託 (The Pew
Charitable Trust) の融資を受けて、アメリカ合衆国や世界における人々の問題意識や社会傾
向に関する情報を調査するシンクタンクとして、２００４年にアメリカ合衆国のワシント
ン D.C.に設立された。先ず始めに扱う調査結果は、ピュー・テンプルトン・グローバル・
レリジャス・フューチャー・プロジェクトの一部として、世界における宗教の動向と社会
的影響を分析する目的で行われたもので、The Future of World Religions: Population Growth
Projections, 2010-2050（世界宗教の将来：２０１０年から２０５０年の宗教人口予想）とし
てまとめられている。総合的に１７５カ国、世界人口の９５％を対象とした国勢調査や人
口統計調査からの２，５００データ資料を使用して調査結果となっている。２ 具体的な調
査結果に入る前に２０５０年に向けて予想される世界における宗教人口の概説を以下に示
す。３

世界における宗教の様相は出生率や青年人口、また宗教改宗によって急速に変化して
いる。今後４０年のあいだに、キリスト教は依然として最大な宗教として留まるが、
イスラム教は他のどの宗教よりも早いペースで発展すると予測される。
イスラム教徒人口はキリスト教徒人口とほぼ同じとなるであろう。
無神論者やどの宗教にも属さない人口は、アメリカ合衆国やフランスでは増加の傾向
が見られるが、世界的には減少するだろう。
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仏教徒人口は２０１０年と横ばいになるだろうが、ヒンズー教徒やユダヤ教徒人口は
今日より多くなると予測される。
ヨーロッパでは、イスラム教徒がヨーロッパ人口の１０％を占めることになるだろう。
インドでは大半がヒンズー教に留まるが、イスラム教徒人口が増加して、その数はイ
ンドネシアのイスラム教徒数を越すと予測される。
アメリカ合衆国のキリスト教人口は減少して、２０１０年の合衆国人口の４分の３か
ら２０５０年では３分の２となるだろう。またユダヤ教は対キリスト教のなかで最大
人口を有することはなくなるだろう。イスラム教徒人口はユダヤ教徒より多くなるだ
ろうと予測される。
キリスト教徒人口の１０人に４人は、サハラ砂漠以南に住居することになるだろう。

本調査で Buddhist（仏教徒）として取り上げられている定義は、大乗仏教、小乗仏教、
またチベット仏教ともいわれる金剛乗仏教を指す。よって他の仏教宗派は含まれていない。
なかでも大乗仏教は中国、日本、韓国、韓国が大半を占め、小乗仏教はその二番目に大き
く、タイ、ミャンマー、スリランカ、ラオス、カンボジアがあげられる。また、チベット
仏教はチベット、ネパール、ブータン、モンゴルが主要国である。往生浄土教である浄土
真宗は大乗仏教のなかに含まれていることになる。４

２．調査結果について
現代アメリカの宗教事情と将来の動向について考察するにあたり、調査結果のなかから
以下の項目を抜粋し、それぞれの具体的な調査結果を示す。
：２０１０年・２０５０年の世界における主要宗教人口
【調査Ａ】
【調査Ｂ】
：２０１０年における世界の主要宗教別年令分布
【調査Ｃ】
：２０１０年から２０５０年に予測される世界における宗教改宗の累積変化
【調査Ｄ】
：２０１０年から２０５０年に予測される世界の仏教人口比率推移
【調査Ｅ】
：２０１０年・２０５０年における世界の仏教人口内訳率
：２０１０年・２０５０年における地域別仏教人口推移
【調査Ｆ】
【調査Ｇ】
：仏教大国における２０１０年・２０５０年の仏教徒人口推移
【調査Ｈ】
：２０１０年における地域別仏教徒の年齢分布
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【調査Ｉ】
：北米における２０１０年・２０５０年の各宗教人口の推移
【調査Ｊ】
：北米における２０１０年から２０５０年に予想される各宗教徒の出生率
【調査Ｋ】
：北米における２０１０年・各宗教の年齢別分布
【調査Ｌ】
：２０１０年から２０５０年における北米での各宗教別改宗予測数
【調査Ｍ】
：北米において移民の有無を想定した２０５０年の各宗教別内訳率

【調査Ａ】

２０１０年・２０５０年の世界における主要宗教人口５
２０１０年
各宗教人口

２０１０年
世界人口との
比率

２０５０年
各宗教予想人口

２０５０年
世界人口予測
との比率

各宗教
人口増減数

キリスト教徒

2,168,330.000

31.4%

2,918,070,000

31.4%

イスラム教徒

1,599,700,000

23.2

2,761,480,000

29.7

無所属派

1,131,150,000

16.4

1,230.340,000

13.2

99,190,000

ヒンズー教徒

1,032,210,000

15.0

1,384,360,000

14.9

352,140,000

仏教徒

487,760,000

7.1

486,270,000

5.2

-1,490,000

フォーク宗教

404,690,000

5.9

449,140,000

4.8

44,450,000

その他の宗教

58,150,000

0.8

61,450,000

0.7

3,300,000

ユダヤ教

13,860,000

0.2

16,090,000

0.2

2,230,000

世界宗教
総人口

6,895,850,000

100.0

9,307,190,000

100.0

749,740,000
1,161,780,000

2,411,340,000

２０１０年における世界の仏教徒人口は、全体の７．１％にあたる 487,760,000 人であ
るが、２０５０年には５．２％にあたる 486,270,000 人となり、1,490,000 人の減少が予測
されている。

【調査Ｂ】

２０１０年における世界の主要宗教別年令分布６
１５才以下

１５才～５９才

６０才以上

イスラム教

34%

60%

7%

ヒンズー教

30

62

8

キリスト教

27

60

14
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フォーク宗教

22

67

11

その他の宗教

21

65

14

ユダヤ教

21

59

20

仏教

20

65

15

無所属派

19

68

13

世界宗教人口平均値

27

62

11

２０１０年における仏教徒人口の年齢分布は、１５才以下が２０％、１５才～５９才が
６５％、また６０才以上が１５％である。次世代を担う１５才以下が他宗教に比べて低い
数値を示していることから、仏教徒人口の増加は厳しく、新たな出生率や仏教への改宗に
頼らざるを得ない状況が窺われる。

【調査Ｃ】

２０１０年から２０５０年に予測される世界における宗教改宗の累積変化

７

改宗による増加数

改宗による減少数

変化

無所属派

97,080,000

35,590,000

＋61,490,000

イスラム教

12,620,000

9,400,000

＋3,220,000

フォーク宗教

5,460,000

2,850,000

＋2,610,000

その他の宗教

3,040,000

1,160,000

＋1,880,000

ヒンズー教

260,000

250,000

＋10,000

ユダヤ教

320,000

630,000

－310,000

3,370,000

6,210,000

－2,850,000

40,060,000

106,110,000

－66,050,000

仏教
キリスト教

２０１０年から２０５０年の間に、世界で予測される他の宗教からの仏教への改宗増加
数は、3,370,000 人を予測されるが、反対に仏教から他の宗教への改宗による減少数は、
6,210,000 人となり、仏教から他宗教への改宗数が仏教への改宗数を 2,850,000 人上回るの
で、仏教徒の増加は期待できないとされている。
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【調査Ｄ】２０１０年から２０５０年に予測される世界における宗教改宗の累積変化８
仏教人口予測数

世界宗教人口との比率

2010

487,760,000

7.1%

2020

506,990,000

6.6

2030

511,300,000

6.1

2040

503,940,000

5.7

2050

486,270,000

5.2

【調査Ａ】の仏教徒人口をもとに、２０１０年から２０５０年にわたって推移する世界
の仏教人口予測比率を表したものが上記の【調査Ｄ】である。仏教人口予測比率は、２０
１０年の７．１％から徐々に減少して、２０５０年には５．２％になり、仏教徒は減少す
ると予測されている。

【調査Ｅ】

２０１０年・２０５０年における世界の仏教人口内訳率９
２０１０年仏教人口比率

２０５０年仏教人口比率

アジア太平洋圏

98.7%

97.9%

北米

0.8

1.2

ヨーロッパ

0.3

0.5

中東・北アフリカ

0.1

0.2

ラテンアメリカ・カリブ

<0.1

<0.1

サハラ砂漠以南のアフリカ

<0.1

<0.1

合計

100.0

100.0

世界における仏教徒人口比率は依然、アジア太平洋圏が大半を占めているが、２０５０
年には減少値となる。一方、北米の仏教徒人口は０．８％（２０１０年）から１．２％（２
０５０年）の僅かな増加を示すことが予測されている。
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【調査Ｆ】

２０１０年・２０５０年における地域別仏教人口推移１０
年度

地域人口数

仏教徒人口数

比率

2010

4,054,940,000

481,480,000

11.9%

2050

4,937,900,000

475,840,000

9.6

2010

344,530,000

3,860,000

1.1

2050

435,420,000

6,080,000

1.4

2010

742,550,000

1,350,000

0.2

2050

696,330,000

2,490,000

0.4

中東・北アフリ

2010

341,020,000

500,000

0.1

カ

2050

588,960,000

1,190,000

0.2

ラテンアメリ

2010

590,080,000

410,000

<0.1

カ・カリブ

2050

748,620,000

450,000

<0.1

サハラ砂漠以南

2010

822,730,000

160,000

<01

のアフリカ

2050

1,899,960,000

220,000

<0.1

アジア太平洋圏

北米

ヨーロッパ

【調査Ｆ】２０１０年、２０５０年におけるそれぞれの地域人口に対する仏教徒人口の
比率を示したものである。北米における２０１０年の仏教徒人口は 3,860,000 人で、これ
は北米総人口に対して１．１％であり、２０５０年には１．４％に増加して 6,080,000 人
と予測されている。

【調査Ｇ】
国名

仏教大国における２０１０年・２０５０年の仏教徒人口推移１１
2010

2010

仏教徒人口

仏教徒比率 %

国名

2050

2050

仏教徒人口

仏教徒比率 %

1 中国

244,100,000

50.5%

1 中国

241,580,000

49.7%

2 タイ

64,420,000

13.2

2 タイ

61,190,000

12.6

3 日本

45,820,000

9.4

3 ミャンマー

44,710,000

9.2

4 ミャンマー

38,410,000

7.9

4 日本

27,030,000

5.6

5 スリランカ

14,450,000

3.0

5 カンボジア

19,090,000

3.9

6 ベトナム

14,380,000

2.9

6 ベトナム

16,590,000

3.4
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7 カンボジア

13,690,000

2.8

7 スリランカ

16,310,000

3.4

8 韓国

11,050,000

2.3

8 インド

11,080,000

2.3

9 インド

9,250,000

1.9

9 韓国

8,620,000

1.8

10 マレーシア

5,010,000

1.0

10 アメリカ合衆国

5,480,000

1.1

460,610,000

94.4

451,680,000

92.9

27,150,000

5.6

34,580,000

7.1

486,270,000

100.0

小計
上記以外の国の

小計
上記以外の国の

仏教徒人口

総計

仏教徒人口

487,760,000

100.0

総計

【調査Ｇ】は【調査Ａ】で示された２０１０年の仏教徒人口 487,760,000 人と２０５０年
の仏教徒人口予測 486,270,000 の国別内訳を示したものである。２０１０年に示される国
がすべてアジア太平洋圏であるなかで、２０５０年には西洋英語圏であるアメリカ合衆国
が初めて仏教国として１０番目に現れる予測がされている。

【調査Ｈ】

２０１０年における地域別仏教徒の年齢分布１２
1-14

15-59

60＋

平均年齢

サハラ砂漠

全宗教

43%

52%

5%

18

以南アフリ

仏教徒

28

63

9

30

アジア太平

全宗教

26

64

10

29

洋圏

仏教徒

20

65

15

34

北米

全宗教

20

62

19

37

仏教徒

23

66

10

30

全宗教

27

62

11

28

仏教徒

20

65

15

34

カ

総計

【調査Ｂ】２０１０年・世界の主要宗教における年齢分布では、１５才以下の仏教徒は
２０％、１５才～５９才は６５％、そして６０才以上は１５％と提示されていた。上記【調
査Ｈ】では、北米での１５才以下の仏教徒が北米仏教徒の２３％を占めていることになる。
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【調査Ｉ】

北米における２０１０年・２０５０年の各宗教人口の推移１３
2010 年人口

2010 年

2050 年

2050 年

比率

人口予測

比率

人口増減数

増減比率

年平均
成長率

キリスト教

266,630,000

77.4%

286,710,000

65.8%

20,070,000

7.5%

0.2%

無所属派

59,040,000

17.1

111,340,000

25.6

52,300,000

88.6

1.6

ユダヤ教

6,040,000

1.8

5,920,000

1.4

－120,000

－2.0

－0.1

仏教

3,860,000

1.1

6,080,000

1.4

2,220,000

57.6

1.1

イスラム教

3,480,000

1.0

10,350,000

2.4

6,870,000

197.4

2.8

ヒンズー教

2.250,000

0.7

5,850,000

1.3

3,600,000

159.8

2.4

その他宗教

2,200,000

0.6

6,540,000

1.5

4,340,000

197.00

2.8

フォーク宗

1,020,000

0.3

2,630,000

0.6

1,610,000

157.8

2.4

344,530,000

100.0

435,420,000

100.0

90,890,000

26.4

0.6

教
総計

【調査Ｆ】２０１０年・２０５０年

地域別仏教人口で示されていた北米の仏教徒人口

をもとに、上記【調査Ｉ】では仏教徒人口が２０５０年までに 2,220,000 人増加して、そ
の増加率は２０１０年の仏教徒人口 3,860,000 人に対して、５７．６％となると予測され
ている。増加原因としては、出産、改宗、移民などが指摘されている。

【表Ｊ】 北米における２０１０年から２０５０年に予想される各宗教徒の出生率１４
一人の女性が一生のうちに
出産する子供の平均数

イスラム教

2.7

キリスト教

2.1

ヒンズー教

2.1

仏教

2.1

ユダヤ教

2.0

無所属派

1.6

総合

2.0
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２０１０年から２０５０年までの各宗教の出生率を示す。仏教徒の女性が出産する子供
の平均数は２．１と示されているが、仏教徒の両親から生まれた子供が必ず仏教徒になる
確信はないことを考慮する必要がある。

【調査Ｋ】

北米における２０１０年・各宗教の年齢別分布１５
0-14 才

15-59 才

60＋才

平均年齢

イスラム教

29%

64%

7%

26

仏教

23

66

10

30

ヒンズー教

19

75

6

30

無所属派

22

68

10

30

キリスト教

19

60

21

39

ユダヤ教

18

58

23

41

総合

20

62

19

37

【調査Ｋ】では、【調査Ｈ】における北米仏教徒の年齢分布を他の宗教と比較したもので
ある。ここでも、０－１４才までの仏教徒が２３％を示し、イスラム教の２９％の次に並
んでいる。また、平均年齢もキリスト教の３９才、ユダヤ教の４１才と比べて、仏教徒は
３０才と比較的若い平均年齢を示している。

【調査Ｌ】

無所属派

２０１０年から２０５０年における北米での各宗教別改宗予測数１６
他宗教からの

他宗教への

純変化

改宗者予測数

改宗者予測数

32,920,000

6,460,000

26,470,000

その他の宗教

2,890,000

760,000

2,140,000

フォーク宗教

450,000

< 10,000

450,000

ユダヤ教

310,000

630,000

-310,000

仏教

540,000

940,000

-400,000

イスラム教

270,000

850,000

-580,000
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キリスト教

6,790,000

34,500,000

-27,700,000

北米において、他宗教からの仏教への改宗者は 540,000 人を予測されている一方で、仏
教から他宗教への改宗者は 940,000 人と示されている。キリスト教からの他宗教への改宗
者予測数はかなりの数値に上っている。

【調査Ｍ】

北米において移民の有無を想定した２０５０年の各宗教別内訳率１７
移民想定する場合

移民想定しない場合

比較差

イスラム教

2.4%

1.4%

1.0

ヒンズー教

1.3

0.8

0.5

仏教

1.4

1.2

0.2

その他の宗教

1.5

1.5

0.0

フォーク宗教

0.6

0.6

0.0

ユダヤ教

1.4

1.5

－0.1

キリスト教

65.8

66.00

－0.2

無所属派

25.6

27.1

－1.5

【調査Ｉ】移民を想定した場合、２０５０年仏教徒人口は１．４％増え、この数字は【調
査 I】に反映されている。反対に移民による仏教徒人口が増えない場合は、２０５０年仏
教徒人口の比率は１．２％となる。
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２．仏教徒は他宗教からどのように観られているか？

次に、ピュー研究所が 3,217 名を対象に行ったアメリカ人の宗教観に関する調査結果（２
０１４年７月１６日発表）１８ を参考にして、仏教徒は他宗教からどのように観られてい
るかを概観する。アンケート解答者の内訳は以下の通りである

本調査はピュー研究所によるアメ
アンケート解答者数

3,217

リカン・トレンド・パネル(ATP)が、調
査対象として２０１４年に10,013名を

性別
男性

1,535

女性

1,682

18 – 29

470

30 – 49

875

50 – 64

1,061

65 ＋

794

白人系

2,515

アフリカン系

234

終教育として大学卒がほぼ半数を占め、

ヒスパニック系

252

所属宗教としてはプロテスタント教徒

大学卒

1,632

大学生

927

高卒

654

抽出し、その内インターネット解答を希
望した4,729人のうち６０％である2,864

年齢
年齢

人、郵便解答を希望した556名のうち６
６％である３６８名である計3,217人の
回答答が本調査の結果となっている。
調査回答者は１８歳以上で、人種

人種

最終教育

的にはアジア系は含まれていない。最

が大半を占めていることに留意が必要
である。

調査結果において示されるは、平均

支持する政党
共和党

1,362

民主党

1,611

プロテスタント教徒

1,509

カトリック教徒

宗教

値は、以下の数値にもとづくものであ
る。
・０～３３：

否定的、閉鎖的

629

・３４～６６：

中間

ユダヤ教徒

100

・６７～１００： 肯定的、開放的

その他

703
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【調査 N】アメリカ人は自らの宗教や他宗教をどのように観ているか。１９
＜回答者すべてに聞いた場合＞
平均値

＜所属する宗派に関しては回答しない場合＞

肯定度

普通

否定度

67 以上

34 ~ 66

33 以下

平均値

普通

普通

否定度

67 以上

34 ~ 66

33 以下

ユダヤ教

63

44%

44%

10%

63

44%

44%

10%

カトリック教

62

44%

41%

14%

58

37%

46%

17%

福音派

61

44%

35%

20%

52

30%

42%

27%

仏教徒

53

31%

46%

22%

53

30%

46%

22%

ヒンズー教

50

24%

52%

23%

50

24%

52%

23%

モルモン教

48

23%

46%

29%

47

22%

47%

30%

無神論派

41

20%

37%

40%

40

19%

38%

41%

イスラム教

40

16%

41%

41%

40

15%

41%

41%

カトリック教徒や福音派はそれぞれの宗派内で肯定的に見ているが、仏教徒においては
宗派内、宗派外ともに同じ平均値５３となっている。その内訳は以下に示すように、特に
ユダヤ教徒や無所属派から仏教徒への好感度が見受けられる。２０ 宗派外である特にユダ
ヤ教徒からは６１、無神論者からは６４の平均値を得て仏教は肯定的に観られているとい
えよう。

プロテスタント教派

カトリック教徒

ユダヤ教徒

無所属派

平均値

45

55

61

64

53

２０１７年９月２３日の結果では、全体的に仏教への好感度は増加して、肯定的で開放
的な印象を与えていることがわかる。２１

プロテスタント教派

カトリック教徒

ユダヤ教徒

無所属派

平均値

52

63

68

67

60
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第２項

ハーバード大学による「アメリカ人による宗教信仰調査」結果

最後にハーバード大学研究機関である国際コミュニケーション研究所が行った「宗教信
仰調査（Faith Matters Survey）」結果を参照する。本調査はアメリカ人を対象にして、信仰
や宗教観、また社会・政治的関わりについて約１時間の電話調査を２００６年および２０
１１年の二度に行ったものである。２２ ２００６年の調査対象者は 3,100 人、２０１１年に
は２００６年と同様の調査対象者に新しい対象者を加えた 4,000 人から回答を得たもので
ある。調査実施期間は、２００６年６月２９日から８月２９日まで、２０１１年３月３日
から６月１３日および８月２６日から９月１２日である。調査結果は主任研究員である
Robert D. Putnam と David E. Campbell 両氏が編纂した American Grace – How Religious
Divides and Unites Us として２０１０年に出版されている。２３ 以下に記載する調査結果は
この書物から抜粋したものである。

【調査 O】隣人・親戚間における宗教多元状況２４
質問：隣人や親戚のなかで、同じ宗派に属していますか？
すべて属する

ほぼ大半

いくらか

全く属さない

隣人のなかで

17%

16%

46%

31%

親戚のなかで

31%

29%

24%

16%

アメリカ社会では、親戚間では３１％が同宗派に属しているのに対して、隣人間では
３１％が全く属さないとして、社会における宗教多元がかなり進んでといえる。

【調査 P】アメリカ人の宗教観２５
宗教観

はい

いいえ

宗教は生きるうえで大変重要である

83%

44%

教会（寺院）に毎週行く

60%

32%

神（一神教）を絶対に信じる

96%

77%

他者を改宗させることに賛成する

71%

39%

実際に他者を改宗させたことがある

54%

22%
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宗教的権威に対する問題

はい

いいえ

善・悪に関して明確なガイドラインがある

88%

54%

個人の意識より宗教リーダーや教義を重視する

54%

20%

教典は神の言葉であり文学的に理解すべきではない

63%

29%

地獄に対して肯定的に受け止める

71%

46%

日常生活において罪をつくらないことは大変重要である

47%

23%

終末は来ると信じている

63%

34%

子供には自主性より従うことを教えることを重要とする

69%

39%

はい

いいえ

婚前性交は、いかなる場合でも道徳的に間違っている

72%

29%

強姦や親近相姦を原因とする中絶でも違法である

34%

12%

賭博（ギャンブル）はいかなる場合でも道徳的に反する

55%

25%

同性婚や支援団体に反対である

60%

31%

自己を保守的であると思う

70%

41%

はい

いいえ

45%

73%

54%

69%

宗教の多様性はアメリカにとって良いことである

70%

86%

宗教に所属しない人よりも深く信仰をしている人を信頼する

42%

25%

はい

いいえ

婚姻者は自分と同じ宗教である

83%

66%

自己と五人の親友は全て同じ宗教である

38%

21%

親戚の全ては同じ宗教である

39%

29%

子供が自己と同じ宗教の人と結婚することは大変重要である

60%

16%

保守的質問（道徳に関して）

宗教多元について快く思わない点について
宗教は個人的問題なので政教分離すべきである
道徳は個人的問題なので社会は一つの道徳規範を
強制すべきではない

日常生活と宗教との関係

（回答率が１００％を超える場合は、複数による回答のため。）
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【調査 Q】２００６年・２０１１年における宗教観の年齢別比較２６
[２００６年 統計結果 ]
年齢

[ ２０１１年 統計結果 ]

18–29

30–59

60＋

Total

18–29

30–59

60＋

Total

24%

19%

16%

19%

30%

24%

18%

24%

神の存在を信じない

15%

10%

8%

11%

24%

13%

11%

15%

宗教無所属である

25%

17%

8%

17%

33%

17%

11%

19%

日常生活において宗教は重要でな

16%

12%

8%

12%

25%

15%

9%

15%

進化論賛成者である

18%

11%

10%

12%

27%

16%

11%

17%

地獄の存在について不確かである

45%

45%

43%

45%

57%

51%

50%

52%

婚前性交は決して間違っていない

34%

24%

14%

24%

44%

33%

18%

31%

同性愛は決して間違っていない

26%

21%

9%

20%

41%

26%

15%

26%

同性愛結婚を支援する

48%

33%

23%

34%

60%

42%

32%

43%

子供には従うより自主性を養うべ

41%

45%

36%

42%

53%

49%

37%

47%

宗教関連行事には一年に一度以下
しか参加しない

い

きである

２００６年統計結果に比較して、２０１１年では以下のような変化が示されている。
宗教関連行事への不参加が１８歳から５９歳において増加している。
神の存在否定が特に１８歳から２９歳において増加している。
宗教無所属が特に１８歳から２９歳において増加している。
地獄の存在については、全年齢層において不確かとしている。
婚前性交に対して、全年齢層において寛容になっている。
同性結婚に対して、全年齢層において寛容になっている。
全年齢層において、子供の自主性を重視する思考が増加している。

以上の調査結果をまとめると、世界の仏教徒人口は２０５０年に向けて減少傾向にある
が、北米においては２２０万人ほど増加すると予測され、これによって２０５０年にはア
メリカ合衆国が西洋英語圏として初めての仏教国として第１０番目にランクされることに
なると予測されている。それらの仏教徒の平均年齢は３０才で、１４才までが２３％を占
めることから将来性はあると考えられる。また、他宗教徒から仏教は否定的でなく、肯定
的であり、開放的であるとする好感度が示されている。アメリカ人の宗教観は異なる宗教
にも価値を認める宗教多元社会のなかで、プラグマティズム主義傾向を帯びながら、同性
結婚を支援する傾向も見られる。
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第３項

米国仏教団門信徒数の推移について

本節ではピュー研究センターやハーバード大学研究機関による調査をもとに、世界の仏
教徒人口の現状とその将来、またアメリカ人の宗教観に関して外観した。これに引き続い
て、１８９９年に浄土真宗本願寺派の北米開教区として設立された米国仏教団（Buddhist
Churches of America: BCA）の２０１２年から２０１６年における門信徒数（メンバーシッ
プ）の推移を各寺院別に示す。門信徒数とは、各寺院が本部である米国仏教団に毎月報告
する門信徒数のことであり、各寺院はその門信徒数に従って本部にメンバーシップ賦課金
を計上している。

【米国仏教団門信徒数の推移：２０１２年～２０１６年】２７
Source: BCA 2016 Annual Reports
Reported Membership Counts (Fiscal Year)
寺院名

2016

所在地域名

Alameda

Bay

Arizona

Southern

Berkeley

Bay

Cleveland

2015

2014

2013

2012

103

103

90

131

131

72

73

75

75

75

261

284

263

302

310

Eastern

28

28

28

27

27

Dinuba

Central

40

41

41

43

46

Ekoji

Eastern

68

74

79

79

81

Enmanji

Bay

130

140

140

138

147

Florin

Northern CA

164

176

176

176

150

Fowler

Central CA

80

82

82

98

99

Fresno

Central CA

650

686

715

750

804

Gardena

Southern

484

491

520

622

638

Guadalupe

Coast

54

74

77

68

82

Hanford

Central CA

27

29

29

29

33

Honeyville

Mountain

26

33

32

35

35

Idaho-Oregon

Northwest

113

122

134

132

141

Lodi

Northern CA

194

194

220

202

207

Longmont

Mountain

46

45

52

52

52

Los Angeles

Southern

718

749

802

823

822
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Reported Membership Counts (Fiscal Year)
寺院名

2016

所在地域名

2015

2014

2013

2012

Marin

Bay

55

55

59

58

59

Marysville

Northern CA

37

38

38

38

38

Midwest

Eastern

250

236

178

223

235

Monterey

Coast

102

102

133

133

133

Mountain View

Coast

480

484

490

504

517

New York

Eastern

84

113

123

123

124

Oakland

Bay

356

358

365

418

419

Ogden

Mountain

136

134

139

141

132

Orange County

Southern

835

825

828

938

939

Oregon

Northwest

107

127

122

124

152

Oxnard

Southern

185

194

207

214

226

Palo Alto

Bay

333

312

358

388

386

Parlier

Central CA

88

96

95

100

106

Pasadena

Southern

120

112

126

129

130

Placer

Northern CA

211

204

237

255

260

Reedley

Central CA

124

137

151

162

175

Sacramento

Northern CA

550

999

999

999

1,011

Salinas

Coast

194

192

191

201

210

Salt Lake

Mountain

142

158

188

188

188

San Diego

Southern

250

268

275

275

280

San Fernando

Southern

192

190

182

237

235

San Francisco

Bay

252

311

319

320

317

San Jose

Coast

1,096

1,108

1,142

1,208

1,209

San Luis Obispo

Coast

61

58

80

66

76

San Mateo

Bay

226

258

386

269

269

Santa Barbara

Southern

38

38

38

44

44

Seabrook

Eastern

46

44

45

50

48

Seattle

Northwest

437

469

451

488

489

Senshin

Southern

209

254

272

272

264

So. Alameda Co

Bay

250

251

254

254

271
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Reported Membership Counts (Fiscal Year)
寺院名

2016

所在地域名

Spokane

Northwest

Stockton

2015

2014

2013

2012

71

71

64

54

58

Northern CA

400

421

521

466

479

Tacoma

Northwest

150

138

128

155

161

Tri-State Denver

Mountain

367

386

417

381

374

Venice

Southern

174

194

203

224

223

Visalia

Central CA

63

63

67

70

70

Vista

Southern

95

90

77

77

77

Walnut Grove

Northern CA

96

97

97

97

99

Watsonville

Coast

226

236

247

249

257

West Los Angeles

Southern

184

190

203

210

257

White River

Northwest

90

93

95

93

92

Yakima

Northwest

31

34

34

48

48

TOTAL

12,651

13,562

14,179

14,725

15,017

門信徒数は 15,017 人 (2012 年)、
14,725 人 (2013 年)、14,179 人 (2014 年)、
13,562 人 (2015
年)、2016 年には 12,651 人と毎年減少状況を呈している。
２０１６年に前年よりも門信徒数が増加した寺院は、東部ミッドウェスト寺院、パロ
アルト寺院、オレンジ郡仏教会、およびビスタ寺院と僅かである。

２０１６年現在の米国仏教団の門信徒数 12,651 人は、北米での仏教徒人口 6,080,000 人
（２０１０年）の約０．３％であり、２０５０年にむけて仏教人口が２２０万人増加する
と予想されるなかで浄土真宗の今後の将来が懸念されるところである。

アメリカ宗教専門家であるマーチン・ヴェルホウヴェン (Martin Verhoeven) によると「自
由近代主義 (liberal-modernism) がアメリカの仏教を形成していく原動力となった」２８と述
べている。ヴェルホウヴェンのいう自由近代主義 (liberal-modernism)とは、自由主義
(liberalism) と近代主義 (modernism) を合成した現代アメリカ思想の一つの流れを指す。ど
ちらも１９世紀末から２０世紀初頭にかけて形成されたものである。前者の自由主義とは、
社会や経済と連携することによって進歩、繁栄、統一、平和および幸福といった価値観を
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主張し、アメリカが世界の先頭に立って掲げる理想を現実することを主張した。そこには、
人間が進歩し、常に向上し理想を達成できるという強い信念が根底にある。
もう一つの近代主義とは、伝統的キリスト教と近代科学・哲学を和解させようとする宗
教的近代運動 (religious modernism) である。この考えにおいては、科学の影響によって人
間の理性や能力が重視されるとともに、宗教的人間観がクローズアップされることになる。
神に関しても超越した存在ではなく、この世で身近に働きかける神として捉えられるよう
になった。言い換えるならば、神の超越性よりも顕現性が強調されたとしている。
ヴェルホウヴェンによる宗教的近代主義思想を念頭に置きながら、第２節では、第１節
で概観した現代アメリカの宗教事情と将来の動向を鑑みながら、現代真宗学者であるルベ
ン・アビト、海野大轍およびアルフレッド・ブルームによる三論文を取り上げて考察する。
いずれも教義・教学の立場からアメリカの文脈化と宗教多元社会の立場から、それぞれの
真宗思想を構築し、また２１世紀に向けて教学の諸問題を提示していることから、次節で
取り上げるのに値すると考える。ここで言う「教義」とは、時代を超えた普遍的な教法の
義理、すなわち真如・真実の言教化であり、
「教学」とは、現実の歴史や社会における教義
の解釈と位置付ける。２９

取り上げる三論文は以下の通りである。
ルベン・アビト (Ruben L. F. Hibito):

Shinran’s Pure Land Buddhism as a Way of Being

Religious: Some Twenty-first-century Tasks for Shin Buddhist Theology (Path of No Path:
Contemporary Pure Land Buddhism, ed. Richard K. Payne. pp. 189-213. Berkeley: Institute of
Buddhist Studies and Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2009. 所収)
海野大徹 (Taitetsu Unno):

Shin Buddhism in the West: The Question of Authenticity

(Engaged Pure Land Buddhism, eds. Kenneth Tanaka and Eisho Nasu. pp. 3-26. Berkley.
Wisdom Ocean Publication, 1988. 所収)
ア ル フ レ ッ ド ・ ブ ル ー ム (Alfred Bloom):

Shin Buddhism in America: A Social

Perspective (The Faces of Buddhism in America, eds. Charles S. Prebish and Kenneth Tanaka.
pp. 31-47. Berkeley: University of California Press, 1998. 所収)
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The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2015 by PewResearch Center, released on
February 2, 2015. (http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050. Accessed on 5/4/2015)
２
Ibid., p.167. Researchers acquired and analyzed religious composition information from about 2,500 data
sources, including censuses, demographic surveys, general population surveys and other studies – the largest
project of its kind of date. Censuses were the primary source for religious composition estimates in 90 countries,
which together cover 45% of all people in the world. Large-scale demographic surveys were the primary sources
for an additional 43 counties, representing 12% of the global population. General population surveys were the
primary source of date for an additional 42 countries, accounting for 37% of the global population. Together,
censes or surveys provided estimates for 175 counties, representing 95% of the world’s population.
３
Ibid., p.5.
４
Ibid., p.231. Appendix C: Defining the Religious Groups, The three major branches of Buddhism in the modern
world are Mahayana Buddhism, Theravada Buddhism and Vajrayana (sometimes described as Tibetan) Buddhism.
While affiliation with particular branches of Buddhism is not measured in most censuses and surveys, Mahayana
Buddhism is widely believed to be the largest, because it is prevalent in several countries with very large Buddhist
populations, particularly China, Japan, South Korea and Vietnam. Theravada Buddhism, the second-largest
branch, is concentrated in such countries as Thailand, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Laos and Cambodia,
Vajrayana Buddhism, the smallest of the three major branches, is concentrated in Tibet, Nepal, Bhutan and
Mongolia.
５
Ibid., p.8. Size and Projected Growth of Major Religious Groups
６
Ibid., p.10. Age Distribution of Religious Groups, 2010
７
Ibid., p.11. Projected Cumulative Change Due to Religious Switching, 2010-2050
８
Ibid., p.102. Projected Global Buddhist Population, 2010-2050
９
Ibid., p.103. Change in Regional Distribution of Buddhists, 2010 vs. 2050
１０
Ibid. World Buddhists Population by Region, 2010 and 2050
１１
Ibid., p.106. Countries with the Largest Buddhist Populations, 2010 and 2050
１２
Ibid., p.109. Age Distribution of Buddhists by Region, 2010
１３
Ibid., p.158. Size, Projected Growth of Major Religious Groups in North America, 2010-2050
１４
Ibid., p.160. Total Fertility Rates of Religious Groups in North America, 2010-2050
１５
Ibid. Age Breakdown of Religious Groups in North America, 2010
１６
Ibid., p.43. Projected Cumulative Change, by Region, Due to Religious Switching, 2010-2015
１７
Ibid., p.162. Projected Religious Composition North America in 2050, With and Without Migration
１８
How American Feel About Religious Groups by PewReserach Center, July 16, 2014.
(http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/02/15093007/Feeling-thermometer-report-FOR-W
EB.pdfhttp://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/02/15093007/Feeling-thermometer-report-F
OR-WEB.pdf. Accessed on 5/4/2015)
１９
Ibid., p.2.
２０
Ibid., p.4.
２１
２０１７年１月９日～２３日の調査結果。Rating of religious groups, including those in group being rated.
http://www.pewforum.org/2017/02/15/americans-express-increasingly-warm-feelings-toward-religious-groups/
(Accessed on 04/20/2017.)
２２
２００６年調査内容に関しては、http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/FTHMATT.asp
(Accessed on 01/09/2017)、２０１１年調査内容に関しては、
http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/FTHMAT11.asp (Accessed on 01/09/2017)を参照。
２３
Robert D. Putman and David E. Campbell, American Grace – How Religious Divides and Unites us (New
York: Simon & Schuster Paperbacks, 2010).
２４
Ibid., p.523. Most Americans have religiously diverse families and neighborhood. 2016 年宗教信仰調査
(Faith Matters Survey, 2016)より。
２５
Ibid., p.544. Who are the minority of “True Believers” in the American Religious Landscape? 2016 年宗教信
仰調査 (Faith Matters Survey, 2016)より。
２６
Ibid., p.561. Age-related differences in religious change, 2006-2011. 2016, 2011 宗教信仰調査 (Faith Matters
Surveys, 2006 and 2011)より。
２７
米国仏教団 BCA が発行した『2016 年報告書』にもとづく。
１

２８Verhoeven,

Martin. “Americanizing the Buddha: Paul Carus and the Transformation of Asian Thought,” The

Faces of Buddhism in America, Charles C. Prebish. and Kenneth K. Tanaka., eds. pp. 207-227, 323. Berkeley:
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University of California Press, 1998.
of Buddhism in America.

(原文：What I call “liberal-modernism” have shaped the form and substance

Footnote #7: Liberal-modernism describes an ideology that matured in the late

nineteenth and early twentieth century that combined tendencies growing out of classical liberalism and religious
modernism.

In its American form, it might be expressed as “the progress, prosperity, unity, peace, and happiness

of the world,” with American cast as the vanguard of world progress, duty-bound to uplift those lower on the
evolutionary scale.

It implied faith in the ability of humankind to perfect and apply laws of progressive betterment

until reaching the early millennium.

It exhibited a strong internationalist spirit, yet favored Protestant Christianity,

Anglo-Saxonism, and professionalism as key ingredients in an American-led global social and economic
development.

Modernism refers to a late nineteenth and early twentieth-century movement that tried to reconcile

historical Christianity with the findings of modern science and philosophy.

It placed greater stress on the

humanistic aspects of religions, and on the immanent rather than the transcendent nature of God.)
２９

深川宣暢「伝道学演習レジュメ：『真宗伝道学』とは」(2014) 参照。
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第２節

アビト論「２１世紀の救済論としての浄土真宗」
(Habito, Ruben L.F.: 1947 – 現在)

ルベン・アビト（1947 - 現在）はフィリピン出身の宗教学者である。アメリカに長く滞
在した後、１９７０年に来日して禅仏教を学び、１９７８年に東京大学大学院博士課程を
修了して、上智大学文学部哲学科助教授を勤めた。
「解放神学」の活動家でもあり、イエズ
ス会司祭を辞した後、
２０００年代には龍谷大学国際文化学部で教鞭を取ったこともある。
現在、テキサス州にある南メソジスト大学、パーキンズ神学校で世界宗教・仏教学および
比較宗教分野の教授を勤める。
アビト論文

Shinran’s Pure Land Buddhism as a Way of Being Religious: Some

Twenty-first-century Tasks for Shin Buddhist Theology１ （著者による日本語訳「親鸞による浄
土教・２１世紀の救済論としての真宗テオロジー」）は、２０１５年まで Institute of Buddhist
Studies (IBS) 学長を務めたリチャード・Ｋ・ペイン (Richard K. Payne) 編集の Path of No
Path: Contemporary Land Buddhism (2009) に所収されているものである。内容的には、親鸞
教義を、人間論（衆生論）
・如来論・行信論・証果論で構成される伝統的真宗理解と同じ流
れで、アメリカの文脈化と宗教多元社会の立場から２１世紀に向けて論考している。
アビトによる真宗教学の思想理念とは、２１世紀の救済論として「真宗テオロジー」を
構築することである。日本浄土教のなかで育まれ、親鸞によって体系化された親鸞教義を
宗教多元のなかで現代社会に通用する救済論として再構築することを本論において主張し
ている。

第１項

神学・Theology とは・・・

先ずは、アビトが提唱する「真宗テオロジー」という用語について説明を行うことにす
る。
「テオロジー」とは、一般に「神学」を指すが、ローマン･カトリック教祭司として長
年にわたり、シカゴ大学神学部で教鞭を執ったデイビッド・トレイシー（David Tracy, 1939
- 現在）は、
「テオロジーとは、“theo”と“logia”の二つの言葉で出来た用語であり、その原
意は唯一神あるいは神々について語り内省することである」とする。しかしながら、トレ
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イシーはその対象が必ずしも、神という存在がなくても、また神を信じる行為がなくても、
究極的真実を感じることができれば、テオロジーの概念に含めることができるとする。よ
って、トレイシーによる「テオロジー」とは、
「宗教的伝統のなかでの知的省察（“intellectual
reflection within a religious tradition,”）」２ということになる。これを受けて、Buddhist Theology
– Critical Reflections by Contemporary Buddhist Scholars の作者である ボストン大学・比較宗
教学准教授であるジョン・マクランスキー（John Makransky）は、「仏教テオロジーとは、
二局面からの批判的省察が考えられ、ひとつは現代社会における仏教徒としての宗教体験
の省察であり、ふたつは宗教体験がもたらす現代社会の省察という相互的な省察関係が含
まれる」と述べている。３ アビトは、トレイシーの「テオロジー」とマクランスキーの「仏
教テオロジー」の示唆を踏まえて、２１世紀の救済論として「真宗テオロジー」の構築を
展開することになる。

第２項

２１世紀における「救済論」としての「真宗テオロジー」の構築

アビトは、
「真宗テオロジー」を２１世紀における救済論として明確にするために以下
の構成要素となる４点を挙げる。
① 人間存在の問題について（The Problematic of Human Existence）
② 親鸞の真如観と人間としての究極的目的（Shinran’s View of Ultimate Reality and
Human Ultimate Destiny）
③ 衆生における真如（真実）と人間としての究極的目的の示顕（The Way to Ultimate
Reality and Human Ultimate Destiny in Individual Expression）
④ 社会における真如（真実）と究極的目的の示顕（Social Expression of the Way to
Ultimate Reality and Ultimate Destiny）

これら４要素に関しては、フレデリック・ストレング（Frederick Streng, 1933 – 1993）によ
る著作 Understanding Religious Life を参考としている。ストレングは宗教現象学者として、
また仏教・キリスト教比較思想の分野において国際的に知られた学者である。かれはユニ
タリアンであり、アビトと同様に南メソジスト大学、パーキンズ神学校の教授でもあった。
アビトは、ストレングが究極的真実と人間の関係において取りあげた以下の５要素を４要
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素としてまとめ、親鸞教義を救済論の視点から「真宗テオロジー」として構築している。
ここでストレング自身が示した５要素について、かれの言葉を確認しておくことにする。
４

Problematic existence:

Life without a deep reverence for the Holy Presence is seen as evil,

full of pain, and without reward or meaning.
人間存在の問題：聖なる存在への深い信仰のない人生は、罪悪感に包まれ、自己の
存在に意義を持つことのない報いのないものとなる。

Ultimate reality: The source of all blessing, goodness, and truth is the uncontrollable and
unconditioned wholly other, whose presence often provokes terror and awe, but who, at the
same time, is compassionate, generous, and loving.
究極的真実：祝福するもの、善なるもの、真実なる本質は完全に他にとってコント
ロールできない条件のないものである。また、その本質は人間にとって恐怖感や畏
敬感を持たせるものであり、同時に慈悲的で、寛容で、愛を感じるものである。

Means to transformative:

Evil, selfishness, pain, and meaninglessness are overcome when

a person is deeply moved by the power of the Holy Presence in an emotionally charged
experience that transforms his or her life at the deepest possible level.
自己変革方法：聖なるものに接することで、自己の罪悪性や利己主義、また生きる
無意味さが深い肯定意義に変革する。

Personal expression: A person spiritually reborn or renewed in the unlimited power of the
wholly other has an inner experience of peace, well-being, joy, and truth that is expressed
in an emotional outpouring of worship and faith.
個人的示顕：宗教的なる無限の力によって精神的に自己変革した人間には、真なる
平和、幸福、喜びの経験から崇拝と信仰による感情的表現が顕れる。

Social expression:

The social forms of expressing this inner change is giving witness to

this awesome and loving resource, changing evil habits, and showing care and compassion
to others.
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社会的示顕：内なる自己変革の社会的な示顕は、他者に対する敬意、愛、また労り
や思いやりとなり、罪悪習慣から遠のくことになる。

以下にストレングによる図解を示す。

【ストレングによる究極的真実と人間の関係】５
ULTIMATE REALITY・究極的真実
A personal, awesome, living presence:
The Lord, Divine, Mother, Heavenly
Father, Love, Allah, Waken, the wholly other,
Buddha Amida’s vow.

PROBLEMATIC
STATE
人間存在の問題

PROBLEMATIC
STATE
人間存在の問題
Deep sense of weakness,
frustration, and evil in
oneself.
Feeling alienated from
the source of love, peace,
and well-being.

Experience an
overwhelming sense of
God’s love and power.
Feeling whole and
confidence in response
to the Holy Presence.
Remaining open to the
wholly other in faith.

Experience of being in
bondage to evil powers
with no capacity to
become free.
Confusion, feeling
abandoned, worthless.

SOCIAL EXPRESSION
社会的示現

PERSONAL EXPRESSION
個人的示現

Witnessing to the power of the wholly other
for transformation: preaching, prophetic call,
sharing the good news. Changing ethical
and social habits from self-destructive
activities, like excessive drinking, gambling,
or drug taking, to care and respect for oneself
and others. Working in social service to
answer needs of others in obedience to divine
will or to share the power of new life.

Having an intense, dramatic, and uncanny
conversion experience.
Experiencing spiritual rebirth that gives one
confidence, direction, and joy in living.
Having faith (confidence, trust) in the power and
care of the wholly other to overcome life’s
problems.
Sometimes losing physical control of the body:
falling down, quaking, or speaking in tongues.
Praying or thanksgiving as a daily activity.
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アビトは、ストレングが挙げている上記３番目の Means to transformative: 自己変革方法
を排除して、全体的に親鸞著作を根拠として、２１世紀に生きる人間にとって納得がいく
ように論を展開している。日本語訳を参照にしながら、アビト論を読み解くことにする。

１．人間存在の問題について
『正像末和讃』を引用しながら、親鸞の人間観について考察している。親鸞の人間観は、
究極的な自己実現、すなわち親鸞教義においては往生成仏を指すが、それに対する機質を
否定するものであるが、単なる人間の無力・無能さを親鸞の人間観として理解するのは、
親鸞教義の重要な側面を見逃しているという深い洞察が為されている。阿弥陀仏の本願に
委ねること、すなわち他力のなかで人間としての無限の可能性を顕かにされると言及して
いる。

２．親鸞の真如観と人間としての究極的目的
『一念多念文意』にある二種法身について引用し、法性法身と方便法身を説明し、続い
て『教行信証』「行巻」両重因縁釈、『浄土和讃』を引用して、「如来」、「涅槃」、「仏性」
などについての親鸞の転釈を示しながら親鸞教義の特徴を説明している。

３．衆生における真如（真実）と人間としての究極的目的の示顕
親鸞教義における浄土往生の正因は信心獲得であると踏まえ、阿弥陀仏の名号を称える
ことは信後の称名であり、それは他力念仏となると理解している。親鸞にとって「大行
と「大信」は表裏一体とする行信不二を意味し、そのことは浄土往生の因となる阿弥陀仏
への信順を意味するほかはないとし、宗学的理解と相応する立場を示している。

４．社会における真如（真実）と究極的目的の示顕
「個人の救い」は、いかに「他者や社会の救い」に反映されるであろうかとアビトは親
鸞教義の対象を「個」から「他」に展開する。親鸞教義の社会性の可能性を模索する項目
でもある。
『教行信証』
「教巻」冒頭にある往還二回向について引用し、続いて『正像末和讃』、
『浄
土和讃』
、『歎異抄』第四章、五章、そして『消息』第十通、および「信巻」一念転釈を列
挙しつつ、親鸞教義の他者性と社会性への展開とその可能性を考察している。
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第３項

現代アメリカ社会における親鸞教義の行方

２１世紀のグローバル社会におけるポストモダンと宗教多元社会において、海野大轍が
示す宗教が求められる重要な３つの理由を考慮にして、アビトの「真宗テオロジー」は更
に展開される。海野大轍による３点とは以下の通りある。

1.

生死の問題に答えを見出すことができない人々にとって、自己の実存的・精神的な内
なる思いに対して答えること。

2.

ポスト近代社会における知的で、社会的、また文化変容を考慮に入れて、批判的視点
を失わずに答えること。

3.

日常生活からグローバル的な幅広い視野をもって、選択余地のある解決方法を提示す
ること。

上記３点を考慮に入れて、アビトは第２項で示したように、親鸞教義を宗教多元社会の文
脈化のなかで、人間論・如来論・行信論・証果論に従って次の４点に集約した救済論とし
ての「真宗テオロジー」の構築を提案している。

①

人間存在の有りようと究極的な自己実現の関係（The human problematic
underscoring human powerless insofar as ultimate realization is concerned）
宗教的な自己実現に対して人間の無能性を説く親鸞の人間観を、諸宗教による人
間の悪性・善性のなかで考察することは重要である。特にキリスト教による罪の
問題との関係や、その他の宗教や哲学的視野において人間存在に関する本質を考
察することを指摘する。

②

浄土往生が決定された人間の究極的目的への肯定的見解（The optimistic view
of human ultimate destiny with the assurance of entry into the Pure Land of Amida）
阿弥陀仏は一神教で説くような宇宙創造の神ではないが、仏教概念である空
（emptiness）・真如との関係を明確にし、衆生が浄土往生することと空・真如・
阿弥陀仏との関係について説明を加えることは必要であると考える。
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③

他力念仏による救済の内容（The prescription of the way to the realization of that
ultimate destiny in the clear and simple practice of reciting the Name of Amida with
a totally entrusting mind）
親鸞による阿弥陀仏の名号を称えることは人間の自力行ではなく、阿弥陀仏の慈
悲による他力によるものであるという点は、諸宗教のなかでも特異性がある。他
力の念仏という行為の (religious praxis) の意義について西洋英語圏において明
確にする。

④

浄土真宗の社会性（The social expression of the Pure Land way in a life of
Compassion）
個人としての念仏（religious praxis）の意義と、そのことが持つ他者性と社会性の
発展について検討を加える。

最後に、親鸞教義の還相回向の教えは、今後のアメリカ社会のおいて意義深いものであ
り、西洋英語圏での再解釈の発展とともに、これからの社会問題と対応して理解され得る
ものであるとしている。凡夫である人間存在に立脚して発展した日本浄土教のなかで親鸞
によって確立された真宗教義は、現存の真宗コミュニティーに留まることなく、宗教多元
社会、異言語、異文化のなかで諸宗教と比較・検討されることによって、世界宗教のなか
のひとつの救済論として理解される可能性があるとしている。その再構築の過程こそ「真
宗テオロジー」の構築と言えるだろう。

１

Ruben L. Habito, “Shinran’s Pure Land Buddhism as a Way of Being Religious: Some Twenty-first-century
Tasks for Shin Buddhist Theology” in Path of No path: Contemporary Pure Land Buddhism, ed. Richard K. Payne.
(Berkeley: Institute of Buddhist Studies and Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2009), pp.
189-213.
２
Roger Jackson and John Makransky, eds. Buddhist Theology – Critical Reflections by Contemporary Buddhist
Scholars (London: Routledge Curzon, 2003), p.2.
３
Ibid., p.19.（原文：It includes critical reflection upon Buddhist experience in light of contemporary understanding
and critical reflection upon contemporary understanding in light of Buddhist experience.）
４
Frederick J. Streng, Understanding Religious Life (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1985), p.40.
５
Ibid., p.27.
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【著者による日本語訳】

Shinran’s Pure Land Buddhism as a Way of Being Religious:
Some Twenty-first-century Tasks for Shin Buddhist Theology
Ruben L. F. Habito
「親鸞による浄土教：２１世紀の救済論としての真宗テオロジー」
ルベン・L・アビト著作、サザン・メソジスト大学・パーキンソン神学校
（Path of No Path: Contemporary Pure Land Buddhism, ２００９年所収）

日本の１３世紀に起こった親鸞教義は、２１世紀のポスト悟りの時代やポスト・モダン、
グローバル社会のなかで、いかに関わることができるか。本論文は、浄土教学者で仏教と
キリスト教間対話において、これまで主要な役割を果たした故ロジャー・コルレス氏に称
賛を捧げるとともに、この疑問に対して論考することを目的とする。
言うまでもなく、親鸞の生涯や教義を２１世紀の視点に立って再解釈し、次世代に伝え
ることは、真宗コミュニティーにおいて必要不可欠なことである。その営みを「真宗テオ
ロジー」の文脈のなかで論考したいと思う。「真宗テオロジー」という言葉は、現代社会
における仏教徒としての宗教体験の省察と宗教体験がもたらす現代社会の省察という二
局面の省察を含むとして、デビッド・トレイシー (David Tracy)は「仏教テオロジー」を「宗
教的伝統のなかでの知的省察」と提案している。これらを踏まえて、親鸞教義を２１世紀
の救済論の視点から再構築して「真宗テオロジー（Shin Buddhist Theology）」として位置付
けることにする。

まずは、「真宗テオロジー」の構築に向けて、真宗学者である海野大徹氏が述べるとこ
ろのアメリカ現代社会において宗教が求められる重要な理由である三点を列挙しよう。
1.

生死の問題に答えを見出すことができない人々にとって、自己の実存的・精神的な
内なる思いに対して答えること。

2.

ポスト近代社会における知的で、社会的、また文化変容を考慮に入れて、批判的視
点を失わずに答えること。

3.

日常生活からグローバル的な幅広い視野をもって、選択余地のある解決方法を提示
すること。
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本論文は、浄土真宗門徒でない私が親鸞の生涯や教義に関心を持ち、真宗コミュニティ
ーの多くの人々から支援やアドバイスをいただいて書くことができたことを記載する。前
半の部分は亡き Frederick J. Streng による Understanding Religious Life を参考にして論を展
開し、後半では親鸞教義が現代社会においてより意義深いものとなることを期待しつつ、
「真宗テオロジー」の構築に向けて、その大要を提示したものである。

２１世紀における「救済論」としての「真宗テオロジー」の構築のための４要素
親鸞教義を諸宗教の枠組みのなかで、以下の４要素を提示する。
① 人間存在の問題について（The Problematic of Human Existence）
② 親鸞の真如観と人間としての究極的目的（Shinran’s View of Ultimate Reality and
Human Ultimate Destiny）
③ 衆生における真如（真実）と人間としての究極的目的の示顕（The Way to Ultimate
Reality and Human Ultimate Destiny in Individual Expression）
④ 社会における真如（真実）と究極的目的の示顕（Social Expression of the Way to
Ultimate Reality and Ultimate Destiny）

以下、上記４要素にもとづいて、親鸞教義を「真宗テオロジー」として構築することを目
的として、以下論考を行う。

1. 人間存在の問題について（The Problematic of Human Existence）
親鸞が繰り返し強調するように、人間には究極的な救済（ultimate liberation；真宗にお
いては浄土往生）への機質が欠如していることについては、末法思想が大きな影響を与え
ている。１３世紀の日本が、仏教三時思想（正像末）の末法に入っていたことはその当時
知られており、現世で悟りに到るのに役立つものは釈尊の教えのみと理解されていた。親
鸞においては、阿弥陀仏の本願が誓われた浄土三部経こそが極楽（sukhāvatī）への道であ
ると理解していた。本願の教えなしでは、人間は永遠に生死の苦海を三毒の煩悩をもった
まま迷い続けることになる。

人間がかかえる問題を親鸞は次のような和讃において表現している。1
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釈迦如来かくれましまして
二千余年になりたまふ
正像の二時はおはりにき
如来の遺弟悲泣せよ

末法五濁の有情の
行証かなわぬときなれば
釈迦の遺法ことごとく
龍宮にいりたまひにき

正像末の三時には
弥陀の本願ひろまれり
像季・末法のこの世には
諸善龍宮にいりたまふ

无明煩悩しげくして
塵数のごとく遍満す
愛憎違順することは
高峰岳山にことならず

親鸞の人間観は、究極的な自己実現（realization）に対しての機質や才能を認めない悲観的
で否定的なものである。このことは親鸞が比叡山を下りて法然門下に入ったことが物語っ
ている。また、１３世紀における当時の政治社会の混乱も親鸞の人間観形成に影響を与え
たことは否定できないだろう。しかしながら、単なる人間の無力さを親鸞の人間観として
理解しては、親鸞教義の重要な側面を見逃すことになる。親鸞教義は阿弥陀仏の本願を核
とするもので、すべての衆生が自己実現するためのダイナミックな力となる。簡潔にいう
と、親鸞は阿弥陀仏の本願に委ねることによって、人間としての無限の可能性を顕かにし
たといえる。
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2. 親鸞の真如観と人間としての究極的目的（Shinran’s View of Ultimate Reality and
Human Ultimate Destiny）
本願は親鸞の真如観と人間としての究極的目的の土台（基礎）である。釈尊は阿弥陀仏
の本願を説くために人間界に現れたことを親鸞は『一念多念文意』に次のように述べてい
る。

「真実之利」とまふすは弥陀の誓願をまふすなり。しかれば、諸仏のよよにいでたま
ふゆへは、弥陀の誓願をときて、よろづの衆生をめぐみすくはんとおぼしめすを、本
懐とせむとしたまふがゆへに、真実之利とはまふすなり。しかれば、これを諸仏出世
の直説と申すなり。2

続いて阿弥陀仏について、

この一如宝海よりかたちをあらわして、法蔵菩薩となのりたまひて、无㝵のちかひを
おこしたまふをたねとして、阿弥陀仏となりたまふがゆへに、報身如来とまふすなり。
これを尽十方无㝵光仏となづけたてまつれるなり。この如来を、南無不可思議光仏と
もまふすなり。この如来を、方便法身とはまふすなり。方便とまふすは、かたちをあ
らわし、御なをしめして、衆生にしらしめたもうふをまふすなり。すなわち阿弥陀仏
なり。この如来は光明なり、光明は智慧なり、智慧はひかりのかたちなり。智慧また
かたちなければ不可思議光仏とまふすなり。この如来、十方微塵世界にみちみちたま
へるがゆへに、无邊辺光仏とまふす。しかれば、世親菩薩は尽十方无㝵光如来となづ
けたてまつりたまへり。3

阿弥陀仏は究極的真理の象徴である報身如来と述べられている。また、阿弥陀仏は本願
によって躍動する限りない功徳の中心であり、功徳は名号を聞信するものへ到り届けられ
る。
良知无二徳号慈父一能生因闕。无二光明悲母一所生縁乖。能所因縁雖レ可二和合一、非二信
心業一識无レ到二光明土一。真実信業識、斯則為二内因一。光明・名父母、斯則為二外縁一。
内外因縁和合得二証報土真身一。4
（まことに知んぬ、徳号の慈父ましまさずは能生の因闕けなん。光明の悲母ましまさ
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ずは所生の縁乖きなん。能所の因縁和合すべしといへども、信心の業識にあらずは光
明土に到ることなし。真実信の業識、これすなはち内因とす。光明・名の父母、これ
すなはち外縁とす。内外の因縁和合して報土の真身を得証す。）

人間の究極的目的は阿弥陀仏の仏国土である浄土への往生成仏であり、それはまた、仏
性を開花することでもある。

如来すなはち涅槃なり
涅槃を仏性となづけたり
凡地にしてはさとられず
安養にいたりて證すべし 5

親鸞はこのように、如来、涅槃、仏性、安養などの言葉に、人間の究極的目的を表す特
別な言語的、哲学的、歴史的内容をもつ仏教思想を関連させたといえる。それらは、すべ
ての衆生に放たれた阿弥陀仏の遍く慈悲の崇高なるはたらきを示している。

3. 衆生における真如（真実）と人間としての究極的目的の示顕（The Way to Ultimate
Reality and Human Ultimate Destiny in Individual Expression）
人間が自力諸行によって究極的な悟り(ultimate realization) を達成する可能性を否定す
る一方で、親鸞は浄土往生の正因は信心獲得であり、その結果として阿弥陀仏の名号を称
えることであると理解する。

謹按二往相廻向一、有二大行一、有二大信一。 大行者則称二無礙光如来名一。斯行即是摂
二

諸善法一、具二諸徳本一。極速円満、真如一実功徳宝海。故名二大行一。然斯行者出レ

於二大悲願一。即是名二諸仏称揚之願復名諸仏称名之願一、復名二諸仏咨嗟之願一、亦可
レ

名二往相廻向之願一、亦可レ名二選択称名之願一也。6

（つつしんで往相の回向を案ずるに、大行あり、大信あり。大行とは、すなはち無礙
光如来の名を称するなり。この行はすなはちこれもろもろの善法を摂し、もろもろの
徳本を具せり。極速円満す、真如一実の功徳宝海なり。ゆゑに大行と名づく。しかる
にこの行は大悲の願（第十七願）より出でたり。すなはちこれ諸仏称揚の願と名づく、
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また諸仏称名の願と名づく、また諸仏咨嗟の願と名づく、また往相回向の願と名づく
べし、また選択称名の願と名づくべきなり。）

『顕浄土真実教行証文類』の「行巻」の冒頭において、親鸞は人間生活のなかでの自己
実現の究極的営みは「大行」に包含されているとしている。同時にまた「大信」も強調し
ている。
「大行」
「大信」を並列して、無礙光如来の名を称する「大行」は「大信」と一体
であり、行信不二を表すものであるとする。すなわち、親鸞にとって「大行」と「大信」
は表裏一体であり、そのことは浄土往生の因となる阿弥陀仏への信順を意味するほかはな
いとしている。

謹按二往相廻向一、有二大信一。大信心者、則是長生不死之神方、忻浄厭穢之妙術、選
択廻向之直心、利他深広之信楽、金剛不壊之真心、易往無人之浄信、心光摂護之一心、
希有最勝之大信、世間難信之捷径、証大涅槃之真因、極速円融之白道、真如一実之信
海也。7
（つつしんで往相の回向を案ずるに、大信あり。大信心は、すなはちこれ長生不死の
神方、欣浄厭穢の妙術、選択回向の直心、利他深広の信楽、金剛不壊の真心、易往無
人の浄信、心光摂護の一心、希有最勝の大信、世間難信の捷径、証大涅槃の真因、極
速円融の白道、真如一実の信海なり。）

ここでいわれる「信楽」とは「信心」のことであり、「帰命」と「よろこび」の意味を
兼ね備えている。要するに、阿弥陀仏の慈悲に帰命すれば浄土往生は現実において確実な
ものになるということである。この点は親鸞の発揮であり、法然の教えにおいては見られ
ない。

浄土教の教えのなかには臨終勤行を説くものもあるが、親鸞は一念の称名において即座
に往生成仏の身となると説いている。この確信が安心とよろこびを与え、阿弥陀仏の慈悲
の光のなかで生きていくことができるのである。

真実信心をうれば、すなはち无㝵礙光佛の御こゝろのうちに摂取してすてたまはざる
なり。摂はをさめたまふ、取はむかへるとまふすなり。おさめとりたまふとき、すな
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わち、とき・日おもへだてず、正定聚のくらいゐにつきさだまるを往生をうとはのた
まへるなり。8

親鸞は阿弥陀仏の名号を称える「大行」とは自力の念仏ではなく、阿弥陀仏から回向さ
れた他力の念仏であるとする。すなわち「義なきを義とする」ということであり、人間の
はからいを越えたものであると理解している。
人間の究極的目的の自己実現への営みは、信楽なる他力念仏を行うことであり、そのこ
とが往生浄土への道となり、無上涅槃に到ることである。よって、親鸞教義においては、
臨終勤行の必要はない。

来迎は諸行往生にあり、自力の行者なるがゆゑに。臨終といふことは、諸行往生のひ
とにいふべし、いまだ真実の信心をえざるがゆへなり。また十悪・五逆の罪人のはじ
めて善知識にあふて、すゝめらるゝときにいふことばなり。真実信心の行人は、摂取
不捨のゆへに正定聚のくらゐに住す。このゆへに臨終まつことなし、来迎たのむこと
なし。信心のさだまるとき往生またさだまるなり。来迎の儀則をまたず。9

4. 社会における真如（真実）と究極的目的の示顕（Social Expression of the Way to Ultimate
Reality and Ultimate Destiny）
人間として究極的な救いが決定したら、いかにそのことを社会に向けて表現し、伝える
ことができるであろうか。ここで、親鸞浄土教において主要な教義である往還二回向につ
いて述べることにする。

謹按二浄土真宗一有二二種廻向一。一者往相、二者還相。就二往相廻向一、有二真実教行
信証一。10
（つつしんで浄土真宗を案ずるに、二種の回向あり。一つには往相、二つには還相な
り。往相の回向について真実の教行信証あり。）

往相とは他力の信心獲得によって念仏して成仏する身と定まることである。そのことに
よって衆生は深い安心を得ることになる。成仏する身と定まった人の念仏は、もはや浄土
往生を願うものではなく、阿弥陀仏の限りない慈悲に対する報恩感謝の念仏となる。

217

釈迦・弥陀の慈悲よりぞ
願作仏心はえしめたる
信心の智慧にいりてこそ
仏恩報ずる身とはなれ 11

上記の和讃では往相を語り、次の和讃では還相が語られている。

安楽浄土にいたるひと
五濁悪世にかへりては
釈迦牟尼仏のごとくにて
利益衆生はきはもなし 12

還相とは衆生教化の役割であり、阿弥陀仏の慈悲を他者に伝えることである。親鸞の教
えは個人の救いと留まらず、他者にも向けられることになる。

慈悲に聖道・浄土のかはりめあり。聖道の慈悲といふは、ものをあわれみ、かなしみ、
はぐゝむなり。しかれども、おもふがごとくたすけとげること、きはめてありがたし。
浄土の慈悲といふは、念仏して、いそぎ仏に成りて、大慈大悲をもて、おもふがごと
く衆生を利益するをいふべきなり。今生に、いかにいとをし不便とおもふとも、存知
のごとくたすけがたければ、この慈悲始終なし。しかれば、念仏申すのみぞ、すえと
をりたる大慈悲心にてさふらうべきと云々。13

それでは、信心獲得の人は如何にして他者に宗教的救済の喜びを伝えることができるの
か？

親鸞は父母の孝養のためとて、一返にても念仏もうしたること、いまださふらはず。
そのゆへは、一切の有情はみなもつて世々生々の父母・兄弟なり。いづれもいづれも、
この順次生に仏になりてたすけさふらふべきなり。わがちからにてはげむ善にてもさ
ふらはゞこそ、念仏を廻向して父母をもたすけさふらはめ。たゞ自力をすてゝ、いそ
ぎさとりをひらきなば、六道四生のあいだ、いづれの業苦にしづめりとも、神通方便
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をもて、まづ有縁を度すべきなりと云々。14

上記の親鸞の言葉を理解することは容易いことではない。儒教の親孝行の教えが浸透し
ている日本において、それも浄土教の大家である親鸞が自己の父母孝養のために念仏した
ことがないとはどういうことであるか。それは、浄土往生の道への人間の努力は不完全で
あることを意味する。そこに人間の力を越えた阿弥陀仏の慈悲のはたらきを必要とし、そ
の超越した他力のはたらきによって仏性が芽生えることになる。自己中心の慈悲行為は他
者の妨げになることを、親鸞は次のように忠告している。

かようなるひとにて、念仏をもとゞめ、念仏者をもにくみなんどすることにてもさふ
らふらん。それは、かのひとをにくまずして、念仏をひとびとまふして、たすけんと
おもひあわせたまへとこそおぼえさふらへ。15

人びとが他者に対して分かち合う慈悲とは、信心と念仏を通して阿弥陀仏の大慈悲を伝
えることである。

真実信心即是金剛心。金剛心即是願作仏心。願作仏心即是度衆生心。度衆生心即是摂
二

取衆生一生二安楽浄土一心。是心即是大菩堤心。是心即是大慈悲心。16

（真実信心はすなはちこれ金剛心なり。金剛心はすなはちこれ願作仏心なり。願作仏
心はすなはちこれ度衆生心なり。度衆生心はすなはちこれ衆生を摂取して安楽浄土に
生ぜしむる心なり。この心すなはちこれ大菩提心なり。この心すなはちこれ大慈悲心
なり。）

浄土真宗の教えは、一時的な現世における利益ではなく、浄土往生を目的とするもので
ある。その成就は人間の力では不可能であり、阿弥陀仏の慈悲によって可能となるのであ
る。要するに、一時的な隣人への慈善行為を浄土真宗は説いていない。
日本における真宗コミュニティーは浄土真宗本願寺派と真宗大谷派に現在は分かれて
いるが、日本国内において一番大きな宗派である。親鸞が弟子一人も持たずと言いながら
も、真宗（十派）がそれぞれのコミュニティーを形成して成長したことは皮肉のようにも
見える。親鸞死後は面々と法脈が引き継がれ、１９～２０世紀には、浄土真宗の教えは日
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本を超えて世界に影響を与えることになる。その例として、北米アメリカの米国仏教団で
ある Buddhist Churches of America (BCA)がある。

親鸞浄土教を「真宗テオロジー」構築の視点から、人間存在の問題、親鸞の真如観と人
間としての究極的目的、衆生における真如（真実）と人間としての究極的目的の示顕、そ
して、社会における真如（真実）と究極的目的の示顕という四側面から知性的解明を試み
た。

現代における親鸞教義の再解釈に向けて（Reinterpreting Shinran’s Message for Our Time）
２１世紀のグローバル社会におけるポスト・モダンと宗教多元社会のなかで、親鸞教義
をこれらの四側面から「真宗テオロジー」として構築することは、１３世紀の親鸞教義を
新鮮な角度から救済論を説くことになろう。そして、そのことは自ずと親鸞教義を一神教
のテオロジー（神学）と同じ舞台に乗せ、真宗教義を現代にリバイバルすることになる。
ここで、冒頭で紹介した海野大轍氏が指摘するアメリカ現代社会において宗教が求められ
る重要な３つの理由について、考察を深めてみたい。

1.

生死の問題に答えを見出すことができない人々にとって、自己の実存的・精神的な内
なる思いに対して答えること。

2.

ポスト近代社会における知的で、社会的、また文化変容を考慮に入れて、批判的視点
を失わずに答えること。

3.

日常生活からグローバルへ的な幅広い視野をもって、選択余地のある解決方法を提示
すること。

親鸞教義と現代社会のスピリチャル・ニード（Shinran and the Spiritual Yearnings of Our
Age）
生死の問題は人間にとって、異文化・異言語を超えて普遍的な問題である。自己の存在
理由や精神的なスピリチャルな課題に対して親鸞教義はいかに答えることができであろう
か。本願寺の中興の祖と言われる第八代蓮如上人（１４１５－１４９９）は１５世紀に、
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親鸞教義を復活させた。それ以来、浄土真宗は日本で最も大きな宗派として、今日に及ん
でいる。蓮如上人が真宗門徒や未開の土地を対象に行った伝道方法は、当時の社会状況や
人々の宗教感情を考慮に入れ親鸞教義を巧みに展開したといえる。
時代は移って１８６０年代の明治時代から始まる日本のモダニゼーション（近代化）に
おいては、清沢満之、曽我量深、金子大栄など、また京都学派としては田辺元などが親鸞
教義の解説を行っている。また禅仏教で知られる鈴木大拙は、かれの晩年において浄土真
宗を研究し書籍を残している。その他にも、親鸞浄土教思想に関して多くの学者たちが功
績を残している。

西洋英語圏にとって、以下に列挙した英語による親鸞教義の思想や解釈は更なる理解に
必須といえる。
Hiroyuki Itsuki, Tariki: Embracing Despair, Discovering Peace (Tokyo: Kodansha
International, 2001)
Ko San Myun , Hitotsu no Namida wo Idakite; Tannisho to no Deai (Embracing One
Teardrop: My Encounters with the Tannisho) (Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 1977)
Alfred Boom, Shinran and Gospel of Pure Grace (Tucson: University of Arizona press,
1965)
Takeuchi Yoshinori and Dennis Hirota, eds., Shinran: An Introduction to His Thought
(Kyoto: Hongwanji International Center, 199)
Takeuchi Yoshinori, The Heart of Buddhism: In Search of the Timeless Spirit of Primitive
Buddhism, ed. and trans. James W. Heisig (New Yokr: Crossroad, 1991)
Taitetsu Unno, River of Fire, River of Water: An Introduction of the Pure Land Tradition of
Shin Buddhism (New York: Doubleday, 1998)
Kenneth Tanaka, Ocean: An Introduction to Jodo-Shinshu Buddhism in America (Berkeley,
CA: WisdomOcean Publications, 1997)
The International Association of Shin Buddhism Studies (IASBS), an academic group.
The Pure Land: Journal of the International Association of Shin Buddhism Studies
Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies
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宗教多元社会のなかでの親鸞教義（Shinran’s Message in a Religiously Pluralistic World）
私の立ち位置は、ローマン・カトリックと禅仏教である。「真宗テオロジー」の構成要
素として海野大轍があげている二番目のポイントは、ポスト近代社会における知的で、社
会的、また文化変容との関係である。この点において西洋英語圏では、宗教多元社会の背
景を無視することはできない。宗教間対話や協働ワークに、浄土真宗コミュニティーが参
加することは日本国内・国外において期待されることになるであろう。そうすることによ
って、宗教多元社会において浄土真宗の「自己の救い」が、どのように理解され、またど
のように説明すべきかが分かることになる。

浄土真宗コミュニティーのアウトサイダーとして長いあいだ抱いた教義的疑問は、「浄
土往生は阿弥陀仏の名号を称える身となることによって決定されることであり、それは人
間の努力を必要としない」という点である。そこには阿弥陀仏を自分から信じる行為もな
ければ、特定の修行も必要としない。また、
「浄土」の意味を説明することも必須である。
宗教多元社会においては、自己がひとつの深い信仰を持っているとしても、他宗教を理解
する姿勢を取ることによって、キリスト教、ユダヤ教やイスラム教、また浄土真宗という
異宗教間において啓発され、それぞれの教義がより深く理解されることになる。親鸞教義
は宗教多元社会において、次の４点が焦点となるであろう。

① 人間存在の有りようと究極的な自己実現の関係（The human problematic
underscoring human powerless insofar as ultimate realization is concerned）
宗教的な自己実現に対して人間の無能性を説く親鸞の人間観を、諸宗教による人
間の悪性・善性のなかで考察することは重要である。特にキリスト教による罪の
問題との関係や、その他の宗教や哲学的視野において人間存在に関する本質を考
察することを指摘する。

②

浄土往生を確定する人間としての究極的目的への肯定的見解（The optimistic
view of human ultimate destiny with the assurance of entry into the Pure Land
of Amida）
阿弥陀仏は一神教で説くような宇宙創造の神ではないが、仏教概念である空
（emptiness） 真如との関係を明確にし、衆生が浄土往生することと空・真如・
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阿弥陀仏との関係について説明を加えることは必要であると考える。

③

他力念仏による救済の内容（The prescription of the way to the realization of that
ultimate destiny in the clear and simple practice of reciting the Name of Amida with
a totally entrusting mind）
親鸞による阿弥陀仏の名号を称えることは人間の自力行ではなく、阿弥陀仏の慈
悲による他力によるものであるという点は、諸宗教のなかでも特異性がある。他
力の念仏という行為の（religious praxis）の意義について西洋英語圏において明確
にする。

④

浄土真宗の社会性（The social expression of the Pure Land way in a life of
Compassion）
個人としての念仏（religious praxis）の意義と、そのことが持つ他者性と社会性の
発展について検討を加える。

親鸞浄土教は地球規模の宗教的救済にいかに貢献できるか？（Can Shin Pure Land
Buddhism Contribute to Global Healing?）
浄土真宗コミュニティーはグローバル・コミュニティーに対して、何を提供できるだろ
うか？社会政治学の立場に立つ人々に対して、親鸞教義はどのように解釈し説明すること
ができだろうか。それぞれのグローバル・コミュニティーの社会経済、政治の現状のなか
で、親鸞教義を再解釈することは意義深いことである。現代社会において、真宗教義の社
会倫理について討論することも大事であろう。自己ひとりの救いから他者への救い、また
社会経済や政治的視点から社会の救いについて語るべき時代に来ている。その一つの例と
して日本における原子力発電所の問題が挙げられる。さまざまな社会的問題に対して、真
宗コミュニティーのなかでは、親鸞の著作に基づいて、解決策となる糸口を模索している
ところもある。
戦後の歴史学者で思想家として知られる上原専禄（１８９９－１９７５）は『親鸞認識
の方法』を著して、五つのアプローチを提示している。宗学的方法、西洋学的方法、世界
史学的方法、親鸞的方法、そして国民的方法である。上原の主張は日本人という民族と日
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本という国境を越えたグローバル的視野から、日本という国家と日本人を問うことであっ
た。その過程において、他者性との関係は必要不可欠となる。上原のアプローチは、１９
６０年から１９７０年の日本高度成長の時代から地球環境問題、国際間の衝突や貧富の差
などの将来の問題を読み通したものであり、それらの問題への解決策を親鸞著書から紐解
こうとする試みであったといえる。
最後に、親鸞教義の解釈として、還相回向の教えは、現代アメリカ社会において、大き
な意義を生み出すことができると考える。すなわち、阿弥陀仏からの慈悲の実践は、いか
に現代社会の問題と対応することができるかということである。
阿弥陀仏の名号を称え、慈悲の精神を受けること、そして他力のなかで生きることが浄
土真宗の社会倫理や社会参加（social engagement）の内容を構築する重要な要素となる。
個人の救いが２１世紀の時代に向けて、他者にまた社会に向けて、いかに発展されるかと
いう問題である。この問題に関しては単に浄土真宗コミュニティーに留まることなく、宗
教多元社会において考慮されるべきものである。
拙論は、親鸞教義が２１世紀の世界宗教のひとつとして理解される可能性を持つなかで、
その救済論がいかに再解釈されるべきかについて提案を述べたものであり、「真宗テオロ
ジー」構築の一助となれば嬉しく思う。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【日本語訳・脚註】
1 『正像末和讃』、『浄真全』（二）pp.469-472.
2 『浄真全』（二）p.673.
3 『浄真全』（二）p.674.
4 『浄真全』（二）p.49.
5 『浄真全』（二）p.385.
6 『浄真全』（二）p.15.
7 『浄真全』（二）p.67.
8 『浄真全』（二）p.663.
9 『浄真全』（二）p.777.
10 『浄真全』（二）p.9
11 『浄真全』（二）p.485.
12 『浄真全』（二）p.345.
13 『浄真全』（二）p.1056.
14

前掲。

15 『浄真全』（二）p.838.
16 『浄真全』（二）p.95.
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【英語原文】
Shinran’s Pure Land Buddhism as a Way of Being Religious:
Some Twenty-first-century Tasks for Shin Buddhist Theology
Ruben L. F. Habito
Perkins School of Theology
Southern Methodist University

Can the religious teaching of a thirteenth-century Japanese Buddhist founder hear any relevance
for a post-Enlightenment, postmodern, globalized society such as our twenty-first-century world?
This essay, offered as a tribute to Robert Corless, a respected scholar of Pure Land Buddhism and
leading figure in Buddhist-Christian dialogue, addressed this question.
Inspired by Shinran’s life and teaching, reinterpreting his message for every successive
generation has of course been an ongoing task of adherents of the Shin Pure Land Buddhist
community.

Such a task falls under what can be called “Shin Buddhist theology.”

Without

going into the arguments on the use of this term, here I take “Buddhist theology” in the broad
sense as “intellectual reflection within a religious tradition” (following David Tracy), which thus
entails:

crucial reflection upon Buddhist experience in light of contemporary understanding, and critical
reflection upon contemporary understanding in light of Buddhist experience. (1)

Taitetsu Unno, prominent Shin Buddhist scholar and interpreter of his tradition, has outlined
there important areas to consider in this regard.

First, it must respond to the deepest existential and spiritual yearnings of people who seek but
cannot find answers to the perennial questions of life and death… Second, it must respond to the
intellectual, social, and cultural challenges of postmodernity without losing its critical
perspective…And third, it must offer alternative solutions to concrete problems, ranging from
conflict situation in everyday life to global concerns for the survival of the planet. (2)

This essay is offered in this vein by an outside to the Shin Pure Land Buddhist community, yet
also one who continue to receive inspiration from Shinran’s life and teachings, as well as receiving
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the gift of long-standing friendships with and valuable support from many members of this
religious community. (3)
The first part sketches an approach toward understanding Shinran’s religious message, adapted
from a framework developed by my late colleague Frederick J. Streng, detailed in his
Understanding Religious Life. (4) On this basis, the second part highlights areas wherein
Shinrna’s message may have significant bearing on the needs of our own time, and then outlines
the tasks of a Shin Buddhist theology that follow from such an analysis.

Shinran’s Way of Being Religious
By “way of being religious,” I refer to a framework that involves a four-fold set of elements that
various religious traditions share.

First, a religious tradition takes as its point of departure a view

of the problematic nature of human existence. Second, a religious tradition presents a view of
ultimate reality and human ultimate destiny that is understood as a resolution of the human
problematic.

Third, a religious tradition prescribes concrete steps and practices to the realization

of that ultimate reality and human ultimate destiny in an individual’s life.

Fourth, the community

of adherents of a given religious tradition cultivates and develops forms of social expression of the
way to ultimate reality and human ultimate destiny.

The “way of being religious” as manifested

in a particular tradition refers to the actual content of these four features in an integrated structure.
Let us ow examine this content in Shinran’s Shin Pure Land Buddhist teaching.

The Problematic of Human Existence
In his writings, Shinran repeatedly emphasizes the utter powerlessness of human beings to attain
ultimate liberation through their own efforts.

Being this view of the human inability of realize

one’s ultimate destiny is Shinran’s unquestioning acceptance of the then-prevalent notion of the
“latter days of dharma” (mappō). (5)
This notion presents a tripartite system wherein the first period, usually identified with the
first five hundred years immediately following the Buddha’s entry into nirvana, is considered the
“age of true dharma.”

During this period, teaching, practice, and enlightenment flourished, and
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readily accessible to those who sought them. The subsequent period was called the “age if
semblance dharma,” wherein teaching and practice were still accessible but enlightenment was
rare.

In the third period, both practice and enlightenment are now beyond the reach of ordinary

human beings.

During this period, aptitude, motivation, and the capacity for, as well as the

environment conductive to, practice and the attainment of enlightenment are not longer to be found.
In thirteenth-century Japan, it was widely held that the world had already entered this third,
degenerate period, and that it was only the teaching of the Awakened One that can serve as a
lifeline to ultimate liberation.
For Shinran, this was the teaching contained in the three Pure Land sutras, which told of the
primal vow of the Buddha Amida to bring all sentient beings to SukhāvatI.

Without this teaching,

human being are rendered bereft of any prospect of finding liberation from this cycle of suffering
and endless birth and death, and are consigned to wallow in the muddy waters contaminated by the
three poisons of greed, anger, and ignorance.
The following passage from Shinran’s writings provides us with a glimpse of the human
problematic as he understood it. (6)

It is now more than two thousand years
Since the passing Śākyamuni Tathāgata.
The right and semblance ages have already closed;
So lament, disciples of later times!
Now, amid the five defilements in the last dharma age,
Sentient beings are incapable of practice and realization;
Hence the teachings that Śākyamuni left behind
Have all passed into the nāga’s place.
During the right, semblance, and last ages,
Amida’s Primal vow has spread.
At the end of the semblance and in this last dharma age,
Good practices have all gone into the nāga’s place….
Ignorance and blind passions abound,
Pervading everywhere like innumerable parties of dust.
Desire and hatred arising out of conflict and accord
Are like high peaks and mountain ridges. (7)

227

On the one hand, Shinran’s view of the human condition can be construed as pessimistic and
negativistic, unflattering to the human, disclaiming the aptitude and capacity of humans for
ultimate self-realization.

This is undoubtedly key to Shinran’s religious view throughout this

career, ever since the momentous religious experience that led him to leave the monastery at Mt.
Hiei to become a follower of Hōnen. This view was understandably generated, and also bolstered
and confirmed, by the situation of Japanese society and time, wherein many were pushed to the
brink of despair in the chaotic and turbulent conditions that characterized thirteenth-century Japan.
However, this view of utter human powerlessness was only one side of Shinran’s central
religious message.

It is simply a prelude to his teaching that the primal vow of Amida has

brought forth a dynamic power that permeates throughout the universe, opening the path of
realization to all sentient beings. This is no other that Amida’s compassion, inviting all beings to
simply acknowledge and accept it.

In short, rather than being a pessimistic view of the human

condition, Shinran’s is a proclamation of the infinite capacity of the human being, grounded in his
or her understanding of the primal vow of Amida.

Shinran’s View of Ultimate Reality and Human Ultimate Destiny
The primal vow of Amida is the cornerstone of Shinran’s view of ultimate reality and human
ultimate destiny.

Following the entire Pure Land tradition that began in India and found wide

acceptance in East Asia, Shinran affirms that it is the efficacious nature of the primal vows of
Amida that Śākyamuni Śākyamuni Buddha sough to convey to all, as the very ground for this
appearance in human history. The following and similar passages resonate with this singular
message.

The true and real benefit is Amida’s Vow.

Thus, the reason that the [buddhas] appear in the

world age after age is that they desire to bless and save all sentient beings by teaching the power
of Amida’s Vow.
real benefit.
world.”

Since they take this as their fundamental intent, the Vow is called the true and

Further, it is termed “the direct teaching for which all [buddhas] appear in the

(8)

The figure that occupies the central place in this message is none other than the Buddha Amida
(Skt. Amitābha, Immeasurable Light, or Amitāyus, Immeasurable Life).
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From this treasure ocean of oneness form was manifested, taking the name of Bodhisattva
Dharmākara, who, through establishing the unhindered Vow as the cause, became Amida Buddha.
For this reason Amida is the “Tathāgata of fulfilled body.”
unhindered light filling ten quarters.”

Amida has been called “Buddha of

This Tathāgata is also known as Namo-fukashigikō-butsu

(Namo Buddha of inconceivable light) and is the “dharma-body as compassionate means.”
“Compassionate means” refers to manifesting form, revealing a name, and making itself known to
sentient beings.

It refers to Amida Buddha.

wisdom; wisdom is the form of light.
the Buddha of inconceivable light.

This Tathāgata is light.

Light is none other than

Wisdom is, in addition, formless; hence this Tathāgata is

This Tathāgata fills the countless worlds in the ten quarters,

and so is called “Buddha of boundless light.”

Further Bodhisattva Vasubandhu has given the

name “Tathāgata of unhindered light filling the ten quarters.” (9)

In this and related passages Amida Buddha is extolled as the embodiment of ultimate reality, the
“Tathāgata of the fulfilled body.”

Amida is the locus of the storehouse of infinite merit generated

by the primal vow, who dispenses this merit in overabundance to all sentient beings who call upon
his name.

Truly we know that without the virtuous Name, our compassionate father, we would lack the direct
cause for birth.

Without the light, our compassionate mother, we would stand apart from the

indirect cause of birth.

Although direct and indirect cause may come together, if the

karmic-consciousness of shinjin is lacking, one will not reach the land of light.
karmic-consciousness of true and real shinjin is the inner cause.
father and mother --- are the outer cause.
true body in the fulfilled land…..”

The

The Name and light --- our

When the inner and outer causes merge one realizes the

(10)

Human ultimate destiny is thus constructed as the attainment of rebirth of SukhāvatI where
Amida Buddha dwells as a king of dharma (dharmarāja), and where all beings realize the
fulfillment of their own buddha-nature.

Tathāgata is none other than nirvana;
Nirvana is called Buddha-nature.
Beyond our ability to attain it in the state of foolish beings,
We will realize it on reaching the land of peace. (11)

Shinran connects these central Buddhist notions, each with its own particular philological,
philosophical, and historical content – tathāgata, nirvana, buddha-nature, land of peace --- as
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terms referring to human ultimate destiny.

It is the marvelous working of Amida Buddha’s

all-pervading compassion that opens this realm to all sentient beings.

The Way to Ultimate Reality and Human Ultimate Destiny in Individual Expression
Having disclaimed the possibility for human beings to attain ultimate realization by virtue of their
own efforts and merit, Shinran turns to the power of saying the name of Amida Buddha as the
efficacious cause of birth in Sukhāvatī.

Reverently contemplating Amida’s directing of virtue for our going forth to the Pure Land, I
find that there is great practice, there is great shinjin.
Tathāgata of unhindered light.

The great practice is to say the Name of

This practice, embodying all good acts and processing all roots

of virtue, is perfect and most rapid in bringing about birth.
that is suchness or true reality.

It is the treasurer ocean of virtues

For this reason, it is called great practice.

This practice arises

from the Vow of great compassion, which is known as “the Vow that all Buddhas extol the
Name,” the Vow that all Buddhas say the Name,” and “the Vow that all Buddhas praise the
Name.” (12)

These opening lines of the second chapter of his masterwork, The True Teaching, Practice, and
Realization of the Pure Land Way (Kyōgyōshinshō), lay out Shinran’s view of the way to the
realization of human ultimate destiny in an individual’s life, encapsulated in the phrase “great
practice.”

It is also notable that at this very juncture, on the same breath and in the same line, he

emphasizes “great shinjin.” (13)
This juxtaposition serves to emphasize that the “great practice” of saying the name of Amida,
the “Tathāgata of Unhindered Light” (an alternative rendering of the Sanskrit Amitābha) is
inseparable from that entrusting mind that simply finds vocal expression in saying the name.

In

other words, for Shinran, “great practice” and “great shinjin” are two sides of the same coin, which
is none other than the individual’s opening of his or her entire being to the power of Amida’s
compassion in enabling one to go forth into the Pure Land.

Reverently contemplating Amida’s directing of virtue of our going forth, I find there is great
shinjin.

Great shinjin is the superlative means for attaining longevity and deathlessness.

the wondrous way to awaken aspiration for the pure and rejection of the defiled.
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It is the

It is

straightforward mind directed to us through the selected Vow.
easily reaches the Pure Land where no one goes.

It is shinjin by which a person

It is the mind that is single, realized by the

person who is grasped and protected by the compassionate light.
unsurpassed.
great nirvana.

It is the quick path difficult for people to accept.

It is great shinjin, rare and
It is the true cause of attaining

It is the white path by which all virtues fulfilled instantly.

shinjin that is itself suchness or true reality.

It is the ocean of

(14)

In the above passage, the original term shingyō is rendered in the English translation as
“shinjin.”

Shingyō is a compound of the characters for “entrusting” and “joy,” and can

alternatively be rendered as “joy-in-entrusting.”

In short, an individual who entrusts one’s entire

being to the compassion of Amida finds joy in being assured for entry into the Pure Land, not just
as a future promise but as an experienced reality.

This is a theme that is quite notable in

Shinran’s Pure Land teaching, in contract to that of his own teacher, Hōnen.
For the latter, frail and fallible human beings need to frequently recite the name of Amida, lest
at the hour of death, when such recitation is deemed most crucial, one’s mind should be distracted
and thus neglect the recitation at that precise time. This is based on the understanding that Amida’s
vow is about transporting those who recite the name of Amida at the point of death from his land
of sorrow to SukhāvatI.
For Shinran, however, an individual who with a sincere and single-minded entrusting mind
recites the name but once is instantaneously assured of entry into the Pure Land.

This assurance

brings forth inner peace and joy, and empowers a human being to live in the light of Amida’s
compassion.

When one realizes true and real shinjin, one is immediately grasped and held within tht heart of
the Buddha of unhindered light, never to be abandoned.
“To grasp” (sesshu) means to take in (setsu) and to receive and hold (shu).

When we are

grasped by Amida, immediately --- without a moment or a day elapsing --- we ascend to and
become established in the stage of the truly settled; this is the meaning of attain birth. (15)

Shinran also strongly emphasizes that this “great practice” of saying the name of Amida
(nenbutsu) with a deeply entrusting mind is not an act that arises out of an individual human
being’s own power and capacity.

Rather, it is the very working of Amida’s compassion upon that

individual and makes such a practice possible.
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“Concerning the nenbutsu, no working is true

working.

For it is beyond description, explanation, and conceptual understanding.” (16)

The only true and efficacious practice for the realization of human ultimate destiny is the
recitation of the name with a sincere and entrusting mind. Such a singular practice already
assures them of entry into the Pure Land, and thus into final nirvana.

Thus, for the followers of

Shinran’s teaching, there is no need for any special rituals or practices in preparation for an
individual’s death. Deathbed rituals, which had been a feature of Pure Land belief and devotion
since its inception in China and the rest of East Asia, understood as ways of preparing for Amida’s
coming to welcome the individual into the Pure Land, no longer found a place in their religious life
and world view.

The idea of Amida’s coming at the moment of death is for those who seek to gain birth in the
Pure Lad by doing various practices, for they are practicers of self-power.

The moment of

death is of central concern to such people, for they have not yet attained true shinjin.

We may

also speak of Amida’s coming at the moment of death in the case of those who, though they
have committed the ten transmigrations and the five grave offenses throughout their lives,
encounter a teacher in the hour of death and are led at the very end to utter the nenbutsu.
The practicer of true shinjin, however, abides in the stage of the truly settled for he or she
has already been grasped, never to be abandoned.

There is no need to wait in anticipation for

the moment of death, no need to rely on Amida’s coming.

At the time shinjin becomes settled,

birth too becomes settled; there is no need for the deathbed rites that prepare one for Amida’s
coming. (18)

Social Expression of the Way of Ultimate Reality and Ultimate Destiny
If an individual finds complete assurance of entry into the Pure Land through the single-minded
recitation of the name with a sincere and entrusting mind, how do the followers of Shinran’s
teaching find social expression of this way to ultimate human destiny?
It is here that another cardinal teaching of Shinran’s Pure Land Buddhism comes into play.
This is the teaching of the twofold direction of Amida’s compassion.

The first direction is one of

“growing forth” (ōsō) into the Pure Land, and the second is the “returning to this world” (gensō)
and transferring of merit to others.

Amida’s directing virtue to beings through the power of the Primal Vow has two aspects: the
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aspect for our going forth to the Pure Land and the aspects for our return to this world.
Regarding the aspect for going forth, there is great practice, there is pure shinjin…. (19)

One is set in the direction of going forth with the great practice of reciting the name, grounded
in shinjin, an attitude of a sincere and entrusting mind.

With this, an individual experiences deep

inner peace and quiet joy, with the assurance of entry into the Pure Land.

As such, one no longer

needs to be anxious attaining one’s ultimate destiny and, for all practical purpose, has” arrived.”
What does a person in this state of mind hereby do henceforth?

First and foremost, the

significant of the recitation of Amida’s name under goes a radical transformation from this point
Amida’s infinite compassion.

Through the compassion of Śākyamuni and Amida,
We have been brought to realize the mind that seeks to attain buddhahood.
It is by entering the wisdom of shinjin.
That we become persons who respond in gratitude to the buddhas’ benevolence. (20)

Having accomplished the first direction of “going forth,” a person who has experienced the
inner peace and joy of shinjin now makes the turn of “returning to the world” ---

Those who reach the Pure Land of happiness
Return to this evil world of the five defilements,
Where, like the Buddha Śākyamuni,
They benefit sentient beings without limit. (21)

A person who has not experienced this second movement of “returning to the world,” now
becomes a vehicle of Amida’s compassion toward others. Such a person will be present in the
world and engage in action for the benefit of others, but in a way that is not through his or her own
efforts but precisely as a vehicle of Amida’s compassion.

Shinran makes this important

distinction regarding works of compassion on behalf of others.

Concerning compassion, there is difference between the Path of Sages and the Pure Land Path.
Compassion is the Path of Sages is to pity, commiserate with, and care for beings.

It is

extremely difficult, however, to accomplish the saving of others just as one wishes.
Compassion in the Pure Land should be understood as first attaining Buddhahood quickly
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through saying the nenbutsu and, with the mind of great love and great compassion, freely
benefiting sentient beings as one wishes.

However much love and pity we may fell in our

present lives, it is hard to save others as we wish; hence, such compassion remains unfulfilled.
Only the saying of the nenbutsu, then, is the mind of great compassion that is thoroughgoing.
(22)

The questions of how a person of shinjin is to be related to others comes to the fore
Shinran’s own attitude is reflected in the following comments, recorded as the fifth entry in his
disciple Yui-en’s well-known tract, A Record of Lament of Divergences (Tannishō).

As for me, Shinran, I have never said that nenbutsu even once for the repose of my departed
father and mother.

For all sentient beings, without exception, have been our parents and

brothers and sisters in the course of countless lives in the many states of existence.

On

attaining Buddhahood after this present life, we can save every one of them.
Were saying the nenbutsu indeed a good act in which I strove through my own powers, then I
might direct the merit thus gained toward saving my father and mother.

But this is not the

case.
If, however, simply abandoning self-power, we quickly attain enlightenment in the Pure
Land, we will be able to save, by means of transcended powers, first those with whom we have
close karmic relations, whatever karmic suffering they may have sunk to in the six realms
through the four modes of birth. (23)

How are we to understand this startling statement, that Shinran “never said the nenbutsu even
once for the repose of [his] departed father and mother”?

In a society as deeply influenced by

Confucian values in Japan, taking care of one’s parents, including praying for their well-being in
this life and the next, are considered to be any human being’s primary duty.

How can such a

person steeped in Pure Land piety as Shinran confess such neglect of this primary deity?
Shinran offers his own explanation: such intentions and actions on behalf of one’s parents, as
well as for others in general, laudable as they may be, are in the end of themselves effectual.

This

is because no human efforts is sufficient to assure any of entry into the Pure Land, not even the
effort of reciting Amida’s name, insofar as this is construed only as human effort.
Thus, rather than prescribing that his followers engage in what he already knows to be
fruitless effort, Shinran counsels them to turn to the great practice, with deep entrustment, thereby
assuring that they would attain buddhahood.

It is upon this attainment, and only then, that one

can be able to truly “save” all beings, beginning with one’s own parents.
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Here it is clear that it is not one’s efforts that effect this salvation but rather the power of
Amida’s compassion, which has now become the power of runs through an individual’s entire life.
The “transcendent power” referred to are those that come to be activated upon attaining
buddhahood, powers which can now be directed in the work of Amida’s compassion.
This caution about calling into the delusion of self-power in performing acts of compassion,
however, does not preclude cultivating intentions for the benefit and well-being of others.

For

example, the following is how Shinran advises his followers to relate to those who revile them.

Those people describe here as such, performed deeds that will bring about the suppression of
the nenbutsu and act out of malice toward people of the nenbutsu.

In this regard, without

being any ill will toward such persons, you should keep in mind the thought that, saying the
nenbutsu, you are to help them. (24)

The greatest compassion one can offer to others in that of extending to them the compassion
of Amida that one has accessed through shinjin and the recitation of the name.

True and real shinjin is the diamondlike mind.
for Buddhahood.

The diamondlike mind is the mind that aspires

The mind that aspires for Buddhahood is the mind to save sentient beings.

The mind to save sentient beings is the mind to grasp sentient beings and bring them to birth in
the Pure Land of peace.

This mind is the mind aspiring for great enlightenment.

is the mind of great compassion….

This mind

(25)

For Shin Pure Land Buddhists, the greatest act of compassion one can offer to all sentient
beings, more than any temporal assistance in their various kinds of needs or suffering in this
impermanent world, is to enable them to enter into the Pure Land.

And since this itself cannot be

accomplished through human effort but through Amida’s compassion alone, the only assured way
to extend this act of compassion to others one’s earnest recitation of Amida’s name, and hereby
letting this compassion flow out of oneself where it will.

As such, in principle, acts of charity to

help one’s neighbors in their temporal needs are not regarded as an inherent aspect of the Shin
Buddhist religious worldview.
There is an important facet in the social expression of Shinran’s message that one may not
find explicitly laid out in his writings.

This refers to the formation of a tightly knit religious
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organization among the community of his followers, with spiritual leadership given to a direct heir
of Shinran through successive generations. This organization developed through the centuries
and its now among the largest and most powerful religious institutions in Japan today.

This is of

course none other than the Jōdo Shinshū, jurisdictionally divided into the Higashi (Eastern) and
Nishi (Western) branches of the Hongwanji temple complex, with headquarters located in Kyoto.
(26)

The establishment of Jōdo Shinshū as a community of believers and as a hierarchically
structured religious institution is itself somewhat of an historical irony, as Shinran himself
disclaimed having any disciples. The fact that a well-knit and highly organized religious
organization developed after his death, however, has assured the continuing transmission and
propagation of his message through history.

Since the nineteenth and twentieth centuries, Jōdo

Shinshū’s influence has gone beyond Japan, with communities of followers and temples now
located in many different parts of the world, as for example the Buddhist Churches of America in
the continental United States.
I have presented Shinran’s Pure Land Buddhist teaching as a “way of being religious,” that is,
in the format of a fourfold structure.

This involved his view of the human problematic, his view

of ultimate reality and the ultimate destiny of human existence, his prescription for an individual’s
way to the attainment of that ultimate destiny, and the social expressions of that way.(27)

This

fourfold schema allows us to set Shinran’s religious message in fresh relief in the context of
postmodern, religiously pluralistic, twenty-first-century global society, beset by enormous
problems that now cast a shadow on the every survival of humanity itself. The question that looms
in this regard is this: Can Shinran’s religious messages have bearing for our twenty-century world?

Reinterpreting Shinran’s Message for Our Time
With the rough sketch of the religious structure of Shinran’s teachings given above in the
foreground, I would like to take up three points raised by Taitetsu Unno in his essay outlining tasks
of “constructive Buddhist theology,”(28) and offer tentative --- and hesitant --- reflections on each.
Tentative, because my understanding of Shinran’s teaching has largely been informed by my own
reading and reflection over the past three decades, and not from the standpoint of a professed
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adherent or scholar of Shin Buddhism.

I must hasten to add, though, that my appreciation of

Shinran has been enhanced and inspired by significant exchanges and ongoing friendships with
members of the Jōdo Shinshū community, and it is with them in mind that this is offered.(29)
Hesitant, for related reasons, that I remain an outsider to this community of Shinran’s followers,
albeit, as declared above, a thoroughly sympathetic one.

In the interests of full disclosure, in

undertaking critical and constructive theology I locate myself in the Roman Catholic and Zen
Buddhist traditions.

My hope is that there reflections on Shinran’s religious message maybe

taken in a spirit of interreligious friendship, toward mutual challenge and learning, but my
colleagues in the Jōdo Shinshū community as well as in the academy.(30)

Shinran and the Spiritual Yearnings of Our Age
How can Shinran’s teaching respond to “the deepest existential and spiritual yearnings of people
who seek but cannot find answers to the perennial questions of life and death”? (31)

It goes

without saying, of course, that this has been an ongoing task of thinkers of the Shin Buddhist
community through the ages --- that is, to present Shinran’s message in a way that responds to
these deep-seated and timeless human questions of each epoch.(32)
Inspired by Rennyo (1415-1499, eight abbot of Hongwanji), the Hongwanji was revived in
the sixteenth century.

Since that time Shinran’s followers have constituted one of the largest

religious groups in Japan.(33)

Given this fact, one can find volumes of literature presenting

Shinran’s message in different forms and with varying degrees of reception in Japanese society.
These include didactic or systematic expositions of Shin Pure Land Buddhist belief for members of
the religious community, devotional tracts, personal accounts of religious experience, and literary
piece(short stories, novels, poetry), not to mention scholarly writings on Shinran7s life and thought,
placed in the context of Japanese religious history culture, and society.
Of those who took on the task of reinterpreting Shinran’s message during the so-called
modernization period of Japan --- beginning with the Meiji Restoration in the 1860s and
continuing into the postwar period --- among the more prominent are Kiyozawa Manshi
(163-1903), Soga Ryōjn (1875-1971), and Kaneko Daiei (1881-1976).

Tanabe Hajime

(185-1962), noted philosopher of the Kyoto school, also produced major writings that were
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profoundly influenced by Shinran’s religious message.(34)

In his later years Daisetsu T. Suzuki

(1870-1966) --- best known in the West for his voluminous writings on Zen Buddhism --- also
devoted his research and writings to Shin Pure Land Buddhist thought. This was especially the
case following his appointment to Ōtani University, which has historical and administrate links to
the Eastern branch of the Hongwanji community.

And needless to say, there is a longlist of those

who are know in Japan for their works on many aspects of Shinran and Pure Land Buddhist
thought.
Selecting material from the vast corpus of writings in Japanese and making these available in
translation would putatively be an ongoing task for those who seek to bring Shinran’s message
beyond Japan’s shores.

Such translation would serve to fill in some lacunae, and promote better

understanding of this major stream of Buddhism in the Western hemisphere, making Shinran’s
teaching more accessible to people struggling with fundamental questions of life and death in our
world today.(36)

Shinran’s Message in a Religious Pluralistic World
A second question raised by Taitetsu Unno as included among the tasks of constructive Buddhist
theology relates to the intellectual, social, and cultural challenges of postmodernity.(37)

I will not

presume to be able to elaborate fully on this point here, but will simply note one facet. This
concerns the task of critical and constructive reflection on one’s own religious tradition in the
context of religiously pluralistic world.
In a globalized society characterized by a diversity of religious views among different sectors
of our human community, and wherein there religious differences serve to set groups at odds with
one another, the task of finding a place for the religious Other within the framework of one’s own
religious worldwide becomes a pressing task for members of one’s own religious worldview
becomes a pressing task for members of any community.(35)

This would enable members of a

given religious group to at least relate in constructive and mutually cooperative ways with those
from other communities, instead of simply writing them off, or even demonizing them or regarding
them in inimical ways or else as less than worthy of respect as fellow human beings.
Interreligious dialogue and cooperative ventures in the context of dialogue are now among
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activities encouraged and undertaken on many levels of our global society, and members of the
Shin Pure Land Buddhist community have also been part of this endeavor, both in Japan as well as
in the international scene.
As is the experience of anyone who engages in interreligious activity, a possible outcome of
such engagement is an enhanced, and perhaps even a transformed way of regarding and
understanding one’s own religious tradition.(38) A question that arises in this regard is this: In
what way can the self-understanding of Shin Buddhists, and concomitantly, their understanding of
Shinran’s religious message, be enhanced or transformed through such interreligious encounters?
To an outsider like myself, some particular theological questions come up in the light of the
above.

Given that for Shin Buddhists, entry into the Pure Land is assured in and through the

recitation of the name of Amida, and not through human effort nor through ethical action, will
those who belong to other traditions and have different belief system, and thereby do not believe in
Amida or take on this practice, be “left behind”?

In short, will Pure Land devotees meet only

other Pure Land devotee when they finally arrive at that place?

A corollary question would be: Is

that Pure Land to be regarded as a “place” after all, or is it a spiritual state or made of being?

In

either case, are these alternative ways of getting there without the formal recitation of the name of
Amida, such as for those born in cultures without historical connections to Shin Pure Land
Buddhism?
Many scholars have already pointed out resonances and points of intersection between Shin
Buddhist and Christian doctrines and themes.(39)

Just as the Christian thinkers who have engaged

in this dialogue with Shin Pure Land Buddhist through have arrived at profound insights and new
horizons of understanding regarding their own Christian tradition as a fruit of this engagement
with Pure Land Buddhism, in what way can encounters with Christianity, or with Judaism or Islam,
for example, bring about new insights and enhanced understanding of Pure Land teaching on the
part of Shin Buddhists?

These are questions that may only be answered by those who take such

steps of interreligious engagement while being committed to their own faith tradition.
Shinran’s way of being religious, in the structure presented above, can provide a helpful grid
and a set of useful reference points for engaging in dialogue with other traditions.

This fourfold

structure includes the human problematic underscoring human powerlessness insofar as ultimate
realization is concerned, the optimistic view of human ultimate destiny with the assurance of entry
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into the Pure Land of Amida, the prescription of the way to the realization of that ultimate destiny
in the clear and simply practice of reciting the name of Amida with a totally entrusting mind, and
the social expression of the Pure Land way in a life of compassion.
Each of the items in this fourfold structure of Shinran’s religious message in itself calls for
deeper reflection and deserved treatment in greater detail in a way that can highlight Shinran’s
contribution to world culture and religious thought.
On the first item, Shinran’s view of human powerlessness for ultimate realization can be
compared and contrasted with differing views of human nature presented by thinkers throughout
history and across cultures.

Shinran’s view of the human predicament can be considered in the

light of ever-recurrent questions as to whether human beings are “intrinsically good” or
“intrinsically evil,” or “a mixture of both,” or “neither,” and so on.

In this vein, comparisons with

Christian views of human nature as “fallen” or “sinful,” as a backdrop for understanding the
central message of the Christian gospel, readily come to mind.(40) Comparisons with view of the
human condition in other religious or philosophical traditions remain ongoing tasks.
On the second item, there is indeed a great variety of and divergence in views of ultimate
reality and of human ultimate destiny among the different religious and philosophical traditions of
the world, and Shinran’s view invites particular reflection in this context, in comparison with
theistic or monotheistic view, nothing the distinctive aspect that Amida Buddha is not regarded as
creator of the universe, as is the case with monotheism.

In this regard, how the notion of Amida

Buddha as a figure representing ultimate reality relates to the Buddhist notion of emptiness is a
theme that deserves ongoing investigations and reflection.(41)
Shinran’s prescription for religious praxis can also be further considered in comparison with
prescriptions toward the realization of ultimate destiny in an individual’s life as taught or
prescribed in other religious traditions.

Shinran’s view that the very practice of reciting the Name

of Amida is not a matter of human effort, but it itself a “given” through the power of Amida’
compassion, is a significant point to ponder in this regards.

Here again, comparisons with

Christian theme readily come to mind, and call for further elaboration.(42)

On this point, the

question of whether ultimate realization is through “other-power” (tariki) or “self-power” (jiriki)
has been a theme of ongoing debate and discussion not just in Buddhist but also in wider religious
circles, and a dialectical way that overcomes this apparent opposition and integrates them into a
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broader and more intricately textured framework for understanding religious praxis awaits further
reflection and elaboration.(43)
Such dialogue between adherents of Shin Pure Buddhism and members of other religions, as
well as other Buddhist traditions, on the level of doctrine and individual religious praxis can be a
significant impetus to the development of American Shin thought.

Additionally, however,

dialogue and interaction from a standpoint of social praxis also presents a significant challenge to
Shin Buddhist self-understanding, and can throw fresh light on Shinran’s religious message.

We

turn now to the fourth item in the fourfold religious structure, namely the social expression of the
way to ultimate realization in Shinran’s teaching.

Can Shin Pure Land Buddhism Contribute to Global Healing?
Do members of the Shin Pure Buddhist community have anything to offer, from the standpoint of
their religious vision and message, in addressing the pressing tasks faced by all of us as a global
community?

These include tasks of healing the widening rift between the haves and the

have-nots of the world, tasks of reconciling conflictual and often violent modes of interaction
between segments of our human community, and tasks of healing our ecological malaise that is at a
point of being a threat to our survival.

In other words, can Shinran’s message be reinterpreted in

ways that can ground his followers’ engagement in the socio-political realm, and if so, how?
First of all, it can be pointed out that the social component or dimension of Shinran’s teaching
still awaits more thorough elaboration by interpreters of this tradition.

Historically, even since

the death of Shinran, guidelines for living in society for his followers have been issued in general
terms, including injunctions against speaking ill of people of other religious practices, denigrating
religious objects or symbols of other traditions, or behaving in ways harmful to others or to society
as a whole.(44)

More recently, some Shin Buddhist thinkers have been addressing the question of

a Shin Buddhist social ethics, seeking to carve out the concrete implications of Shinran’s teaching
in our day-to-day life in the world.(45)
I have been privileged to meet and interact with Shin Buddhist priests and lay devotees in
Japan who are challenging the conventional interpretation of Shinran’s message as one mainly
directed to individual religious praxis. They have been engaged in the task of rereading Shinran’s
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writings precisely in the attempt to discern the implication of his teaching for those in situations of
socioeconomic and political oppression.

They are temple priests and lay devotees who happen to

live in an area threatened with environmental destruction through the establishment of a nuclear
power plant in the vicinity, and who are considering some form of protest action in this regard.
They are devoted Shin Buddhist followers who have been sensitized to and seek to redress the
pattern of discrimination against certain groups by virtue of their birth, social status, or ethnic
origin, a pattern of discrimination that is still prevalent in Japanese society.

They are Shin

devotees who have begun to reflect on their socioeconomic and political situation in the context of
Japan’s rule as economic oppressor vis-à-vis other Asian society.

They are spouses of temple

priests and their allies who have come to question the inequities in the religious hierarchy based on
gender and other factors.

From their concrete social locations, and as devoted followers of

Shinran, they earnestly turn to Shinran’s writings for guidance on how to respond to the problems
they experience in their particular situation. They are some who have formed study and
reflection groups to read Shinran’s texts together, discussing the relevance of the texts to their
particular social situation and seeking ways of responding to the situation in this light.(46)
Reading Shinran’s texts together in small groups, and reflecting on the socioeconomic,
cultural, and political contexts in which the members of the group find themselves, brings up a
scenario akin to that of the grass-roots communities in Central and Latin America and the
Philippines.

In much the same way that Shin adherents have been reading Shinran’s writings,

these people read the Bible together in small groups, and it was here in these small groups of lay
adherents reading and reflecting together that the seeds of liberation theology sprouted and
blossomed.
In this regard, an essay by Uehara Senroku (1899-1975), noted post-World War II intellectual
historian and religious thinker, provides a set of methodological guidelines in reading and
understanding Shinran’s message for contemporary times.
message for contemporary times.

This essay, entitled “Shinran’s

This essay, entitled “Shinran-ninshiki no hōhō” (translated

roughly as “A Hermeneutic of Shinran”), outlines five kinds of approaches in the study of Shinran.
First, there is the traditional approach of sectarian studies (shūgakuteki hōhō); second, Western
methodological approaches (seiyogakuteki hōhō); third, the approach from the perspective of
world history (sekaishigakuteki hōhō); fourth, an “empathetic” approach (Shinran-teki hōhō,
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literally, “approaching Shinran by way of Shinran himself”); and fifth, approaches from the
perspective of ethno-national tasks as Japanese (kokuminteki hōhō).
The first two denote approaches to Shinran taken by those within the Shin Pure Land
Buddhist community, wherein the author’s as well as readers’ acceptance of the authoritativeness
of Shinran’s teaching is presupposed. The second, which can be taken either by those within or
outside of the Shin community, employs an “objective and detached” stance taken via-ā-via the
material for study.

The bulk of what is known as “Shinran studies” in Japan would fall under one

or the other category described above.
It is in the third, fourth, and fifth approaches outlined by Uehara that new horizons in our
understanding of Shinran may be opened, whether or not one professes religious affiliation with
the community of his followers.

I have addressed this in a previous essay,(48) and will only

briefly summarize the key points here.
The approach to Shinran from the perspective of world history is one that Uehara had
previously applied in the study of Nichiren.

He situated Nichiren and his religious ideas by

reference to the events of his day --- including the Mongol attempts to invade Japan in 1268 and
1271, the turmoil in Japanese society at the time, and parallel events going on in different parts of
the world --- all of which provide a bigger picture in looking at the religious figures of the
Kamakura period of Japanese history.

Uehara, offering a disclaimer that he himself is neither a

devotee nor scholar of Shin Pure Land Buddhism, unfortunately does not go into detail as to how
this proposed approach can throw new light on Shinran and his thought, beyond making the
suggestion for others to pursue this line of investigation, that is, of “Shinran in the context of the
world events of his time.”

One example that could be given of a view of Shinran along these

lines is that found in work of the late Tamura Yoshio, who examined the thought of the four major
figures of Kamakura Buddhism (Hōnen, Shinran, Dōgen, and Nichiren) in the context of their
particular ways of reaching or relating to the notion of original enlightenment (hongaku shisō), a
tendency in Buddhist doctrine and praxis that originated in Chinese Tiantai thought and found
flowering in Japanese Tendai Buddhist circles.(49)
Superficially, the “empathetic approach” to reading Shinran may be considered as asking the
question “What would Shinran do?” within the context of concrete situation calling for a response
or decision.

But on a more profound level, this approach would be analogous in many ways to

243

the kinds of reading of biblical texts that are done by those seeking wisdom and discernment in
addressing situations where the Bible itself may not provide a clear answer.

In other words, it is a

way of reading that seeks to uncover the spirit, rather than just the letter, of the text, fathoming the
basic orientation of the biblical message and applying it to situations not specifically laid out in
detail in the biblical text itself.

In reading Shinran, for example, the fact that he lived and walked

with those in the margins of the society of his time, notably those that were discriminated against
by mainstream society, those who were pronounced “evil” in this world and thereby had no hope
for salvation, and privileging them as the most immediate recipients of Amida’s compassion, is a
“hermeneutical device” that contemporary readers seeking a socially lacerative message in
Shinran’s teaching have employed.(50)
Approaches to Shinran from the perspective of Japanese ethno-national tasks, in Uehara7s
thinking, are not about cultivating ethno-centric or nationalistic sentiments, but about reading
Shinran while asking the basic questions that Japanese people need to ask themselves in the light
of their role in global society.

Uehara’s emphasis is precisely on the urgent needs for his fellow

Japanese to see and think beyond their ethnic and national boundaries, and to see themselves from
a global perspective. The question that arise in this regard inevitably have to do with issues of
survival and coexistence with other people, of equality and freedom, of human rights, of justice for
all.
Taking Uehara’s hint and extending the horizon of concerns beyond his own time and
particular location (i.e. postwar Japan, and the Japan of the economic boom of the 1960s and early
1970s), and bringing it to our contemporary world --- the global ecological crisis, the escalating
conflicts in global society, the increasing gap between the haves and the hove-nots of the world on
a global scale --- all loom within the horizon of issues to be considered in reading Shinran and
seeking to understand his message for our times.
The “hermeneutical key” that may open up fresh insights in this regard is Shinran’s teaching
on the “returning back to the world” (gensō-ekō) of the Pure Land devotee empowered by Amida’s
compassion.

In other words, Amida’s compassion is the power to which a Shin Buddhist who has

experienced assurance of entry into the Pure Land has totally entrusted him --- or herself.

Given

this, the question to be asked, as we confront the global issues the human community faces at this
point of our history, is this: How can Amida’s compassion work through the Shin Buddhist devotee
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in a way that empowers the latter to engage herself or himself issues facing our contemporary
world?

This becomes a matter of sharpening one’s vision of what the world needs now, and

focusing one’s discernment on concrete tasks at hand.

This would involve cooperation with

others in the continuing study of and reflection on various aspects of the state of the world,
mapping out the areas of need and the various manifestations of suffering, investigating their cause,
and seeking ways to address these causes.
In short, details and directions for developing the contents of social ethics and tasks of social
engagement in Shin Buddhism can be laid out as followers remain faithful to the central religious
praxis of reciting the name of Amida, experiencing the power of compassion at work in and
through them, and letting this power carry them on toward engagement in the concrete tasks of
global healing.

Once again, the emphasis here is not on what the Shin Pure Land Buddhist

devotees can do individually or collectively, but on how their earnest praxis effects a
transformation in their very being, and enables them to become vehicles of Amida’s compassion in
this twenty-first-century world of ours.

The practical details involved in these tasks of social

engagement toward global healing need to be worked out in cooperation not just with members of
one’s own religious community but in a way that transcend religious and other boundaries, to
include “all men and women of good will” who bear the woundedness of Earth and who together
comprise our global sangha, the Earth Community.(51)
In this essay I have sought to lay out a format for understanding the structure of Shinran’s
Shin Pure Land Buddhist teaching, and have suggested some areas for further study and reflection
on reinterpreting Shinran’s message for our twenty-first-century world.

It is presented in honor

of Roger Corless, and also in gratitude to and deep appreciation for all my Shin Buddhist friends
and colleagues in Japan and North America, with the hope that the suggestions offered especially
in the second part, outlining some tasks in Shin Buddhist theology, may be taken in a spirit of
collegiality, as shared tasks we can continue to work on in the years to come.

245

Notes:
(1)

See Roger jackon and John Markransky, eds., Buddhist Theology: Critical Reflections by Contemporary

Scholars (Surrey, UK: Curzon Press, 2000), p.18.
(2)

Taitetsu Unno, “Constructive Buddhist Theology: A Response,” in Jackson and Makransky, eds., Buddhist

Theology, p,387.
(3)

Among those to whom I would like to express a deep debt of gratitude are Professors Shigaraki Takamoro,

Ueyama Daishun, and Nakamura Hisashi, members and former colleagues at Ryukoku University, Kyoto, Japan for
their guidance and support through the years, and especially for their invitation to join their Faculty or Intercultural
Communication (1998-2000); Dennis Hirota, now with this faculty at Ryuukoku.

Kenneth K. Tanaka and Kimie

Tanaka, in North America, mostly especially Alfred Bloom and Taitetsu Unno for their inspiring and insightful
work on Shinran and Pure Land Buddhism in contemporary context.
(4)

Frederick J. Streng, Understanding Religious Life (Belmont, CA: Wadsworth, 1985).

(5)

For a highly acclaimed study of this notion and its different versions as transmitted through Asia, see Jan.

Nattier, Once Upon a Future Time: Studies in a Buddhist Prophecy of Decline (Berkeley, CA: Asian Humanities
Press, 1991)
(6)

I have referred to Alfred Bloom’s Essential of Shinran (Bloomington, IN: World Wisdom Press, 2006), as a

handy guide to locating key texts of Shinran.

The translations are based on the two-volume work, The Collected

Works of Shinran, hereafter CWS (Kyoto: Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, 1997).
In each passage cited in the text, the English title of Shinran’s treaties, volume number, and page located in CW are
given at the end of the citation.
(7)

Pure Land Hymns of the Dharma Age, CWS I, pp399, 400, nos. 2,3,4,8.

See also Notes on “Essentials of

Faith Alone,” CWS I, p.466, and Gutoku’s Hymns of Lament and Reflection, CWS I, pp.421-422, nos. 94-99.
(8)

Notes on Once-Calling and Many-Calling, CWS I, p.485.

See also True Teaching, Practice, and

Realization of the Pure Way (Kyogyoshinsho, hereafter KFSS), CWSI, p.8, no.3, from the Larger Sutra; Hymns of
the Pure Land, CWS I, p.340, No. 43; A Collection of Passages Revealing the True Teaching of the Pure Land Way,
CWS I, p.7, No.2.

See also Passages on the Pure Land Way, CWS I, pp295-296; and A Collection of Passages on

the Types of Birth in the Three Pure Land Sutras, CWS I, p,6439; and KSGG, CWS I, p.10, No.7.
(9)

Notes on Once-Calling and Many-calling, CWS I, pp.486-487.

See also The Virtue of the Names of Amida

Tathagata, CWS I, pp.657, 656; chap. 5 of KGSS, CWS I, p.177, No. 1; Notes on the Inscriptions on Sacred
Scrolls, CWS I, p.501.
(10) Chap. 2 of KGSS, CWS I, p.54, no. 72.

See also Lamp for Latter Ages, CWS I, p.555.

(11) Hymns of the Pure Land, CWS I, p.350, no. 93.
(12) Chap. 2 of KGSS, CWS I, p.13, no. 1.
(13) The latter term, shinjin is now the preferred way of rendering a key term in Shinran’s works, normally written
with two characters meaning “entrusting” and “mind.”
(14) Chap. 3 of KSGG, CWS I, p.79, no. 1.
(15) Notes on Once-Calling and Many-Calling, CWS I, p.475.

See also chap. 3 of KGSS, CWS I, pp.110-111.

No.60; Notes on Once0Calling and Many Calling, CWS I, p.474; Notes on “Essentials of Faith Alone, “ CWS I,
p.453.
(16) A Record of Lament of Divergences, CWS I, p,666, no. 10.

See also letter 22 of Lamp for the Latter Ages,

CWS I, p.555.
(17) There have been ongoing debates among Shin Pure Land thinkers on the relationship between entry into Pure
Land and the realization of final nirvana.

A widely accepted view holds the entry into Pure Land is the

penultimate stage wherein entry into final nirvana will inevitably follow once the karmic lifespan in the Pure Land
has been exhausted.

In contemporary terms this can perhaps be likened to having one’s ticket confirmed and

stamped with an assigned seat on a plane, one is not in the pre-departure area awaiting take-off.
(18) Letter 1 of Lamp for the Latter Ages, CWS I, p.523.
(19) Passages on the Pure Land Way, CWS I, p.296.

246

(20) Hymns of the Dharma-Ages, CWS I, p.407, no. 34.

See also Hymns of the Pure Land, CWS I, p.348, no. 85;

and Hymns of the Dharma-Age, CWS I, p.405, no. 30.
(21) Hymns of the Pure Land, CWS I, p.329, no. 20.

See also Passage on the Two Aspects of Tathagata’s

Directing of Virtue, CWS I, p. 635; and Passages on the Pure Land Way, CWS I, pp. 301-302: chap. 4 of KGSS,
CWS I, p. 158, no. 14 and p. 174, no. 18.

Also Treaties on the Pure Land [Vasubandhu], chap 4 of KGSS, CWS I,

p. 155, no. 7.
(22) A Record of Lament of Divergences, CWS I, p.663, no. 4.
(23) Ibid., p.664, no. 5.
(24) Letter 5 of A Collection of Letter, CWS I, p.566; and letter 8, p.570.
(25) Chap.3 of KGSS, CWS I, p.113, no. 66.

See also The Sutra of Great Compassion, chap.3 of KGSS, CWS I,

p.119, no. 992.
(26) James Dobbins, Jodo Shinshu: Shin Buddhism in Medieval Japan (Honolulu: University of Hawai’i Press,
2002, reprint).
(27) I have previously used this fourfold schema as an approach to understanding Nichiren’s Buddhist teaching.
See my essay, “Nichiren’s Way of Being Religious: A Case Study in East Asian Buddhism,” in Sueki Fumiihiko, el
al., eds., Kimura Kiyotaka Hakase Ronshu (Commemoration Volume in Honor of Dr. Kiyotaka Kimura) (Tokyo:
Shunjusha, 2001).
(28) See note 2.
(29) I have offered some reflections on Shinran’s teaching and some resonances with biblical texts in my Shinran
to Seisho no Yomikata (Reading Shinran and the Bible) (Tokyo: Akashi Shoten, 1989)
(30) James Fredericks has written about the significance and transformative impact of what he terms
‘Interreligious friendships.”
pp.219-230.

See his essay “Masao Abe: A Spiritual Friendship,” Spiritus 3, no. 2 (2003):

See also his “Inter-religious Friendship: A New Theological Virtue,” Journal of Ecumenical Studies

35, no. 2 (Spring 1998): pp.159-174.
(31) Taitetsu Unno, “Constructive Buddhist Theology,” in Jackson and Makransky, eds., Buddhist Theology,
p.387.
(32) For a helpful historical account, see Galen Amstutz, Interpreting Amida: History and Orientalism in the Study
of Pure Land Buddhism (Albany, NY: State University of New York Press, 1997).
(33) See Mark Blum and yasutomi Shin’ya, eds., Rennyo (New York: Oxford University Press, 2005).
(34) See Tanabe Hajime, Philosophy as Metanoetics, trans, Takeuchi Yoshinori (Berkeley, CA: University of
California Press, 1986); see also Taitetsu Unno and James Heisig, eds., The Religious Philosophy of Tanabe
Hajime (Berkeley, CA: Asian Humanities Press, 1990).
(35) For well-chosen representative samples of writings on Shinran’s thought by Kiyozawa, Soga, Kaneko, and
Suzuki, see Alfred Bloom, ed., Living in Amida’s Universal Vow: Essays in Shin Buddhism (Blooming, IN: World
Wisdom, inc., 2004).
(36) A noteworthy example of a translated work in English that conveys Shinran’s message to our contemporaries
through personal narratives and anecdotal accounts in beautiful prose in Tariki: Embracing Despair, Discovering
Peace (Tokyo: Kodansha Interntional, 2001), a volume that draws upon the spiritual journey of the author,
acclaimed novelist Hiroyuki Itsuki, who has several bestselling works to his names, and others are listed in paper.
(37) See Frederic B. Burnham, ed., Postmodern Theology: Christian Faith in a Pluralist World (New York:
Harper and Row, 1989), for a collection of essays on how “postmodernity” presents particular challenges to
religious communities.

The authors, Christian theologians, offer reflections and proposals for their own tradition

that may be applied in analogous ways to the Shin Buddhist tradition.
(38) See John C. Cobb, Jr., Beyond Dialogue: Toward a Mutual Transformation of Christianity and Buddhism
(Philadelphia: Fortress Press, 1982), for a now-classic exposition of this theme of mutual transformation in
interreligious encounters.

Cobb devotes sections of the book of Shinran’s thought and its resonances with themes

in the Christina tradition.
(39) See, among others, Paul Ingram, “Faith as Knowledge in the Teaching of Shinran Shonin and Martin Luther,”

247

Buddhist-Christian Studies 8 (1988): pp. 23-36; and Jan van Bragt, “Does Jodo Shinshu form a Bridge between
Jodo Shinshu and Christianity?” Japanese Religions 18, no. 1(1993): pp. 47-75.

For a recent and insightful study,

see Sharon Baker, “The Three Minds and Faith, Hope and Love in Pure Land Buddhism,” Buddhist-Christian
Studies 25 (2005): pp. 49-65.
(40) See Gerhard Schepers, “Shinran’s View of the Human Predicament and the Christian Concept of Shin,”
Japanese Religions 15, no. 2 (July 1988): pp.1-17.
(41) On this and related points, see the essays in the collection edited by Dennis Hirota, Toward a Contemporary
Understanding of Pure Land Buddhism: Creating Shin Buddhist Theology in a Religiously Plural World (Albany,
NY: State University of New York Press, 2000).
(42) See Kenneth Lee, “Comparative Analysis of Shinran’s Shinjin and Calvin’s Faith,” Buddhist-Christian
Studies 24(2004): pp. 171-190.
(43) This is also a theme for intra-Buddhist reflection, besides being one for inter-religious conversation, recalling
the traditional distinction made among the Buddhist traditions between those that espouse meditative praxis as
“self-power” as opposed to the devotional practice that places reliance on “other-power.”
(44) See Dobbins, Jodo Shinshu, p. 67.
(45) See Ama Toshimaro, “Toward a Shin Buddhist Social Ethics,” and Kenneth K. Tanaka, “Ethics in American
Jodo Shinshu: Trans-ethical Responsibility,” in Bloom, ed., Living in Amida’s Universal Vow, pp. 173-188, and
197-213, respectively.
(46) I acknowledge my profound debt of gratitude to my Shin Buddhist friends and colleagues who have invited
me to join them in their group studies and visits to their communities, and have shared with me their struggles and
aspirations in this regard.

In particular, I would like to express gratitude to the members of the circle around

Maruyama Teruo, himself a Nichiren priests but who has gathered around him a group of activist Buddhists from
different traditions, including Shin Pure Land Buddhists such as the late Rev. Suzuki Ryowa and Rev. Sugiura
Myodo, Rev. and Mrs. Tamamitsu Junsho, amd Katsuko, Rev. and Mrs. Isetani Isao and Kuniko, and Dr.
Kawahashi Noriko.

Each one, in various ways, helped me with new insight into Shinran’s vision for liberation.

(47) I describe some of these encounters in Shinran to Seisho no Yomikata; see note 29.
(48) See my ewway, “Uehara Senroku’s Hermeneutic of Shinran: Prospects for Shin Studies,” The Pure Land, n.s.
8-9 (December 1992):pp. 47-63.
(49) Tamura’s studies, enshrined in his award-winning Kamamura Shin-bukkyo Kenkyu (Kyoto: Hozokan, 1969),
and presented in many of his other works published in Japanese, have spawned reactions, both appreciative and
critical, from other scholars of Buddhism, and have generated debates about hongaku shiso and its influence on
Japanese Buddhism.

My monography, Originary Enlightenment: Tendai Hongaku Doctrine and Japanese

Buddhism (Tokyo: International Institute for Advanced Buddhist Studies, 1996), examines Tamura’s work and
outlined some of the key critical points raised by Matsumoto Shiro and Hakamaya Noriaki in the wake of Tamura.
(50) Again, I refer to my Shiran to Seisho no Yomikata for further elaboration of these points.
(51) For a delineation of what some of these practical tasks may involve, see David Korten, The Great Turning:
From Empire to Earth Community (San Francisco: Berrett Koehler Publishers, 2006).

248

第３節

海野論「自己変革して自他共存する浄土真宗」
(Unno, Taitetsu: 1929 – 2014)

第１項

海野大徹の生涯

海野大徹は１９２９年２月５日に、父、海野円了、母、はな
の長男として、北九州小倉にある清浄寺に生まれた。１９３５

海野大徹

年、海野は６才で渡米するが、一家は第二次世界大戦下において、アーカンソー州やカリ
フォルニア州ツールレイクの日系強制収容所に入ることになる。戦後、家族はカリフォル
ニア州に根をおろし、海野はカリフォルニア大学バークレー校の英語専攻を卒業する。バ
ークレー校の在学中に、知り合った鈴木大拙から日本で仏教を学ぶことを勧められ、海野
は東京大学修士課程の後、１９６８年には博士課程を修了する。
イリノイ大学やスミス大学で４０年近く仏教学教授として教鞭に立つ。また、ハワイ大
学マノア校でも客員教授を勤め、日本の文部科学省の研究員として勉学を重ねることにな
る。仏教学者として海野は、浄土教関連の翻訳や学会書籍の編集などを行い、浄土真宗を
英語圏に紹介することに専念した。大轍の代表的な書籍としては、River of Fire, River of
Water: An Introduction to the Pure Land Tradition of Shin Buddhism (1998), Shin Buddhism: Bits
of Rubble Turned into Gold (2002), および Tannisho: A Shin Buddhist Classic (1996) の三冊が
ある。
北米での仏教界における大轍の評価は高く、１９９８年には全米倫理学研究会からアジ
ア系アメリカ人の大学教授を指導して、その人数を増加させたことを評価されて、Ernest
Pon Award を受けている。２００６年には仏教伝道教会 (BDK: Bukkyo Dendo Kyokai) より
仏教教育促進の功績を認められてカルチャー賞が、また、２０１４年には米国仏教大学院
(IBS: The Institute of Buddhist Studies) からプレジデント賞を受賞している。１
海野は単なる仏教・真宗学者だけではなく、彼自身も実家である清浄寺の第１３世とし
て浄土真宗本派本願寺派の僧籍を有しながら、特に北米の教化活動に専念した。スミス大
学引退後は、妻のアリスとともにマサチューセッツ州ノーサンプトン市でノーサンプトン
浄土真宗サンガを形成し、２００７年まで教化活動を行った。
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２０１４年７月にバークレーにある浄土真宗セ
ンターで行われたパシフィック・セミナーを最後
に同年１２月１３日に８５才の生涯を終える。２

本節では、海野大轍の英文による論文および著
作にもとづいて、海野の真宗教学の思想理念を検
IBS プレジデント賞を受ける
海野大徹

証することを目的とする。使用する論文は、
Engaged Pure Land Buddhism (1998) に所収されて

いる Shin Buddhist in the West: The Question of Authenticity と、三冊の著作である River of Fire,
River of Water: An Introduction to the Pure Land Tradition of Shin Buddhism (1998), Shin
Buddhism: Bits of Rubble Turned into Gold (2002), および Tannisho: A Shin Buddhist Classic
(1996)である。

第２項

①

主要な著作とその内容

論文 Shin Buddhism in the West: The Question of Authenticity と著書 Shin Buddhism –

Bits of Rubbles Turn into Gold の考察
海野論文 Shin Buddhism in the West: The Question of Authenticity（「西洋における浄土真
宗：その真実性への疑問」日本語題名は筆者によるもの）は、１９９８年に出版された
Engaged Pure Land Buddhism３ に所収されている。本論文は、ブルームが１９５５年にホノ
ルルにある仏教研究センター (Buddhist Study Center: BSC) で開催された第７回国際真宗
学会 (International Association of Shin Buddhist Studies: IASBS) にて基調講演として述べた
内容をもとに、今後のアメリカにおける真宗教義の課題点を論じたものである。海野論文
は冒頭にて、ブルームの講演内容を以下のように要約している。

日系パイオニアである一世や二世によって培われてきた真宗教義は世界に通じる
救済を説く普遍的教義として、その智慧と慈悲の扉を開けることが必須となっている
とブルームは力説しているが、その目的達成にはいくつかの課題があると提示してい
る。まずは、教団維持の課題として重要な点は、宗教的信仰にもとづいた信者は少な
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く、多くは日系社会や文化のなかで従順に門徒となる場合が大半であり、今後、日系
人の６０パーセント以上が日系以外と結婚する予測から、日系社会内で浄土真宗離れ
が起きることが考えられ、その結果としてこれまでのような門徒数の確保は困難にな
るであろう。
また、教団維持の課題は教義と関係しており、これまでの日本からの開教使は門徒
との関係やアメリカ社会への土着化を重要視し過ぎたため、教義の充実が十分ではな
かった。
ブルームは教義に関する基本的な５つの問題点として、第一に真宗教義を鈴木大拙
に代表される禅の教えや、ユング (C. G. Jung) の心理学・心理療法として説明するこ
とは、真宗を情的でセンチメンタルな個人的な内省に留めてしまうと指摘している。
第二としては、信心獲得という個人的な救済を重んじるばかりに、親鸞が体験した当
時の権力者や教団組織との関係を黙殺している。第三として、権威的宗教のなかで見
られるような反知的主義の傾向がみられる。第四としては、西洋英語圏において真宗
教義を理解した人材の育成が求められる。第五には、来世を重んじ、自己の救いのみ
を説く浄土真宗は西洋英語圏において重要視される社会的倫理の構築を欠落している。

これらのブルームによる西洋英語圏における数々の課題を踏まえて、海野は「公・私と
もの救済の営み」を焦点にして自己の真宗思想を同論文で以下のように展開する。４

西洋英語圏という異文化・異言語における真宗教義はどのように説明すべきか。ア
メリカにおける浄土真宗は深いスピリチュアリティーに根ざし、伝統的理解を重んじ
るべきものである。浄土真宗の教えが生き残るためには、アメリカの信仰生活を豊か
にするために貢献しなければならないのは避けがたい現状である。そのためには、基
礎的な教義の理解を文化変容と照らし合わせて、またアメリカでの宗教状況に合わせ
た教学の樹立が必要となる。
これまでのように日系社会のみで理解された教学体系から非日系社会においても
理解できる教学体系が望まれることになる。その例として、１９３８年につくられた
ニューヨーク仏教会で尽力を施した関法善があげられ、日本宗教の根底を維持しなが
ら早くも人種を超えて真宗布教・伝道が行われた。そこには教団としての組織的な面
ばかりではなく、真宗学としての教義的課題も生まれることになる。
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教義的な課題に移る前に、異文化・異言語における浄土真宗の真実性について、二
通りの方法がある。ひとつは日本からの伝統を重んじながら教化や儀式儀礼をアメリ
カ式に改良する方法、ふたつには現地の人々の精神的、倫理的、また社会的視点から
アメリカ社会に根ざした浄土真宗を再構成して確立する方法である。
今後の北米における浄土真宗はアメリカ社会との関わりを無視して発展すること
は不可能であり、オーソドックスなる伝統宗学を軸として、アメリカ社会問題といか
に対応し解釈、説明を行うかの両翼のなかで今後のアメリカ教学の展開が望まれるこ
とになる。アメリカ教学の展開には、言うまでも一千年を超えたアジア文明と西洋文
明の優劣を越えて、それぞれの価値観の融合によって自己と社会にとって意義あるも
のが構築されるであろう。今日のアメリカ社会が直面している問題について、著明な
アメリカ社会学者であるロバート・ベラー (Robert Bellah, 1927 – 2013)は著書 Habits of
the Heart 『心の習慣：アメリカ個人主義のゆくえ』で以下のように述べている。

自己が真実の主体となるという意味の個人主義は本当に維持できるかどうかは疑
問である。問題は自己満足した個人が社会から身を引いて、個人のゴールを追求す
るのではなく、そのような個人が社会的にも、また個人的にも自己を維持できるか
否かということである。もし維持が困難であるなら、個人主義としての市民性や宗
教性のみが真の個人主義性を維持し、また公的で個人として生き方を育成すること
になるだろう。
〈原文：The question is whether individualism in which the self has become the main form
of reality can really be sustained. What is at issue is not simply whether self-contained
individuals might withdraw from the public sphere to pursue private ends, but whether such
individuals are capable of sustaining either a public or private life.

If this is the danger,

perhaps only the civic and biblical forms of individualism --- forms that see the individual
in relation to a larger whole, a community and a tradition --- are capable of sustaining
genuine individuality and nurturing both public and private life.５ 〉

ここで言われている問題とは、アメリカ社会の構造に崩壊を及ぼしかねない個人主義
のことである。この関係は仏教のおいても同じ課題である。すなわち、個人の救いを重
視しながら、同時に他者と相互依存関係にある個人としての両面を説くことである。こ

252

れは菩薩が上求菩提・下化衆生することであり、また真宗教義においては上讃仏徳・下
化衆生に共通したものであろう。
真宗教義では、念仏に生きることを通して自己実現が為されることになる。名号を称
えることによって、無明の世界に生きる自己が見える「南無」の世界が広がる。阿弥陀
仏の無量光・無量寿によって自己を知り、また他者との関係性を知ることになる。これ
こそが信心体験であり、念仏に生かされることであるといえる。
行き過ぎた個人主義を回避しうるバランスの取れた自己理解は、アメリカ現代社会
の人々にとってチャレンジといえる。というのは日常英語を考えてみると、相互依存関
係の思想に相反する言葉ばかりであるからである。たとえば、『ランダム・ハウス英語
辞典』には「自己(self-)」という言葉の複合語は、およそ１，１００語が記載されている。
それらは、能動的あるいは受動的などちらかの意味合いをもつ「自己」が大半であるが、
どちらでもない、またどちらも含蓄した「中道」の意味合いが必要といえる。
アメリカでの真宗は、これまで日系社会のなかで育まれた土着宗教であったが、現
在は非日系の門徒数も増えるなかで、その交差点に来ているといえよう。アメリカ土壌
のなかで次世代に向けて新芽が育つように「公・私ともの救済への営みが真実なる個人
主義を形成する」という均衡を保ったゴールを達成することで、真宗教義は本当の意味
でアメリカという異文化・異言語の国でようやく市民権を得ることになるであろう。

以上、本論文に関する海野が提示する真宗思想をまとめてみると、以下のようになる。
浄土真宗のアメリカ教学とは、アメリカの宗教事情と文化変容のなかで、深いスピ
リチュアリティーに根ざすべきものである。
非日系社会においても理解できる教学体系の樹立が望まれる。その樹立に関しては、
アメリカ社会との関わりを無視することは不可能であり、基礎的伝統宗学を踏襲し
てのアメリカ教学の展開が必要となる。
社会との関わりにおいて発展するアメリカ真宗教学の内容は、個人の救いを重視し
つつ、同時に他者との相互依存関係の両面を説くことが重要となる。個人主義を尊
び自我を強調する西洋英語圏において他者性の認識と、二元論的志向から中道的志
向への転換は意義深いものといえる。
社会と自己の救済への営みが真実なる個人主義を形成する過程であり、その達成こ
そがアメリカ真宗教学が真の意味で異文化・異言語のアメリカでようやく市民権を
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得ることになる。

また、海野は自著 Shin Buddhism – Bits of Rubbles Turn into Gold (2002) の「後序」６にお
いて浄土真宗について以下のように説明している。

念仏生活によって生かされる感謝が生まれ、充実して生きることができる。
謙虚は念仏者の特徴であるが、自己が罪業深重の存在であることが限りない慈悲の
光に包まれることで知らされ、他者に対しても心が広がることになる。
自己の存在を支えてくれる他者の存在に対して同胞感を抱くことになる。
自然法爾のはたらきによって、念仏者は諸行無常の世を縛られることなく、自由に
生きることができる。

②

著書 Tannisho – Shin Buddhist Classic, Translated by Taitetsu Unno の考察
海野の称名理解は『大経』第１７願と第１８願を踏まえたものであるが、阿弥陀仏から

の呼び声である名号を聞き届けた衆生が他力称名をする行為に力点が見られる。この点に
関して、海野が『歎異抄』の英文注釈書として発行した書籍 Tannisho – Shin Buddhist Classic,
Translated by Taitetsu Unno (1996)７ をもとに、その後半部において記述している「称名」、
「自己変革（Transformation）
」
、「二種深信（Deep Hearing）」の説明部分に着目して、①衆
生が称名をすることによって何が起こるのか、②念仏に生きる意義について、③自己変革
とは何か、
④海野が述べる Deep Hearing とは何を意味するのかについて、以下検証を行う。

衆生が称名するとどうなるか？
称名することは、限りある生命で不完全な存在である自己（南無）が無量寿光の
阿弥陀仏によって支えられていることを肯定することである。称名することは、
そのような自己の存在が大般涅槃を越証する身に自己変革する可能性を意味する。
８

称名（名号を称える）とは、自我を捨て阿弥陀仏に帰依せよという招喚を受け入
れたことを意味する。他力のはたらきによる念仏によって真実の根源を知らされ
るとき、信心が沸き起こり、大般涅槃への正因となる。９
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念仏生活の意義
念仏生活によって人間の限界を知り、阿弥陀仏の限りない智慧を慈悲に育まれた
人生をよろこぶことになる。称名することによって、蔓延した自我と不安の生活
とはまったく異なる他力自然の境地が広がることになる。１０
真の念仏とは第１８願にもとづくものであり、それは限りないいのちに抱かれる
ことによって、我欲から解放されて自然なる生き方が展開されることになる。こ
のことは、自力から他力に向かう第２０願から第１８願への移行といえる。本願
はいのちに限りがあるものが宗教的に心豊かに生きていけることを肯定するもの
である。１１
念仏とは阿弥陀仏の名前、すなわち名号である。それはスピリチャリティーの源
であり、また信仰の対象である。名号は真実からの名乗りであり、深く聞信する
ものへ響くことになる。１２

自己変革（transformation）について
自己変革とは、倫理的ステージ（第１９願）から一般宗教的ステージ（第２０願）、
そして終に真実のステージである第１８願へとスピリチュアリティー変革が完成
されることであるいえる。それは正に人間という限りある finite 的存在が、限り
のない infinite としての阿弥陀仏に支えられているという深い認識が沸き起こる
ことをいう。迷いの世に生きる自我我執の存在が本願のはたらきによって自己現
実へと導かれるものである。このことが親鸞教義の最も肝要なことであり、通仏
教と比べて真宗教義の特殊性といえる。１３
個人が受ける影響は大きく、否定的から肯定的な自己変革が起こりということで、
念仏の持つ意義は大変大きいものである。念仏は仏の智慧と慈悲の宝庫として体
験されることになる。念仏することは、最終的には生きることへの大きな壮大な
肯定といえよう。念仏に生かされるとは心身において、意識や無意識を越えて、
迷いの生死を煩悩具足の衆生が宗教的に解放されることであるといえよう。１４

Deep Hearing について
Deep hearing は「二種深信」の中身であり、それは阿弥陀仏からの信法と衆生か
らの信機である twofold awakening であり、真実の信心に目覚めることである。１５
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この経験を言語化すると、名号「南無阿弥陀仏」が自然と口称となることである。
阿弥陀仏のはたらきによって自己を知ることになる。１６

第３項

自己変革に導く他力のなかの自力の主張

海野は、第１８願による他力念仏を第１９願の諸行念仏、第２０願の自力念仏との比較
において説明しながら、名号を聞信した衆生が称名することによって Deep Hearing（二種
深信）が起こり（すなわち信心獲得）、自己変革が起こると理解している。自己変革につい
ては、
「迷いの世に生きる自我我執の存在が本願のはたらきによって自己変革の現実化へと
導かれる」として、親鸞教義の特徴を捉えている。
この「自己変革 transformation」について角度を変えて見てみよう。海野は論文 ”The
Practice of Jodo-shinshu,”

１７

のなかで「自己変革 transformation」の表現を親鸞の文から次

のように説明している。

自己変革とは「能令瓦礫変成金（よく瓦礫をして変じて金と成さんがごとくせしむ）」
１８１９

という現象が日常生活で起こることである。２０

親鸞は、最も普通の人間が反対の存在である「能令瓦礫変成金」に自己変革でき得る
希望を説いた。２１
名号「南無阿弥陀仏」とは、我執の固まりである私の存在である「南無」が、限りな
い慈悲のはたらきである「阿弥陀仏」によって自己変革することである。２２
念仏を英訳すると、真の人間に成る可能性に導く「呼び声」といえる２３
本願は我執を除き、まったく反対の存在に自己変革させるはたらきがある。すべては
目に見えない他力のはたらきによるものなので、浄土門の教えを易行というが、実際
のところそれは深く崇高なものである。よって経文には「易往無人」と言われている。
２４

海野がいう自己変革 transformation とは、迷いの世に煩悩具足の身で生きる人間が、阿
弥陀仏の智慧と慈悲のはたらきによって、正反対の存在に変えられていくことを「能令瓦
礫変成金」の文言を使って説明している。
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上記にて検証した Tannisho – Shin Buddhist Classic, Translated by Taitetsu Unno (1996)の内
容は、River of Fire, River of Water – Prologue (1998)２５においても確認することができる。

名号、南無阿弥陀仏は、限りある生命の存在が、限りない真実なる生命に目覚めるた
めの名乗りである。如何に己れの努力が勝れたものであっても、究極的には効果のな
いものであり、
そのことに気づくときこそ、他力のはたらきに心が開けることになる。
自力の心は仏法を拒み、我執が仏法を阻み自己防御を取ることになるが、そのうちに
仏法が心身に染み込み、人生において新しい活力が植え付けられることになる。

以上のように、
海野の真宗思想には、衆生による称名に自己変革の可能性が見受けられる。
同論文 ”The Practice of Jodo-shinshu” のなかで、以下のような記載が見られる。

「自力」は聖道門の難行道に喩えられ、「他力」は浄土門の易行道といわれているが、
私は「他力のなかの自力」について考えてみたい。通常、
「自力」とは我執を持つ人間
が目的に向かう意味合いで使われるが、大涅槃への道においては、究極的に効果はな
く、結果は期待できないことを認識する必要がある。また同時に、他力のはたらきの
なかで自力の行いを経験することは、他力のはたらきを認識するうえで重要なことで
あると考える。
「自力」と「他力」の関係を、高波が押し寄せる大海で航海することに喩えてみよ
う。船が進行方向に向かうためには適切な風（他力）を受ける必要がある。そのため
に、船員は様々な仕事（自力）をする必要がある。たとえば、気候状況の把握、卓越
風の速度や海流の動きなどがあげられる。これらは、いわゆる浄土門に入るための準
備段階的なものと言えよう。
しかしながら、すべての準備が整ったからといって船が進行方向に進むとは限らな
い。船の帆があがっても肝心の風を辛抱強く、注意深く待つ必要がある。この風こそ、
人間のコントロールを越えた他力であると言える。順風の風に乗ることで、容易く、
そして迅速に航海を進めることができる。２６

海野の述べる「他力のなかの自力」思想について、そのルーツを思索すると、ひとつの
可能性としては父親であった円了からの影響が考えられる。円了は１９０３年（明治３６
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年）に福岡県小倉の清浄寺の長男として生まれ、京都龍谷大学を卒業後、１９３０年に福
岡に戻り、宗門校である鎮西高等女学院で教鞭を執っている。のち、１９３３年、３１歳
のときに開教使として渡米、バークレー仏教会、サンルイスオビスポ仏教会、ストックト
ン仏教会に駐在した。１９３５年には福岡から妻のはな、長男の大轍、次男の徹雄をスト
ックトンストックトンに呼び寄せている。
第二次世界大戦が始まると、海野一家は日系強制収容所に送られ、ローワー収容所を経
て、ツールレイク収容所で暮らすことになる。戦後は、メリズビル仏教会（４５年から４
８年）、グアダルーペ仏教会（４８年から６０年）での駐在を経て、最後の１０年間は洗心
仏教会で開教使生活を終えている。２７
円了は福岡県小倉の出身であることから、鎮西義の弁長（1162 – 1238）の影響を受けた
可能性は高いと考える。よって円了の長男である大轍も父親の鎮西義を幼いころから耳に
していたことは想像できる。

弁長は『浄土宗名目問答』において、「他力とは、全く他力を憑み一分自力無しと云う
事、道理然るべからず」２８と述べており、全分他力を認めずに、他力のなかに一分の自力
を説いている。海野はこの弁長の主張のごとく、衆生の浄土往生への行いを他力のなかの
一分の自力であると位置づけている。すなはち、先述にて検証したように海野が主張する
衆生が他力念仏を称えることによって、自己変革 transformation が起こるという理論であ
る。
浅井成海はこの弁長の他力観について、「仏願相応の他力説」と呼び、また先学の研究
においては、
「助縁他力説」として紹介している。２９ このような他力説の根底には、凡夫
に仏性を認め、真実心を認めていく弁長の人間観が影響しているといえよう。
弁長は善導や法然を踏襲して、「善導所立の一向専修は、広大慈悲の支度を構へ、正義
正理の方便を設け、末代愚鈍の衆生に与へたまへる決定往生の要法なり」
（『徹選択』）３０と
述べ、また「鈍根少智の者の一戒をも持たず、破戒無慚の者・・・十悪五逆を造りし人も
仏の浄戒を忽に破りし人も」
（『念仏名義集』）３１と記述しているように、機根が劣り鈍根
破戒の人々の救いをあきらかにする本願の誓いが強調される。
仏性の問題に関して、弁長は「一切衆生同じく仏性を備ふ」（『浄土宗要集』）に述べて
いるように、一切衆生悉有仏性の立場を明示し、聖道門も浄土門の機根上では相違はない
と説示している。また、一切衆生の仏性を認めるだけではなく、衆生と仏も「心の一法よ
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り一切衆生は出来るなり。其の各々の心を法性真如の心の一法と云うなり。故に衆生と仏
と唯是れ一心なり」
（『浄土宗要集』）３２として、衆生と仏もこころの一法において同じで
あると言及している。
このように弁長の他力観は、全分他力を認めずに、他力のなかに一分の自力を認める。
また、人間観としては浄土門における愚鈍、破戒の人間の救いを説き、逆謗の救いをも肯
定し、本願力による三心具足の称名専修の生活によって、限りなく真実に近づく可能性を
人間の内部に認めていくものであるといえる。
海野が展開する他力称名の生活のなかで衆生が「能令瓦礫変成金」にように自己変革
transformation する論理の原点には、浄土宗鎮西派弁長の教学が布石となった可能性は高い
と考えられる。

北米における真宗学者として２０世紀を生きた海野大徹の真宗思想について、Engaged
Pure Land Buddhism (1998) に所収されている海野論文、Shin Buddhist in the West: The
Question of Authenticity と、三冊の著作である River of Fire, River of Water: An Introduction to
the Pure Land Tradition of Shin Buddhism (1998), Shin Buddhism: Bits of Rubble Turned into Gold
(2002), および Tannisho: A Shin Buddhist Classic (1996)を文献対象として検証を行った。そ
の結果、海野の真宗思想をひと言で表現するなら、
「自己変革して自他共存する浄土真宗」
といえよう。
海野が今日の北米における真宗教学に残した影響は大いなるものであり、今後において
も参考とされ、また更なる研究の対象になることは疑いの余地がない事実である。
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【資料：海野大轍

死亡記事】

【資料１】 https://rkpayne.wordpress.com/(accessed on 04-10-2016)
Rev. Dr. Taitetsu Unno, 1929–2014 PASSING (Posted on December 14, 2014 by rkpayne)
We are saddened to announce the death of Rev. Dr. Taitetsu Unno, a colleague to many in the
world of Buddhist studies, and to many of us a friend as well. The family has requested privacy at
this time, and we ask that you respect their wishes.
A funeral service is being planned, and it will be held at the Berkeley Buddhist Temple, Rev. Dr.
Matsumoto presiding. The date and time have yet to be announced. A follow up to this
announcement will be made. The family have suggested that, rather than sending flowers, academic
colleagues and friends who wish to express their respect and appreciation make a donation in his
memory to the Institute of Buddhist Studies. Please address any donations to the attention of
Richard K. Payne, Dean, Institute of Buddhist Studies, 2140 Durant Avenue, Berkeley CA 94704,
USA.

Any personal communications that you wish to share with the family may be sent to Rev. Ronald
Kobata, Buddhist Church of San Francisco, 1881 Pine Street, San Francisco, CA 94109.

I would just like to add a personal note—in my experience Tai and his wife Alice were always kind
and gracious. They made me feel welcome several times in venues where I was otherwise a
newcomer, and thus made my participation there more comfortable. Tai also encouraged me to
work to contribute to the academic study of Shin and Pure Land, and to strengthen the scholarly
activities of the International Association of Shin Buddhist Studies.

Tai’s son Mark prepared the following short biography, which we would like to share with you:

Rev. Dr. Taitetsu Unno completed his life journey on Saturday, Dec 13, 2014. To the very end, he
was fully aware and at peace, saying, “Thank you for everything, Namu Amida Butsu,” and when
he could no longer speak, simply putting his palms together in gassho. His family and close friends
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who came to visit in his last days and hours experienced the deep joy of being with him and
chanting together, immersed in the rhythms of boundless compassion. He received the remarkably
good fortune, the great gift of the Dharma, of the life of Namu Amida Butsu, which he was able to
share with so many.

He was born in Shojoji temple in Kokura, in the city of Kita-Kyushu, February 5, 1929, the son of
Rev. Enryo Unno and Mrs. Hana Unno, the first of five siblings. He arrived in the U.S. in 1935 at
the age of six, went through the turbulent years of the Pacific War when he and his family were put
into internment camps, first at Rohwer, Arkansas, then at Tule Lake, California. After the war, his
family settled in California, where he eventually graduated from the University of California,
Berkeley, with a bachelor’s degree in English literature. Well into his eighties, he could recite
Chaucer in the original Middle English. It was at the end of his career at Berkeley that he met D. T.
Suzuki who encouraged him to study Buddhism in Japan, and Taitetsu Unno went on to receive his
M.A. and Ph.D. in Buddhist Studies at Tokyo University in 1968.

For the next forty years, he taught in the field of Buddhist studies, first at the University of Illinois
at Urbana-Champaign, then for the next thirty-seven years at Smith College, where he served as
Department Chair, and was Jill Ker Conway Professor of World Religions. He was also a Visiting
Professor at the University of Hawai’i at Manoa, and a Japanese Ministry of Education Fellow in
Kyoto, Japan. He was the author, translator, and editor of numerous academic volumes and articles,
but he is perhaps best known for his two works introducing Shin Buddhism to English-language
audiences, River of Fire, River of Water: An Introduction to the Pure Land Tradition of Shin
Buddhism (1998), and Shin Buddhism: Bits of Rubble Turned into Gold (2002), as well as his
translation, Tannisho: A Shin Buddhist Classic (1996).

He was the recipient of the Ernest Pon Award of the National Association for Ethnic Studies, for
his efforts to increase and retain Asian American faculty among the Five Colleges (1998), the
Cultural Award for the Promotion of Buddhism, of the Society for the Promotion of Buddhism
(Bukkyo Dendo Kyokai)(2006), and the inaugural President’s Award of the Institute for Buddhist
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Studies (2014). In addition, he was also a fourth-degree black belt in Aikido, and was the translator
and author of the “Foreword” for The Spirit of Aikido by Kisshomaru Ueshiba (1984).

Although prolific as a scholar, his passion was always in teaching and working with his students,
many whose lives he helped to transform. Although passionate as a college professor, his calling
was as a Buddhist minister, ordained in the tradition of Shin Buddhism at Nishi Honganji, as the
thirteenth-generation Shin priest in his family. He devoted his career to working with Shin temples,
Buddhist centers, and Buddhist groups in North America and elsewhere, as much as he did to make
contributions in academia. After retiring from Smith College, he and his wife Alice founded the
Northampton Shin Buddhist Sangha in Northampton, Massachusetts, which they led until 2007.

For the last seven years of his life, he, his wife, and their beloved dog Metta, a Lhasa Apso, spent
their lives with their son Mark and his wife Megumi in Eugene, Oregon, where they continued the
work of the BuddhaDharma as a family, leading events in Hawaii, California, and Eugene. His last
public appearance was at the Pacific Seminar, held at the Berkeley Buddhist Temple and the Jodo
Shinshu Center in Berkeley, California, in July 2014.

With a twinkle in his eye, sharp sense of humor, gentle spirit, and compassionate presence, he left
an indelible impression on those who came to know him through his work in all arenas. He is
survived by his wife Alice, a retired schoolteacher and Buddhist teacher in her own right; son Mark,
the fourteenth-generation Shin minister in his family and also a scholar of Buddhism;
daughter-in-law Megumi, a teacher of the Japanese Way of Tea in the Urasenke School; and of
course, dog Metta, who truly embodies her Buddhist name, “Loving Kindness.”
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【資料２】https://tricycle.org/trikedaily/taitetsu-unno-shin-buddhist-scholar-and-minister-dies-85/
(Accessed on 04-10-2016)

Taitetsu Unno, Shin Buddhist Scholar and Minister, Dies at 85 (posted on December 15,
2014)
Rev. Dr. Taitetsu Unno—one of the world's preeminent scholars of Jodo Shinshu (Shin)
Buddhism and a longtime minister in that tradition—passed away on Saturday, December 13.
He was 85 years old.

Unno's final moments were spent surrounded by friends and family, including his son Mark,
who describes his father's enduring equanimity and gratitude:
To the very end, he was fully aware and at peace, saying, 'Thank you for everything, Namu
Amida Butsu [Buddha],' and when he could no longer speak, simply putting his palms together
in gassho. His family and close friends who came to visit in his last days and hours experienced
the deep joy of being with him and chanting together, immersed in the rhythms of boundless
compassion.

As stated in Mark's recently released obituary, a summary of which follows, Taitetsu Unno was
the eldest son of a Shin Buddhist minister. Born in the city of Kita-Kyushu, in Western Japan,
he immigrated to the United States in 1935, at the age of six. During World War II, he and his
family were forced to live in internment camps in both Rohwer, Arkansas and Tule Lake,
California. Once the war was over, his family moved to California, where Unno would later
study English literature at UC Berkeley. He went on to receive his MA and PhD in Buddhist
Studies at Tokyo University in 1968.

Unno then taught Buddhist studies for 40 years, initially at the University of Illinois at
Urbana-Champaign, then for 37 years at Smith College. He made remarkable contributions to
Buddhist scholarship over that period, including two landmark works on Shin Buddhism:
River of Fire, River of Water: An Introduction to the Pure Land Tradition of Shin Buddhism
(1998) and Shin Buddhism: Bits of Rubble Turned into Gold (2002).
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Alongside these academic pursuits, Unno ordained as a minister in the Shin tradition of Pure
Land Buddhism and later served at Senshin Buddhist Temple in Los Angeles, CA. Once he
retired from teaching, Taitetsu and his wife, Alice, opened the Northampton Shin Buddhist
Sangha in Northampton, Massachusetts, which they directed until 2007.

In an interview with Tricycle five years ago, Unno drew upon a popular Shin poem to make a
statement about the illusory separation that arises during the act of remembrance. In the wake
of Unno's death, we can read the statement, perhaps, as an instruction from this eminent
teacher on how best to grieve his own passing:

A very famous teacher passed away and left

this poem: 'If you miss me, say "Namu Amida Butsu," for I too live in the nembutsu [nondual
light of the Buddha].

In other words, if you have any questions about death or dying or where

I am, say 'Namu Amida Butsu,' and that’s where I am.

And you will also realize that’s where

you are too.
—Ed.
[Image: Taitetsu Unno, 1995. The image appeared in the Summer 1995 edition of Tricycle]

【資料３】Wheel of Dharma, February 2015 issue, Volume 41, Issue 2, p.1
On January 3, 2015 at the Berkeley Buddhist Temple, a memorial service was held for the late Rev.
Dr. Taitetsu Unno. It was officiated by Rev. David Ryoe Matsumoto and attended by over 200
people, including approximately 28 ministers and their spouses. A poignant rendition of Rennyo
Shonin’s Letter on the White Ashes, translated by Rev. Dr. Unno himself, was read, and a moving
Dharma message was delivered by Buddhist Churches of America Bishop, Rev. Kodo Umezu.
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Wheel of Dharma, September 2014, Volume 40, Issue 9 (Berkeley: Buddhist Churches of America), p.1. (原文：
Rev. Dr. Taitetsu Unno, distinguished minister, scholar, translator and author, received the first Institute of Buddhist
Studies (IBS) President’s Award during the opening ceremonies at the Pacific Seminar – 21st century, held July 4 –
6, 2014 at the Berkeley Buddhist Temple. The award was presented by Rev. Kodo Umezu, Bishop of the Buddhist
Churches of American (BCA) and President of IBS. Rev. Dr. Unno is widely recognized for playing a major role
in cultivating a broader appreciation of Shin Buddhism in America and inspiring and guiding new generations of
scholars and ministerial leader. He was responsible for laying the foundation for many of the educational program
conducted by the BCA and IBS.)
２
参考資料：https://rkpayne.wordpress.com/(accessed on 04-10-2016);
https://tricycle.org/trikedaily/taitetsu-unno-shin-buddhist-scholar-and-minister-dies-85/ (Accessed on 04-10-2016);
Wheel of Dharma, February 2015, Volume 41, Issue 2 (Berkeley, Buddhist Churches of America), pp.1 and 6. 内容
については資料を参照。
３
Engaged Pure Land Buddhism, edited by Kenneth K. Tanaka and Eisho Nasu (U.S.A.: WisdomOcean
Publication, 1998), pp.3-26.
４
Taitetsu Unno, “Shin Buddhism in the West: The Question of Authenticity,” in Engaged Pure Land Buddhism,
edited by Kenneth K. Tanaka and Eisho Nasu (U.S.A.: WisdomOcean Publication, 1998), pp.3-26. 原文は以下の
通り。
How did Buddhism transcend the linguistic, cultural, and ethnic boundaries and spread throughout the Asian
continent? It did so by affirming its deep spiritual roots but at the same time acculturating itself to indigenous
cultures. The Buddha Dharma did not remain static; it confronted new challenges and struggled to respond
appropriately. Shin Buddhism in American must also be grounded in its deep spirituality and cherish its proud
tradition, but at the same time it must look beyond itself and interact with the wider society. This is imperative
if Shin Buddhism is not only to survive but to make a contribution to enriching American religious life.
The Buddhist Churches located in areas of large Japanese American population, such as Southern California,
may choose to remain ethnically oriented for the time beings, but eventually there, too, will have to open their
doors to seekers of all ethnic backgrounds. The Buddhist Church without such a population is compelled now
to open its doors to all people, or else face extinction in the very near future. This is being taken up as a serious
agenda by the New York Buddhist Church, founded in 1937 by Rev. Hozen Seki and located in a prime area in
Manhattan. Beginning in early 1998, members have begun a series of symposia to discuss the future of the
Buddhist Church, centered around two basic poles. First, the ethnic Japanese roots will be cherished and
maintained, but at the same time the Sangha will welcome into its fold anyone interested, regardless of race,
color or ethnicity. In order to proceed with this forward movement the Sangha faces a challenge that is not only
institutional but also doctrinal, a fact that will question some basic assumptions in Shishū-gaku.
Before discussing the doctrinal challenges, let us address the issue of maintaining authenticity of Shin
Buddhism in a new land. They can choose to move in one of two directions: transmit the traditional practices,
teachings, and rituals from Japan as they are to America, or establish authentic Shin Buddhism rooted in
American soil, responding to spiritual, ethical and social needs of the people.
An authentic Shin Buddhism, born on the American soil, will inherit the basic principles of Mahayana
Buddhism and the Japanese tradition, but at the same time it will respond to the needs of contemporary America.
This, needless to say, will require tremendous effort and dedication, for the doctrinal transformation necessary
will involved the meeting of Asian and Western values cultivated respectively over thousands of years of history.
The focus is not on whether one is desirable or even superior to the other but on an intercultural dynamics that
many produce a more sensible, meaningful understanding of self and the world than anything offered today. It
may, for example, contributes to answering one of the major crises facing American society as summed up by
Robert Bellah and his colleagues in their collaborative venture, Habits of the Heart:
The problem addressed here is the excessive individualism that destroys the fabric of American life at the
expense of the public good. This is also a challenge for Buddhism which stresses individual awakening on the
one hand and advocates the interdependent nature of all life on the other. This tension exists in the bodhisattva
ideal between ascent, the quest for supreme enlightenment, and descent, the compassionate action on behalf of
suffering beings. An authentic Shin Buddhism will have to grapple with this question, among others, and
suggest ways in which the two poles can be integrated.
In Shin Buddhism we find a practical, lived expression in which the relational self is realized through living
the nembutsu. In the saying of manu-amida-butsu, namu is the isolated self which is lost, directionless and
confused. But within the boundless compassion of Immeasurable Light and Life that is amida-butsu, one finds
１
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onself, gains a sense of unique individuality interrelated and interconnected with all life. This is the
fundamental experience of shinjin, living the nembutsu.
The balanced self-understanding which avoids the extremes of excessive individualism is a challenge for
contemporary people. It is a real challenge because of the simple fact that everyday English language goes
against the idea of interdependence. We notice, for example, the preponderance of self-reflexive words in our
vocabulary which supports the delusional “I” as the center of life. The Random House Dictionary of the
English Language lists approximately 1,100 compounds using self, beginning with “self-abhorrence” and ending
with “self-wrong.” Moreover, the active and passive voices also focus on the “self,” whether it suggests
controlling one’s destiny in the passive voice. What we need is a “middle” voice that is not centered on either
the self or the other but on the integration of the two.
Shin Buddhism in America began as an ethnic religion due to historical necessity but now its existence is at a
crossroads --- either die a slow death, or be reborn on American soil, constantly growing new shoots. It the
Shin teaching can make even a small contribution towards fulfilling the goal of balancing “genuine individuality
and nurturing both public and private life,” then Shin Buddhism will truly become a part of the American
landscape.
５
Robert N. Bellah, Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler, and Steven M. Tipton, Habits of the
Heart: Individualism and commitment in American Life (New York: Harper and Row, 1985), p.143.
６
Taitetsu Unno, Shin Buddhism – Bits of Rubbles Turn into Gold (New York: Doubleday, 2002), pp.227-228.
（原文： Living the Nembutsu means to live each moment fully and dynamically./ This means to be grateful to all
the countless seen and unseen forces that constitute our interdependent and interconnected world./ Humility
characterizes the person of nembutsu, a humility born from the awareness of karmic limitations illuminated by and
enfolded in the light of boundless compassion./ The sense of humility opens up our hearts and minds to all sentient
and insentient existence, enabling us to converse even with a single wildflower or a single wayside rock./ This is
the life of compassion, born from an expansive sense of oneness with all beings but directed especially to those
who are lonely, sickly, tired, and abandoned by the world./ This way of naturalness and spontaneity responds
creatively to the ever-shifting parameters of life./ The persons of nembutsu thus live in unbounded freedom, always
protected by Buddha and bodhisattvas.）
７
Taitetsu Unno, Tannisho: A Shin Buddhist Classic, translated by Taitetsu Unno (Honolulu: Buddhist Study
Center Press, 1996), pp.37-66.
８
Ibid., p.38.（原文： The saying of nembutsu affirms that this limited self, “namu” --- imperfect, fallible and
mortal self --- is sustained by “amida-butsu,” unlimited, boundless Light and Life. This nembutsu,
“Namu-amida-butsu,” as an unified experience, coming from the depth of life itself, grasps us and transforms us,
enabling us to awaken to ultimate reality. Here it must be realized that in Buddhist understanding neither the “self”
nor the “Buddha” is a fixed, static object; rather, each is a fluid aspect of dynamic reality that is constantly
becoming. Because nothing is fixed or final, the limited, imperfect self, just as it is, can be transformed into a
being of supreme enlightenment. Such is the wonder of Buddhism.）
９
Ibid., p.61.（原文： The saying of “Namu-amida-butsu” is called a mandate from the Buddha to give up the
ego-self and entrust the self to Amida Buddha. One then becomes free of self-clinging and attunes oneself to the
fundamental life pulsating throughout the universe. Since the initiative comes from Other Power, the nembutsu is
understood as the self-articulation of fundamental reality, reaching us through the words, Namu-amida-butsu.
When this is realized in a person, shinjin or true entrusting is born to become the primary cause leading to supreme
enlightenment.）
１０
Ibid., pp.39-40.（原文： Living the nembutsu with full awareness of human limitedness leads us not to
denigrate but to celebrate life within the boundless wisdom and compassion of Amida Buddha. The nembutsu
enables us to lead a natural, spontaneous life in direct contrast to our normal life, filled with self-centered
calculations and anxieties. As mature human beings, we all aspire to the ethical life. The stage of the 19th vow
encourages good conduct, moral rectitude, religious piety and adherence to scripture. But when one is made to
realize that even the highest good may be tainted by egoistic concerns and that religious piety may simply be
self-serving, one is ready to move into the world of the 20th vow. Here reliance on self-generated power is
abandoned, and one embraces the sole practice of nembutsu as the working of Other Power. All other religious
disciples, such as observing monastic vows, meditative endeavors, and various religious rituals, are regarded as
superfluous. Recitative nembutsu alone is considered to be meaningful and productive. But even such a practice
can unconsciously fall into the trap of merit accumulation based on self-power. It then becomes another form of
ego-assertion that obstructs the working of Other Power. As a result, a person is subject to unease and anxiety.）
１１
Ibid.（原文： The true nembutsu come to life in the 18th vow, when unlimited life realizes itself in a person, and
what person embodies the universe of the 18th vow. That is, a limited being becomes liberated from entrapment in
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self-delusion and manifests life that is most natural and spontaneous. Although the passage from the 20th vow to
the 18th vow is closed to the designs of self-power, the compassion of the Buddha reaches down into the world of
the 20th vow to touch all beings. The Primal Vow, thus, affirms the limited self as inseparable from unlimited life
at every moment of life; and when our karmic life becomes exhausted, we become one with boundless life in all its
richness and manifestations.）
１２
Ibid., p.46.（原文： The nembutsu is the Sacred name (myogo), the source of spirituality and focus of
devotional life. Fundamentally, the Sacred Name is the self-articulation of basic reality, expressing itself in
language that makes it accessible to anyone who has the ability to hear deeply. Since the Sacred Name is neither a
concept to be understood nor a proposition to be figured out, anyone, at anytime, under any circumstance can call
on the Name.）
１３
Ibid., p.41.（原文： In sum, the transformation through the ethical stage (19th vow) to the self-generated
religious stage (20th vow) and finally to the truly accomplished stage (18th vow) shows the evolution of spirituality
which continues as an ever deepening awareness of the finite (human beings) sustained by the infinite (Amida
Buddha). At the core of this transformation is the penetrating insight into the delusions of the ego-self, born from
the unfathomable darkness of ignorance, and brought to full realization through the working of the Primal Vow.
The focus is on the unlimited and boundless self --- which touches every phrase of human life. Having described
the essential of Shinran’s teaching, we now turn to highlight its significant features which make it a unique
expression of the Buddha Dharma.）
１４
Ibid.（原文： The nembutsu is truly meaningful only in so far as it has a personal impact, completely
transforming one’s life from negative to positive. The nembutsu is experienced as the repository of accumulated
Buddhist wisdom and compassion. The saying of nembutsu ultimately becomes the grand affirmation of life itself.
Since living the nembutsu transforms body and mind, conscious and unconscious, from the depth of blind passion,
the foolish being attains liberation in the very midst of samsaric existence.）
１５
Ibid., pp.42-43.（原文: Deep hearing leads to a twofold awakening: appreciating the boundless compassion of
Amida, and simultaneously seeking into the bottomless depth of blind passion.・・・p.43 “Deep hearing of the
Dharma” means embodying the Buddha Dharma, and experiential awakening of the total self, conscious and
unconscious, mind and body. Deep hearing, synonymous with true and awakening.）
１６
Ibid., p.45.（原文： In everyday life whenever we experience our human limitation in outbursts of anger,
jealousy, hatred, lust and fear, it is the Buddha Dharma that reveals their true reality to us, making them transparent
and showing us the unlimited life that flows below them. When this experience is verbalized, the spontaneous
saying the Namu-amida-butsu occurs. The awakening to the limited self (namu) is made possible by the working
of unlimited life and life (amda-butsu).）
１７
”The Practice of Jodo-shinshu,” in Living in Amida’s Universal Vow, edited by Alfred Bloom (Indiana: World
Wisdom, Inc., 2004), pp.63-71.
１８
『浄真全』p.39.
１９
『唯信鈔文意』、『浄真全』p.699.
２０
”The Practice of Jodo-shinshu,” in Living in Amida’s Universal Vow, edited by Alfred Bloom (Indiana: World
Wisdom, Inc., 2004), p.65.（原文： All should be transformed into a source of vibrant life, deep wisdom, and
compassionate living. On the everyday level of experience, Shin Buddhists speak of this transformation as “bits
of rubbles turn into gold.”）
２１
Ibid., p.71.（原文： Shinran gives hope that the most foolish being, lost and confused, can be transformed into
its opposite, for the power of boundless compassion can make “bits of rubbles turn into gold.”）
２２
Ibid., p.66.（原文： Namu-Amida-Butsu…It consists of two parts integrated as one: the being of self-enclosure
and deep egocentricity, symbolized by namu, illuminated and transformed by boundless compassion, amida-butsu.）
２３
Ibid.（原文： If I were to translate nembutsu into English, it would be the “Name-that-calls,” for it calls us to
awaken to our fullest potential to become true, real, and sincere human beings.）
２４
Ibid., p.69.（原文： This is where the working of boundless compassion in the form of the Primal Vow comes to
nullify the ego-self and transform it into its opposite. Since all the work is done by the invisible Other Power, the
path of Pure Land is deemed the Easy Path, but to experience this in all its depth and height is another matter.
Hence the scriptures remind us that, “The path is easy but few are those who take it.”）
２５
Taitetsu Unno, River of Fire – River of Water (New York: Doubleday, 1998), pp. 28, 43, 45.（原文：The
fundamental purpose of the Name as namu-amida-butsu is awakening to the incomparable worth of this
unrepeatable life, this limited, finite life that is inseparable from boundless, infinite life. When one’s religious
practice, no matter how committed and dedicated, becomes ineffectual and unproductive, self-power has reached a
dead end. It is at this time that the self is opened up to the working of Other Power that is all-pervasive and
all-sustaining. Self-power rejects the teaching of the Buddha as irrelevant and meaningless for our everyday life.
As long as self-power is alive and well, the ego-self resists the Buddha Dharma, putting up all kinds of defenses.
But sooner or later, the time will come when we will all realize the bankruptcy of self-power. When we do so, the
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dharma will seep into our body and mind to infuse a new and vital sense of life in us.）
２６
Ibid., p.69.（原文： While self-power is identified with the difficult path of Sages and Other Power with the
easy path of Pure Land, our concern is with the existence of self-power within Other Power. That is, self-power is
the natural inclination to assert the power of the ego-self to reach a goal, but it is necessary to realize that ultimately
it is ineffectual and fruitless on the path of supreme enlightenment. Yet at the same time, it is a necessary stage on
the path where self-power is also appreciated, in reflection, as the working of Other Power. The proper relationship
to these two terms may be illustrated by the example of sailing on the high seas. In order for the sailboat to catch
the wind (Other Power), the sailor must first undertake a variety of tasks (self-power). The sails, of course, must
be put up, but countless unseen preparations are studying the weather forecasts, judging the prevailing wind
velocity and the movements of the ocean currents, mastering the use of various navigational tools. All this require
time, effort, and hard work, similar to the preliminary work required on the Pure Land path. All this preparation,
however, will not move the ship. When all preparations have been completed and the sail have been hoisted, one
must now wait with patience and alertness for the wind to blow. Such a state of waiting is required, for the wind
of Other Power is beyond human control. When the wind does blow, however, the sailboat is ready to cruise
effortless on the high seas with lightness and alacrity.）
２７
参考資料：Prajna Senshin-ji, Vol. XLXXII #8, August 2016, pp.2-3.
２８
『浄土宗全書』10 巻, p.410.
２９
浅井成海『浄土教入門』（石川印刷、2007 年）p.266-270. 参考文献として以下記載されている。杉紫
朗『二河譬の三家観』
（新編真宗全書教義編２０巻、pp.735-790. 同氏『浄土三派の他力論』pp.31-44, 稲
城選恵『他力本願論』pp.306-313, 梯實円『法然教学の研究』pp.343-347.
３０
『浄土宗全書』7 巻, p.89.
３１
『浄土宗全書』10 巻, p.367.
３２
『浄土宗全書』10 巻, p.156, p.225.
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第４節 ブルーム論「浄土真宗と社会性」
(Bloom, Alfred: 1926 – 2017)

本節では、これまでアルフレッド・ブルーム（Alfred Bloom;

アルフレッド・ブルーム

1926 - 2017）に関する論文が無いなか、かれの著作および論文にもとづいて、ブルームの
真宗思想について考察するものである。プロテスタント原理主義から浄土真宗への改宗経
験を踏まえながら、また西洋英語圏の文脈化のなかで形成されたブルームの宗教多元観に
おける親鸞教義の受容の可能性は、真宗の社会性（Social Consciousness）という思想に集
約できると考えられる。１

第１項 ブルームの生涯

アルフレッド・ブルーム（Alfred Bloom; 1926 - 2017）は、１９２６年１１月９日にアメ
リカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに、ユダヤ人家庭の四人兄弟の末っ子とし
て誕生する。父親は無宗教であったが、母親はバブティスト派のキリスト教徒として、ブ
ルームに厳しい宗教教育を施した。その影響を受けて、ブルームはルターの伝統を引くプ
ロテスタントの宗教教育を受ける。高校卒業と同時に、軍隊に入隊し、兵役中に日本語教
育を受けて、１９４６年の６ヶ月間、日本に駐留し、１９４７年１０月に除隊している。
駐留中に、鷺ノ宮教会を訪問し、パウロの恩寵について話した際に、通訳をしたルター
派の山本牧師から「阿弥陀」２ という言葉を耳にする。それ以来、「阿弥陀」の名前はブ
ルームの脳裏に刻まれ、阿弥陀仏に対して興味を持つことになる。アメリカ帰国後、ブル
ームは宣教師になるために神学校へ進学する。
ブルームが果たした西洋英語圏における浄土真宗への貢献をひと言で言えば、
「親鸞教義
の西洋における解釈」であると言える。徳永一道は「ブルーム博士といえば、海外の浄土
真宗研究者の名を列記するとき、その筆頭に挙げなければならぬほどの存在であり、ハワ
イの妙好人である」３と述べている。親鸞教義を聖教にもとづいて、多数の書籍・論文お
よびインターネットを通して英語圏に発信し、ややもすれば、海外の日系人による民族的
宗教に留まってしまった親鸞教義を世界宗教の舞台に引き上げることによって、異言語・
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異文化を超えて教義の普遍性を解明し、浄土真宗は宗教多元社会に向かって解放され、ま
た社会に生きる人々に理解される可能性が期待できることを言及した。
ブルームは２０１６年に、米国仏教大学院からプレジデント賞を授与され、翌年２０１
７年８月２５日に往生を遂げる。以下は米国仏教団（BCA）が毎月発行する『法輪』（英
語名は Wheel of Dharma）第３８巻・第４集に記載された記事である。

Wheel of Dharma, Volume 38, Issue 4 (April, 2016)４
IBS President’s Award Presented to Dr. Alfred Bloom
By Rev. Dr. David Matsumoto, Provost, Institute of Buddhist Studies
The Institute of Buddhist Studies (IBS) has presented Dr. Alfred Bloom, distinguished scholar,
educator, and author, with the third Institute of Buddhist Studies President’s Award for his scholarly
contributions of the greater contributions to the greater understanding and appreciation of the
history, practice, and thought of Shin Buddhism. Dr. Bloom was given the award on March 10,
2016 at the Kailua Hongwanji Buddhist Temple in Kailua, Hawaii by IBS Provost Rev. David
Matsumoto, on behalf of IBS and its President, Rev. Kodo Umezu.
Dr. Bloom is widely recognized for his important role in cultivating a broader appreciation of
Shin Buddhism in America and advancing the field of Shin Buddhist Studies throughout the world.
He received his Ph.D. from Harvard University, and taught World Religious and Buddhism at the
University of Oregon and the University of Hawaii for twenty-six years.

In 1986, Dr. Bloom,

already Professor Emeritus at the University of Hawaii, received the appointment of Dean at IBS.
As Dean and Hongwanji Professor of Shin Buddhism, Dr. Bloom guided IBS as it joined the
Graduate Theological Union in Berkeley, California as an
affiliated educational center.

He was instrumental in

developing Master’s Degree program in the study of Buddhism
and Shin Buddhism, in particular, refining a graduate-level
curriculum in Shin Buddhist Studies.
Professor until 1994.

He served as Dean and

After his retirement, Dr. Bloom returned

to Hawaii where he has remained active in teaching and writing.
Dr. Bloom is the third recipient of the prestigious IBS
President’s Award. Previous recipients were Dr. Taitetsu Unno
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IBS プレジデント賞を受ける
アルフレッド・ブルーム

(2014) and Dr. Lewis Lancaster (2015).

It is indeed appropriate that this honor comes during the

fiftieth year of IBS’ existence as a seminary and graduate school. As the well-known Buddhist
magazine Tricycle: The Buddhist Review has stated, “Bloom is widely regarded as one of the most
important American figures of the past five decades in the Jodo Shin school of Buddhism.”
The President, Board of Trustees, faculty, staff and students of IBS join together in expressing
their respect and gratitude to Dr. Alfred Bloom for his many contributions to IBS and the
understanding of Jodo Shinshu throughout the world.

【作者による日本語要約】ブルーム博士は２０１６年３月１０日、ハワイ州カイルワ本
願寺にて米国仏教大学院（IBS）総長・梅津広道、同学長・松本デイビットからＩＢＳプ
レジデント賞を授与された。これは、博士が１９８６年から長年にわたりＩＢＳ学部長と
して浄土真宗の教育（特にアメリカにおける）、また学者として多岐にわたる執筆活動をし
たことに対して贈られたものである。博士はバーバード大学で親鸞教義に関する論文によ
って博士号を取得し、仏教と諸宗教に関する比較宗教をオレゴン大学、ハワイ大学で教え
た。ＩＢＳ学部長として、バークレーにある宗教連盟学校にＩＢＳを参入させ、浄土真宗
を広くアメリカ社会に紹介することに尽力を注いだ。
今回、ブルーム博士に授与されたＩＢＳプレジデント賞は、２０１４年の海野大轍博士、
２０１５年のルイス・ランキャスター博士（Dr. Lewis Lancaster）に次ぐ３番目である。ア
メリカの仏教雑誌である『トライサイクル（Tricycle）』はブルーム博士について、
「ブルー
ムはこの５０年間において、
アメリカで最も著明な浄土真宗の学者である」と述べている。
ＩＢＳ評議員会、教授陣、ＩＢＳスタッフ、学生から敬意を表します。

第２項

研究テーマの変遷

プロテスタント原理主義であったブルームは神学校で、主として、旧約聖書の書誌学的
研究を行っていた。聖書に対する真摯な読解姿勢は、後に親鸞著書や浄土三部経、七祖聖
教を読み進めるうえも同様に現れることになる。ハーバード神学校では、ロバート・ベラ
－博士、エドウィン・ライシャワー博士や永富正俊博士に師事して、日本語と仏教学を学
ぶ。
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１９５７年に、フルブライト留学生として龍谷大学・真宗学科に入学するころには、山
本晃紹氏の英訳『教行信証』をすでに読破していた。帰国後、１９６３年に、ハーバード
神学校から博士論文 Shinran, His Life and Thought によって学位を授与される。学位論文の
教義部分は、１９６５年に、Shinran’s Gospel of Pure Grace （後に『親鸞とその浄土教』の
タイトルで日本語訳がされる）として著している。５
学位論文以前のブルームの論文の大半は、キリスト教と仏教の比較研究、またその方法
論に関したものであるが、学位取得後は、浄土真宗が宗教多元社会である西洋社会で、ど
のような影響を与えることが出来るかに焦点が絞られる。６ここで重要なことは、ブルー
ムによる西洋社会への親鸞教義の導入姿勢は、
「親鸞教義の西洋における解釈」であり、
「親
鸞教義の西洋化」ではない。あくまでも親鸞の教えに主軸を置いて、西洋社会の思想や文
化のなかでその教義を説明するという「西洋的解釈」であるとしている。７ ２０冊におよ
ぶ書籍と１５０を超える論文、またハワイやアメリカ本土で発行されたエッセイ、オンラ
インでの真宗クラスは夥しい数にのぼる。（資料【ブルーム著作一覧と説明】を参照。）

第３項

ブルームの宗教多元観

特定の宗教を特別視し、他の宗教を虚偽であるとして排除するのではなく、諸宗教を同
じレベルの存在として認めていく思潮のことを宗教多元主義（Religious Pluralism）８ とし
て呼ぶ。この思潮には、ある宗教が他の宗教をどう理解し、お互いに協調してゆくかとい
う宗教間対話への道を開く可能性があり、宗教間の接触を通して世界における宗教紛争、
政治経済問題、
環境問題などの諸問題への可能性への糸口となり得るとも考えられている。
宗教多元主義の発端はキリスト教から始まるとされる。９ 一神教と呼ばれるユダヤ教、
キリスト教、イスラームは啓示の宗教であり、人間と神の関係が重要とされるが、特にキ
リスト教の場合は神への信仰の義をキリスト教内において確認し、また他宗教間において
比較する必要性があったことが考えられる。
他宗教理解については、いくつかの異なる見方１０ があるが、ブルームの見方はジョン・
カブ（John B. Cobb, Jr., 1925 – 現在）が提唱するように、それぞれの宗教存在を他に替え
がたい固有の存在と見なし、それらに共通するような普遍的な宗教性や宗教の本質を導出
しないとするものと考えられる。ブルームは、論文 Shin Buddhism in Encounter with A
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Religiously Plural World（「浄土真宗と宗教多元世界との出会い」）１１ のなかで、浄土真宗
が諸宗教と交流することは、自らの教義の意味と意義を顕かにすることであり、またその
交流を通して諸宗教が持つ課題に対して何らかの提案をもたらすことができると述べてい
る。
親鸞教義は人間の本質を現実的に捉え、人間の普遍なる問題に示唆を与えてくれる教え
であり、それは単なる日本の宗教に留まることなく、世界宗教のひとつであると述べてい
る。そして、その宗教的価値を、言語や文化の違いを超えて、現代人に説き示す新しい機
会が訪れているとしている。

第４項

プロテスタントから浄土真宗への改宗

ブルームは、１９７４年にハワイ教団の仏教研究センター（Buddhist Study Center; BSC）
の招待を受けて、真宗教義について一日二時間の講義を二週間行うことになる。講義内容
の深まりとともに、ブルームのプロテスト教徒から浄土真宗への傾斜は鮮明になっていく。
そして、遂に浄土真宗門徒としての帰敬式を受けて、親鸞教義を西洋英語圏で伝える意志
を新たにする。
改宗（religious conversion）１２ への思いを「１９５０年から６０年にかけて、神の計画
への私の信仰の陰りが見え始めた。」１３ と神に対する疑心、すなわち神学でいうところの
神義論（theodicy）１４ に触れている。このことは、自分と同じ人種であるユダヤ人大虐殺
のホロコーストがナチスによって行われ、第二次世界大戦をはじめ度重なる戦争、人種差
別、米ソ冷戦、マッカーシズム、ベトナム戦争や公民権運動などを経験したブルームにと
って、旧約聖書の創世記にあるように神が想像されたものはすべて善であり、完全なもの
である筈なのに、どうしてこのような悪がはびこり、格差が生まれるのか・・・そのよう
な疑問に対して神の存在自体に疑いを抱くことになったと考えられる。
ほかに、改宗の理 由に ついて論文に記載 され ている内容としては 、 賜りたる信心
（endowed entrusting）による他力思想と救いの喜びを主張する親鸞の教えは、我執と独善
性から離れることを示唆し、それは決して、キリスト教プロテスタント派原理主義のよう
な律法主義（legalism）でも教訓的道徳主義（moralism）でもなく、また律法や道徳の遵守
性を信仰者同士で競うものでもないと言及している。１５
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また、キリスト教プロテスタント原理主義者として、ルターによる信仰義認論
（justification by faith）１６ への疑問も考えられる。
（この点については、第７項「神学者か
らの批判と信仰義認論に対する飛躍的解釈への疑問」で述べることにする。）
ブルームの浄土真宗への改宗は、このようなキリスト教プロテスタント原理主義への信
仰的疑問のなかで起こることになる。１９７４年の帰敬式から１６年後の１９９０年に、
ブルームは６６歳にして、来日して浄土真宗本願寺派において得度を受けている。
ちなみに、１９７４年にハワイ仏教研究センターで行われた真宗教義講義内容は、Ruth
Tabrah に よ っ て 編 纂 さ れ 、 北 米 教 団 の 通 信 教 育 テ キ ス ト と し て 使 用 さ れ 、 後 に は
shindharmanet.com のインターネット上で公開されるとともに、２００２年に The Promise of
Boundless Compassion: Shin Buddhism in the Modern World として出版されるに至った。

第５項

浄土真宗の社会性への主張

ブルームはチャールズ・プレビッシュ（Charles Prebish, 1944 - 現在）が述べるように、１７
親鸞教義の将来性を肯定的に認め、親鸞教義は人間の本質を現実的に捉え、人間の普遍な
る問題に示唆を与えてくれる教えであり、それは単なる日本の宗教に留まることなく、世
界宗教のひとつであると述べている。本項では、ブルームの論文にもとづいて、親鸞教義
の西洋英語圏における解釈と実践現場の側面から提唱するかれの真宗思想であるところの
「浄土宗の社会性」について考察を行う。先ずはブルームが論文のなかで、アメリカのお
ける「浄土真宗の社会性」の重要性に関して言及をしている箇所を列挙し、その主張の根
拠について検証を行う手順とする。

【ブルームによる浄土真宗の社会性についての言及】
（１） 論文 “Shin Buddhism in America: A Social Perspective.” The Faces of Buddhism in
America 所収 (U.S.A.: University of California Press, 1998), pp. 31-47.
Shin Buddhists have been Americans for several generations and educated in the
American system. Temples need to change to meet the spiritual and intellectual needs of
these individuals, whether or not the organization seeks to reach out beyond the ethnic
community.

In any case, Shin has to look beyond limited ethnic boundaries for adherents,
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because Buddhism itself is a world religion. The appeal to be Shin Buddhists simply
because one is Japanese or out of some family loyalty has proven inadequately to stem the
loss of adherents or to maintain the vitality of the community.

Consequently, in

contemporary America, Shin Buddhism is attempting, through such facilities as the
Institute of Buddhist Studies, gradually to develop its own well-defined form and position
within the religion environment of Western culture.

Moreover, younger Shin members ---

who have higher education and greater social mobility compared to members in the earlier
years --- desire to participate in working toward the solutions to contemporary problems in
social concerns committees and special seminars. Shin Buddhists are constantly asked
the Shin view about women, abortion, race, ecological issues, and political questions.
Their responses require consideration on a more universal plane.

Further, Shin, as a face

of Mahāyāna Buddhism, has a clear mandate to reach out to all people in the ideal of the
bodhisattva and in Shinran’s teaching. The translation of Shin texts has reinforced this
obligation, because Shinran clearly expressed a universal ideal.

Because the teachings

are now more easily accessible to members, more questions are being raised concerning
the deeper meaning of Shin in society.１８（アンダーラインは著者によるもの）

【作者による日本語要約】
「アメリカにおける浄土真宗：社会性の視点から」
アメリカでの真宗門徒は数世代を迎え、アメリカ社会（特に日系社会）のなか
で育まれてきた。親鸞教義が今後、日系社会を越える否か関わらず、西洋社会の
人々が求めるスピリチュアルで知的解釈に応じるために真宗寺院は変化を求めら
れているといえよう。仏教が世界宗教である限り、真宗教義はこれまでのように
日系社会に留まることはできない。単に日本人であり、家族の宗教だからと言っ
て浄土真宗門徒になったとしても、門徒数減少を食い止め、あるいは地域活力を
維持するには十分とは言えないだろう。現代アメリカ社会では、米国大学院（Ｉ
ＢＳ）などの宗教教育機関を通して、西洋英語圏での宗教事情に合わせて、教義
が体系化されている。また、特に若い世代のあいだでは、親鸞教義の社会性との
関わりについての関心が高い。たとえば、女性（フェミニズム）、中絶、人種問題、
環境問題、また政治的問題という現代社会における課題について浄土真宗の視点
が求められている。それら課題への対応としては、当然として世界的視野が求め
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られる。大乗仏教のなかの浄土真宗は、親鸞による菩薩概念のなかで説明され得
るものである。親鸞教義がより一層に広がりを見せれば見せるほど、浄土真宗は
社会的問題に対して深い意義をもつことになるだろう。

（２） 論文 ”Postscript- An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World.” Popular
Buddhism in Japan, Shin Buddhist Religions and Culture 所収 (U.K.; Curzon Press,
1998), pp. 181-193.
With the arising of faith and certainly concerning one’s final fulfillment in the Pure
Land, the focus of concern is on living in this world with confidence and compassion,
sharing the teaching and maintaining positive social relations within the society where one
lives.
Although religious practice does not include formal practices of meditation or prayers,
the recitation of name inspires deep self-reflection on the compassion one has received
and an awareness of one’s human limitations and weaknesses.

It works to bring about a

transformation in attitude, behavior and value priorities.

Sharing in the broader

Mahayana Buddhism philosophy, it enables the person to realize fundamental Buddhist
insight philosophy; it enables the person to realize fundamental Buddhist insights which
alter one’s ordinary way of looking at life and people.

Consequently, through reflection,

it leads to the equanimity, peacefulness and positive outlook on life which one may
achieve through other forms of Buddhist meditation, despite the fact there are no formal
requirements to engage in meditation.

It also leads to the formation of a community of

follow companion in the faith (dōbō-dōgyō) who work together for the betterment of
humanity through their religious faith.
Although the transition of the institutions of Shin Buddhism to community has created
tensions and problems within the organizations, the meaning and vitality of the teaching
remains as a resource for personal and social renewal.

With increased reading materials,

translation of major texts, study programs and study centers, as well was increased
participation in the wider religious environment beyond the temples, leaders and
members are increasing becoming more aware and sensitive to the deeper meanings of
the teachings and the issues in our contemporary culture. Consequently, the movement
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has a rare opportunity to present the views of Shin Buddhism to a sympathetic audience
and to engage in friendly, but realistic dialogue, in Western culture.

Particularly through

Buddhist-Christian dialogue programs in academia, as well as in local churches,
interfaith understanding is increasing.

To the question: ‘What can Shin Buddhism

offer to Western people?’１９（アンダーラインは著者によるもの）

【作者による日本語要約】
「後序－現代社会に向けての浄土真宗への提言」
浄土真宗への帰依と浄土（往生）の成就への関心とともに、現代人は現世にお
ける生きる意義、慈悲、教義の受容と肯定的な社会との関わりに焦点が向けられ
る。
浄土真宗は、仏教本来の行として坐禅や祈りを前提とはせずに、信に伴った称
名によって阿弥陀仏の慈悲のなかで人間としての限界や欠点を内省することにあ
る。そこに態度、行為、また価値観の変容を見ることができる。奥深い大乗仏教
の哲学的思考を理解することで、人間の有りようと生きる意義について啓発され
ることになる。そのような内省を通して、浄土真宗の教えは、一般仏教の行を修
めることなくして、人生への納得、心の平和、前向き思考を得ることができると
いえる。また、御同朋・御同行を形成して、宗教信仰によって人間社会の改善に
向けてはたらくことになる。
西洋英語圏で浄土真宗教団の変遷と日系コミュニティーの文化変容は数々の緊
張と課題を生み出しているが、教義の意義と永続性は個人的・社会的な関わりの
なかで、今後展開されることになるであろう。そのためには、英語による仏教・
真宗書籍の出版、真宗講座の開設やスタディー・センターの充実が求められ、親
鸞教義の理解をもとに現代社会問題と取り組むことが急用となっている。また、
諸宗教であるキリスト教の対話を通して、より一層に親鸞教義の理解を深めるこ
とになり、インター･フェイス (Inter-Faith) への参加も必須となるであろう。「浄
土真宗は西洋社会に何を提示することができるであろうか」をテーマに取り組む
ことが肝要となってきた。

【社会性の主張についての根拠】
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ブルームが社会性を主張する根拠とは如何なるものなのか。親鸞教義の西洋英語圏にお
ける解釈、受容対象となる西洋英語圏の様相と宗教多元社会からの批判と疑問から、ブル
ームの社会性主張の解明を以下に試みる。

（１）親鸞教義の西洋における解釈
浄土真宗がハワイを始めとして、アメリカ本土、ヨーロッパ、オセアニアなどの英語圏、
また南米や東南アジアに伝えられて１２０年近い年月が経過し、その教えは今や既に民族
宗教の枠を超えている。ブルームは得度後の晩年より、
「浄土真宗は西洋社会の人々に何を
提供できるか？」（What can Shin Buddhism offer to Western People?）を主要研究テーマとし
ていくつかの論文が書かれている。そこで、まずはそれらの論文２０ を西洋英語圏という
文脈化２１ のなかで、ブルームによる親鸞教義の西洋における解釈を総合的にまとめ、浄
土真宗の社会性を主張する視点を挙げる。

① 他力（Other-Power）の教えであること。
他力思想はキリスト教との類似性もあるが、自己の外に救済力を持つ神によって盲
信的（blind faith）に救済が与えられることではなく、阿弥陀仏の本願力回向（他力）
は自己の内においてはたらき、その宗教体験を通して真実なる生き方を実践すること
になる。他力信心に支えられて、縁起の法が顕かとなり他者と共存する自己の存在が
理解できることになる。

② 他者性（others or otherness）を尊ぶ利他主義であること。
自力によって悟りに至るという信念は、価値の比較対象や独善やエリート意識につ
ながるものである。親鸞による他力思想は、そのような自己の完成と利益を追求する
宗教の在り方から、感謝と報謝の宗教の在り方へと変革することによって、宗教的な
生き方に対する理解を変えた。親鸞によると、人は自分の生き方を受け入れてくれる
慈悲に気づくことによって宗教的になるのであり、その慈悲を感謝と分かち合いとい
う形で表現する。宗教上の信仰の本質は利他主義（altruism）であり、人は慈悲を他者
に伝えるために生きているのである。
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③ 律法主義でも権威主義でもない。
親鸞は律法主義者でも、権威主義者でもなかった。そのことは、『歎異抄』第二条
にある「面々の御はからひなり」という言葉にも表され、このことは律法を重んじる
キリスト教やプロテスタント原理主義と対峙している。

④ 阿弥陀仏は広大無辺の慈悲と智慧を象徴する脱構築された神であるといえる。
阿弥陀仏の本質は自己の奥深くにおいて自覚、体得されるものであり、我々が共存
しながら、他者とのコミュニティーのなかで慈悲と愛を受けることなしに生きてはい
けない存在であることを知らしめさせてくれる。キリスト教の宇宙論的アプローチに
対して、仏教、特に浄土真宗は煩悩熾盛としての人間の本質による存在論的アプロー
チによって、自己の存在意義を顕かにする。

⑤ 浄土真宗は誓願一仏乗であり、大乗の至極である。
浄土真宗における哲学的背景は、非二元性にもとづく大乗仏教の伝統を継承するも
のである。西洋における主流宗教であるキリスト教やイスラームでは、肉体と精神、
聖と俗、そして科学と宗教の厳格な区別がなされているが、浄土真宗はそれを超越し
ているといえる。

⑥ 現生正定聚の教えは重要である。
キリスト教の終末論に対して、現生正定聚の教えは諸宗教にはない画期的な教義で
ある。現当二益や還相回向の教義は一神教には見られない。

⑦ 親鸞教義の現代社会での受容の可能性は高い。
宗教多元の現代社会において、親鸞教義は深い自己内省を通して、生きる意義と自
己の死後について示唆を与えてくれるものである。条件なき救いと平等の慈悲のなか
に抱かれるということは、自己が受容されることであり、それはまた、他者の受容へ
とつながっていく相関関係を促す。親鸞教義が真実なるものとして受容されるとき、
それは崩壊と絶望の世界に安堵と喜びを与えることになるであろう。

以上のようにブルームの真宗教義の理解はキリスト教との比較によるものであるとい
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えるが、ブルームの主張する浄土真宗の社会性とは、社会に生じる様々な問題と向き合い、
教義にもとづいて何らかの解決策を考察し提案することであり、その営みを通して浄土真
宗は、宗教多元社会のなかで揺るぎない市民権を獲得できるものであると述べている。一
方で、ブルームは社会性が受容される実践の現場としての西洋英語圏の様相を、次のよう
に説明している。

（２） 実践現場としての西洋英語圏の様相

① 門信徒世代交代に伴う文化変容
ハワイやアメリカ本土での開教初期の対象は、日本からの移民である一世パイオニ
アや二世であったが、２１世紀現代においては日系四、五世、また非日系２２ が対象
となる。世代交代に伴う文化変容はやむを得ず、その摩擦と緊張のなかで浄土真宗は
英語圏生まれ人が対象となってきた。このような状況下のなかでブルームは、諸宗教
との Interfaith によるコミュニケーション、聖教や真宗書籍の英語翻訳の必要性、教化
活動としてのバイブル・リーディング講座のような勉強会や各種講座、講演会の開講
を提案しているが、そのなかでも最も重要なこととして、個人・家族生活と社会問題
との関わりにおいて、浄土真宗の意義と活力を共有することを強調している。２３

② キリスト教と仏教の人間観：個人の救いと他者の救い
論文 A Basic for the Comparison of Religions: Christianity and Buddhism においてブル
ームは、宗教間の比較研究の基本的要素として人間観の重要性を挙げている。２４ 聖
書 に お い て は 、 神 と 人 間 の 好 ま し い 関 係 が 重 要 視 さ れ 、 そ の 縦 関 係 （ vertical
relationship）における肯定的関係が隣人へと拡大し、コミュニティ－を形成するとい
う啓示の宗教であると考えられる。２５
一方、仏教も救済を説く宗教であるが、人間の苦境的存在は、無明と我執から生
じる苦によって構成されるものであり、その我執から離れるために、内なるものを
見つめるという方向において、個人が対象となる。従って、他者意識はうすく、そ
のことが初期仏教において社会性を希薄にした大きな要因と考えられるが、菩薩思
想からなる自利利他を基本理念とする大乗仏教の興起によって、個人の救済は他者
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の救済へと展開することになる。親鸞教義が大乗仏教である浄土経典『仏説無量寿
経』に立脚することが言及されている。

③ エンゲイジド・ブディズム（社会参加仏教）の高まり
ブルームによる西洋英語圏の様相に加えて、浄土真宗の社会性を、社会とエンゲ
イジする仏教の動向のなかで把握することも見逃すことができないと考える。「エ
ンゲイジド・ブディズム」の言葉は、ベトナム出身僧侶のティック・ナット・ハン
が１９６３年に発行した書籍のタイトルから始まった。２６ アメリカの場合２７ を例
に取ると、エンゲイジド・ブディズム活動２８ の賛同者たちは、かつて１９６０年
代にベトナム戦争に参加していた人や、また、その当時、ケネディ大統領が始めた
連邦政府主催の平和協力団体（ピース・コアなど）に参加して発展途上国に出向き、
その際にアジアにおいて仏教に出会った人たちも多くいるのが現状である。
エンゲイジド・ブディズムの高まりの要因として、宗教は社会の問題に取り組み、
人間の苦しみや社会問題に関わっていくのが本当の宗教であるという一般アメリ
カ人の宗教観が考えられる。それは、宗教の使命とは、自己の問題解決に留まらず、
自己の外にある社会と関わることであり、「神の国」という理想社会を創るという
キリスト教の社会性２９ に影響された宗教的理念である。このようなキリスト教の
社会性のなかで、浄土真宗の社会性は親鸞教義の西洋的解釈において重要なファク
ター（要素）になることになる。

社会性の主張について、これまで教義およびその教義が受容される実践の現場としての
西洋英語圏の様相におけるブルームの視点を見てきた。次に、ブルームは、親鸞の内面に
社会性の芽生えを見て取ることは可能ではないかと指摘している。

第６項

社会性の教学的根拠としての親鸞の他者性の芽生え

ブルームは、大乗仏教を根底とする親鸞教義の理解に基づき、自己の宗教的救済は自己
ひとりのものではなく、他者の救済が成立してこそ成就するものであると理解している。
要するに、宗教的次元におけるクオリティー・リビングは決して我ひとりによって到達で
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きるものではないというのである。３０ ここに浄土真宗の社会性を考察する場合において、
他者性の存在とコミュニティーとの深い人間関係の重要性に対する彼の主張を窺い知る
ことができる。
親鸞の他者性の芽生えは、当時の禁欲主義的な修行による仏教の伝統のなかで妻帯をし、
家族を持つことによってもたらされたものではないかと理解できるという言及がある。３１
家族という他者の存在を経験することによって、意味ある新しい生き方が見出だされたの
ではないかというのである。また、『歎異抄』の英訳と現代人向けの解説書として書かれ
た Strategies for Modern Living では、第１０章に「親鸞の社会意識」（Shinran’s Social
Awareness）３２ という表題で、
『歎異抄』第６条にある「親鸞は弟子一人ももたず候ふ。」
３３

についての記述があり、仏教に相容れない儒教的な師弟関係や社会階級制度に対する

親鸞の否定的態度を指摘している。また、この「弟子一人ももたず」に関しては、『口伝
鈔』第六条にある「弟子・同行をあらそひ、本尊・聖教を奪ひとること、しかるべからざ
るよしの事」３４ や『改邪鈔』第四条にある「弟子と称して、同行等侶を自専のあまり、
放言・悪口すること、いはれなき事」３５ を取り上げて、如来の御弟子という親鸞の徹底
した同朋観にデモクラティックな人間関係を見て取っている。さらに、このような同朋主
義について、ブルームはソクラテスも対話の相手を自分と平等に扱ったことや、キリスト
教では、パウロが救い主は神のみであり、よってパウロは弟子一人も持たないとしてセク
ト主義（宗派主義）を否定したことに類似していることも取り上げている。
親鸞の社会性は、家族関係や関東の弟子たちとの同朋観に見られる他者への姿勢からう
かがうことができ、そのことは浄土真宗の社会性の芽生えとして認められるのではないか
というのがブルームの見解である。
ブルームの見解に付け加えるとするならば、親鸞の社会観には『歎異抄』後序の「煩悩
具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろづのことみなもてそらごとたわごと、まことあるこ
となきに・・・」３６ とあるように現世は虚仮不実の世界であり、
「いつわり」であるとい
う認識があったと言えるだろう。しかし、親鸞は「そらごとたわごと」なる社会から厭世
隠遁することなく、当時の社会において多くの人々と関わりながら生活したことからも、
その社会性は決して希薄なものではなく、他者や社会との関わりの姿勢も決して消極的で
はなかったと言えよう。
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第７項

神学者からの批判と信仰義認論に対する飛躍的解釈への疑問

ブルームは、韓国出身の神学者であるヒー・ソング・キール（Hee Sung Keel; 1943 – 現
在）
が、
浄土真宗の弱点として明確な社会倫理の欠如を指摘していることを記述している。
３７

その批判の内容３８ とは、
親鸞教義には道徳的責務と諸行無常なる現世の苦悩を軽減し

ようとする肯定的倫理観が欠落しているし、彼土での往生成仏を説く教えのなかには、現
世における信心生活と倫理観や社会性の接点を見いだすことは難しいとしている。Keel の
このような批判は、彼の神学的信条を基盤とするものであり、必ずしも、親鸞教義を正確
に理解していると言いがたい点はあるが、ブルームは Keel の批判を明確にするためにも社
会性の可能性を強調したものと考えられる。
また、キリスト教聖書において、宗教改革者ルターはローマ 3 章 28 節に「わたしたち
は、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです」３９
というパウロの言葉から「人間はただ信仰によってのみ義となる」
（sola fide; by faith alone）
という信仰義認論の教理を発展させた。この教理は、中世カトリック教会が発行した免罪
符として知られる贖宥状に対するもので、救いは無償で、功績なしに与えられる神の賜物
であって、信仰によって受け取られるものであるとするものである。ルターの死後、この
教理は「信仰によってのみ義」の「のみ」が強調され、信仰以外の行為は神の恩寵に背く
ことであり、してはいけないという飛躍的解釈が出てくることになる。４０ プロテスタン
ト原理主義者として神学を学んだブルームにとって、ルターの「信仰のみ」の言葉によっ
て生み出された飛躍的な現実逃避の姿勢が、親鸞の「念仏まふすのみぞ、すえとをりたる
大慈悲心にてさふらうべき」４１ や「ただ念仏のみぞまことにておはします」４２ に反映さ
れないためにも、浄土真宗の社会性を主張したとも考えられる。

第８項

真宗の社会性への可能性

ブルームの貢献である「親鸞教義の西洋における解釈」を通して、特に社会性を主張す
る根拠について、西洋の文脈化のなかで考察を試みた。ブルームによる浄土真宗の社会性
（Social Consciousness）とは、阿弥陀仏からの本願力回向（Other-Power）による信心に支
えられたこの私が、他者性（others or otherness）との関わりにおいて本願による救済を分
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かち合うことを根底として、現代の社会問題と向き合うという営みであるといえる。それ
は、往生浄土に向かって生きることに内包された社会性を意味し、その営みによって、浄
土真宗は宗教多元社会に向かって解放され、またそれぞれの社会に生きる人々を解放する
ことになるというブルームの意を取ることができる。
宗門による社会性への取り組みは２００３（平成１５）年より、安居会読論題のなかで
特別論題が設定され討議されているところ等からもうかがえる。４３ また、２００９（平
成２１）年に新設された龍谷大学の実践真宗学研究科は、
「教理・教義の研究を中心とする
既存の文学研究科真宗学専攻が担ってきた教育・研究を基礎とし、複雑化・多様化する現
代の問題に、実践的・具体的に対応しうる宗教者のあり方について教育・研究するととも
に、社会に求められる宗教的実践者にふさわしい高度な専門的素養の習得を図ることを目
的」４４ として、その活動は広範囲にわたり、欧米のチャプレンに相当する臨床宗教師や
ビハーラ僧、自死相談センターや東日本大震災復興支援などの多くの社会実践活動がなさ
れている。このような社会性に根ざした活動は、地球環境問題、エネルギー問題や生命倫
理など長期的課題を含むグローバルな問題へと広がりを見せることになるだろう。そこに
は、宗派内から超宗派へ、また仏教以外の一神教とグローバルに共生する舞台が待ち受け
ることになるのではないだろうか。最後に、ブルームは社会性に関わることのない慈悲は、
慈悲とは言い難いと語っている。４５ 阿弥陀仏の本願のはたらきである他力に支えられる
ことによって、他者にもそのはたらきが網の目のように広がるように生きていくことが浄
土真宗の念仏者の生き方であり、まさにそれは、浄土真宗の社会性の顕れであると考えて
いるのである。
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添付資料【ブルームの生涯】
A Life of Serendipity: Blown by the Wind of Amida’s Vow を参照。
１９２６年 【ブルーム】アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアにて誕生。
１９２９年 イタリア政府とローマ・カトリック教会、ラテラノ協約に調印。バチカン、教皇庁として
独立主権国家（バチカン市国）となる。
１９３１年 スペイン、教会と国家分離。暴徒によりカトリック教会司祭、信徒数千人が殺される。
１９３２年 中国、洪水で１００万人死亡。
１９３３年 ドイツにヒトラー内閣成立、ナチスのユダヤ人迫害が始まる。ソ連、集団農場推進運動と
飢饉とで７００万人の富農豪農が死亡。主にウクライナ地方のキリスト教徒。
１９３４年 ドイツに総統ヒトラー（～１９４５年）
１９３９～４５年

第二次世界大戦

１９４０年 ナチス・ドイツ、４年間に４０万人のロマニー（ジプシー）を殲滅。ほとんどがキリスト教
徒。日本政府、プロテスタント全教会を合同させ、日本基督教団の設立を命令。
１９４１～４５年

太平洋戦争

１９４５年 広島、長崎に原子爆弾投下、２３万人が即死。ドイツが無条件降伏し、日本はポツダム宣言
を受諾する。国際連合成立。全世界で難民（逃避・亡命・追放）が急増する。
１９４７年 【ブルーム】除隊とともに、イースタン・バブティスト神学院に入学（～１９５１年）。
１９４８年 世界人権宣言。インドのガンジーが暗殺される。
１９５０年 朝鮮戦争
１９５１年 サンフランシスコ講和会議
１９５１～５３年

【ブルーム】アンドバー・ニュートン神学校で学ぶ。

１９５４年 【ブルーム】 ハーバード神学校に進学。『歎異抄』に深く感銘する。
１９５６年 【論文】 A Basis for the Comparison of Religions: Christianity and Buddhism (Journal of Bible
and Religion 24)
１９５７～５９年 【ブルーム】 フルブライト奨学金によって龍谷大学に留学し、真宗学を学ぶ。
（大原性実教授指導、二葉憲香教授と知り合う。）
１９５８年 【論文】Methodology in the Comparison of Religions (Japan Christian Quarterly)
１９５９年 【ブルーム】アメリカに帰国し、ハーバード神学校の宗教史学科および大学世界宗教
研究センター助手を勤める。（永富教授指導）
１９６１～７０年 【ブルーム】ハーバード神学校修了後、オレゴン大学の宗教学講師を勤める。
１９６２年 キューバ危機
１９６３年 【ブルーム】オレゴン大学にアジア研究コースを新設して、聖書学、宗教哲学、世界宗
教に ついて研究開始。
１９６３年 【ブルーム】Shinran, His Life and Thought にてハーバード神学校より学位取得。
１９６４年 【ブルーム】オレゴン大学から東京に日蓮宗の研究に行く。
１９６５年

【著作】 学位論文の教義部分が Shinran’s Gospel of Pure Grace (The University of Arizona
Press)として出版される。

１９６５年 インドネシア、共産主義改革失敗。２５万人虐殺。アメリカが北ベトナム爆撃開始
１９６７年 第３次中東戦争。ソ連共産党の粛清で１９１７～６７年の５０年間に、２１５０万人が殺害
される。
１９６７年【論文】 A Modern Perspective on Buddhism (World Buddhism)
１９６８年【著作】 学位論文における親鸞の生涯について、The Life of Shinran: The Journey to
Self-Acceptance (Institute of Buddhist Studies)として出版される。
１９６９年【ブルーム】國學院大學に夏期２ヶ月滞在して、神道の研究をする。この研究は、「仏教
と自然とのエコロジー」としてまとめられた。
１９７０～７４年 【ブルーム】ハワイ大学マノア校の宗教部准教授を務める。
１９７２年 【ブルーム】仏教とキリスト教研究プロジェクト、ハワイ仏教研究センターにて活動。
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１９７３年 第４次中東戦争
１９７３年 【ブルーム】ハワイ教団夏期講習会講師を務める。
１９７４～８６年

【ブルーム】ハワイ大学マノア校の宗教部教授を務める。

１９７４年 【ブルーム】 帰敬式を受ける。
１９７５年 ベトナム戦争が終結
１９７６年 ソ連は１９１７年の革命以来、キリスト教徒の半分以上お６０００万人が殺害される。
中国、広域大地震で１４０万人が被災、唐山だけでも６５万５２３７人が死亡。
１９７７年 【著作】 「親鸞と現代文化－存在のための哲学－」を『親鸞をめぐるもうひとつの文化論』
（ロバート・ベラ－/ 二葉憲香共著にて西本願寺出版部から日本語にて出版）。
１９８０年 【著作】 Tannisho as a Resource for Modern Man, Buddhist Study Center (Honpa
Hongwanji of Hawaii)
１９８０～８８年

イラン・イラク戦争

１９８４年 【論文】 Shin Buddhism in Encounter with A Religiously Plural World (The Pure Land New
Series: Journal of Pure Land Buddhism No. 1)
１９８６～９４年

【ブルーム博士】カリフォルニア州バークレー米国仏教大学院 IBS 学長を勤める。

１９８６年 【著作】 Shoshinge: the heart of Shin Buddhism (Hawaii Buddhist Study Center Press)
１９８６年 【論文】 Spiritual Potentials for Quality Living (The Pacific World)
１９８７年 【論文】 Shinran’s Naturalness – A Way of Life (『妙好人伝研究』朝枝善照著)
１９８８年 【ブルーム】ハワイ大学名誉教授となる。
１９８９年 天安門事件
１９９０年 東西ドイツ統合
１９９０年 【ブルーム】 浄土真宗本願寺派より得度を受ける。
１９９０年 【論文】 A Spiritual Odyssey: My Encounter of Pure Land Buddhism (Buddhist Christian Studies
#10)

１９９１年 湾岸戦争、ソ連邦解体
１９９２年 【著作】 Strategies for Modern Living; A Commentary with Text of the Tannisho（Numata）
１９９２年 【論文】 Problematics of Buddhist Christian Dialogue, New Series, No. 8 (Pacific World)
１９９４年 【ブルーム博士】米国仏教大学院 IBS 名誉教授となる。
１９９５年 【ブルーム博士】ハワイにてリタイヤ生活を始める。
１９９８年 【論文】 Shin Buddhism in America: A Social Perspective (The Faces of Buddhism
in America, (University of California Press)
１９９８年 【論文】 Postscript – An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World （Popular Buddhism
in Japan, Shin Buddhist Religion and Culture, Curzon Press)
２０００年 【論文】 Contemporary Perspective on Shin Buddhism in Society (Asaeda Zensho Hakushi
Kanreki Kinen Runbunshu)
２００１年 アメリカ同時多発テロ
２００２年 【著作】 The Promise of Boundless Compassion; Shin Buddhism for Today (Hawaii Buddhist
Study Center Press)
２００３～２０１１年 イラク戦争
２００４年 【論文】 Shinran’s Vision of Absolute Compassion (Living in Amida Buddha’s Universal Vow )
２００７年 【著作】 The Essential Teaching of Shinran: The Path of True Entrusting (World Wisdom
Press)
２００８年 【著作】 A Life of Serendipity, Blown by the Wind of Amida’s Vow (NY American Buddhist
Study Center Publication)
２００９年 【論文】 Sharing The Dharma: An Overview of Shin Propagation in the West (Eastern
Buddhist New Series, Vol. 40)
２０１３年 【著作】 The Shin Buddhist Classical Tradition: A Reader in Pure Land Teaching, Volume 1
(World Wisdom, Inc.)
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２０１４年 【著作】 The Shin Buddhist Classical Tradition: A Reader in Pure Land Teaching, Volume 2
(World Wisdom, Inc.)

【ブルーム著作一覧と説明】
1965. Shinran’s Gospel of Pure Grace. Tucson: The University of Arizona Press.
ブルームの学位論文 Shinran, His Life and Thought (1963) の教義部分を著したもの。
『親鸞とその浄土教』(1983) のタイトルで日本語訳（藤沢正徳・林信康・野村伸夫各氏の共訳）が
ある。目次として、序言・浄土思想の背景・人間の究竟・信その定義と生起・現在の救い・信心の
表現・信者の運命・後序。著作名に、あえて Gospel や Grace というキリスト教の言葉を使用した
理由として、ブルームはルターより２００年前に現れた親鸞聖人の画期的で特異的な教義を神学に
紹介するためであったとされる。
1980. Resource for Modern Living Tannisho. U.S.A.: Hawaii Buddhist Center.
モイリリ本願寺の毎週のラジオ法話として『歎異抄』についてブルームが話した内容を２８章にわ
たって Ruth Tabrah が編集したものである。後に１９９２年に第二版が発行された。
1986. SHOSHINGE: the heart of Shin Buddhism. U.S.A.: Hawaii Buddhist Study Center Press.
『正信偈：浄土真宗のこころ』（日本語訳タイトルは著者による）
『正信偈』の解説書。法蔵菩薩の発願から七高僧の教えを一語一句に焦点を当てて、２４章にわた
り説明したもの。英語圏において親鸞教義を学ぶ際には、無くてはならない書籍となっている。
1992. Strategies for Modern Living: A Commentary with the Text of the Tannisho. Berkeley California: Numata
Center.
『現代生活への示唆：歎異抄とその解説』（日本語訳タイトルは著者による）
西洋英語圏向けに書かれた『歎異抄』英訳と各章ごとにその主旨を現代生活のなかで説明、解説し
たもの。内容的には、信心の本質・親鸞の社会的認識・無礙について・真実の救い・本願と名号・
縁起の相互関係など。序文に、親鸞聖人は時代が変わっても人間の本質は変化しないものであるこ
とを語られたとある。
1994. The Life of Shinran Shonin: The Journey to Self-Acceptance. Berkeley California, Institute of Buddhist
Studies.
ブルームの学位論文 Shinran, His Life and Thought (1963) のなかの親鸞聖人の生涯に関して著したも
の。１９６８年初版に続く１９９４年出版のもので、親鸞聖人の生涯について完全に英語で書かれ
た初めての書籍である。構成としては、比叡山での修行時代・法然聖人と承元の法難・越後および
常盤での伝道・晩年の京都での生活の四構成になっている。
2002. The Promise of Boundless Compassion. U.S.A.: Hawaii Buddhist Study Center Press.
『無限の慈悲なる誓い』（日本語訳タイトルは著者による）
１９７４年にハワイ仏教研究センターで行われた真宗教義講義内容をもとに、Ruth Tabrah によって
編纂され、北米教団の通信教育テキストとして使用され、後には shindharmanet.com のインターネッ
ト上で公開されるとともに、２００２年に The Promise of Boundless Compassion: Shin Buddhism in the
Modern World として出版されるに至った。浄土教の始まりや親鸞の宗教体験を織り交ぜながら、真
宗教義を解説したもの。後半では社会性や宗教多元社会との関わりについても言及されている。
2007. The Essential Shinran – A Buddhist Path of True Entrusting. U.S.A.: World Wisdom, Inc.
日本語訳『真実信心の仏道－親鸞聖人の歩まれた道』(2007)（長谷尾大圓訳、徳永道雄監訳）がある。
本書は親鸞聖人あるいは広く浄土真宗の文献をテーマごとに分類し、それぞれに解説を加えたもの
である。項目として、親鸞の生涯とその遺産・史料から知られる親鸞のすがた・親鸞の浄土教理解
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など人間観や真実信心の意味、親鸞教義における他力、信心の社会的意義に及ぶ。
2008. A Life of Serendipity – Blown by the Wind of Amida’s Vow. New York: American Buddhist Study Center
Publications.
『ご縁の生涯－阿弥陀さまの誓いの風にのって』（日本語訳タイトルは著者による）
ブルームの誕生から２００７年までの出来事が綴られた伝記。初めて「阿弥陀」の言葉を聞いたと
きのことなど、ブルームが阿弥陀仏の本願に出遇うまでのことが語られ、最後は『恩徳讃』で終わ
っている。
2013. The Shin Buddhist Classical Tradition – A Reader in Pure Land Teaching, Volume 1. U.S.A.: World Wisdom,
Inc.
2014. The Shin Buddhist Classical Tradition – A Reader in Pure Land Teaching, Volume 2. U.S.A.: World Wisdom,
Inc.
本書は浄土三部経および七高僧の文献を対象にして、浄土教の主なテーマについて引文と出拠を示
し、現代人に分かり易く浄土教思想を示した二巻の著作である。テーマとしては、
『大経』の法蔵菩
薩の発願・浄土教の人間観・末法思想・浄土教における行・哲学的視点・社会と倫理などがあげら
れる。
アルフレッド・ブルーム著（藤沢正徳・林信康・野村伸夫 共訳）
『親鸞とその浄土教』永田文昌堂 １９８３年
アルフレッド・ブルーム著（長谷尾大圓 訳、徳永道雄 監訳）『真実信心の仏道－親鸞聖人の歩まれた 道 』
本願寺出版社 ２００７年

【ブルーム論文一覧】
1956. “A Basis for the Comparison of Religions: Christianity and Buddhism.” Journal of Bible and Religion 24: pp.
269-274.
1958. “Methodology in the Comparison of Religions.” Japan Christian Quarterly 24: pp.137-139.
1967. “A Modern Perspective on Buddhism.” World Buddhism: pp.305-307.
1977.「親鸞と現代文化－存在のための哲学－」『親鸞をめぐるもうひとつの文化論』、西本願寺出版部、
pp.81-160.
1984. “Shin Buddhism in Encounter with A Religiously Plural World.” Journal of Pure Land Buddhism No. 1:
pp.17-31.
1986. “Spiritual Potentials for Quality Living.” The Pacific World, n.s. 2: pp.42-48.
1987. “Shinran’s Naturalness – A Way of Life.” 『妙好人伝研究』朝枝善照: pp.1-19.
1990. “A Spiritual Odyssey: My Encounter of Pure Land Buddhism.” Buddhist Christian Studies 10: pp.173-175.
1992. “Problematics of Buddhist Christian Dialogue.” Pacific World, New Series No.8: pp.93-99.
1998. “Shin Buddhism in America: A Social Perspective.” The Faces of Buddhism in America. U.S.A.: University
of California Press: pp.31-47.
1998. “Postscript – An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World.” Popular Buddhism in Japan, Shin
Buddhist Religion and Culture. U.K.: Curzon Press: pp.181-193.
2000. “Contemporary Perspective on Shin Buddhism in Society.” Asaeda Zensho Hakushi Kanreki Kinenn
Runbunshu. Kyoto: Nagata: pp.101-116.
2000. Tokunaga, Michio (Ichido) and Bloom, Alfred. “Toward a Pro-Active Engaged Shin Buddhism: A
Reconsideration of the Teaching of the Two Truths (shinzoku-nitai).” Pacific World Third Series; pp.191-206.
2004. “Shinran’s Vision of Absolute Compassion.” Living in Amida Buddha’s Universal Vow. U.S.A.: World
Wisdom Press: pp.77-86.
2009. “Sharing the Dharma: An Overview of Shin Propagation in the West.” Eastern Buddhist New Series Vol. 40,
No. 1&2: pp.93-106.
2012. “The Contribution of Shin Buddhism to Modern Life.” 『ハワイ真宗伝道の実践的研究』
（筆者日本語訳）
pp.33-48.
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１

本節に関しては拙論「アルフレッド・ブルーム博士の浄土真宗への貢献－社会性の視座から」、『真宗
学』第 132 号、2015 年 3 月を参照。
２
Alfred Boom, A Life of Serendipity: Blown by the Wind of Amida’s Vow (New York: American Buddhist Study
Center Publications, 2008), p.40.
３ アルフレッド・ブルーム著
（長谷尾大圓訳、徳永道雄監訳）
『真実信心の仏道－親鸞聖人の歩まれた道』、
２頁。（この書物はブルーム博士著 The Essential Shinran: A Buddhist Path of True Entrusting の日本語翻訳本
である。）
４ Wheel of Dharma, Volume 38, Issue4 (Berkeley: Buddhist Churches of America, April 2016), pp. 1 and 6.
５
著作名に、あえて Gospel や Grace というキリスト教の言葉を使用した理由として、博士はルターよ
り２００年前に現れた親鸞の画期的で特異的な教義を神学に紹介するためであった述べている。Ibid.,
p.158.
６
Alfred Bloom, “Postscript – An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World.” Popular Buddhism in Japan,
Shin Buddhist Religion and Culture. (U.K.: Curzon Press), p.182.（原文：To the question: “What can Shin
Buddhism offer to Western people?”）
７
アルフレッド・ブルーム「親鸞と現代文化－存在のための哲学」、
『親鸞をめぐるひとつの文化論』、81
頁
８
根岸敏幸『宗教多元主義とは何か』、pp. 1-130 参照。
９
中世から近代にかけてキリスト教は最大の世界宗教であったが、第一次大戦が始まる１９１０年頃か
ら、その宣教活動に動揺が見え始める。その理由は複合的であるが、ひとつはキリスト教によるアジア開
教と、世俗主義（secularization）、マルクス主義や人道主義に基づく無神論意識の高まりがあった。この結
果、第二バチカン会議（1962）が開催され、ローマ・カトリック教会はエキュメニカル（ecumenism 世界
教会運動）運動を推進することによって、キリスト教内の諸派との連携や他宗教との協調路線をたどるこ
とになる。よって、宗教多元主義はエキュメニカル運動の推進を頂点とするキリスト教における一連の変
革運動の一様相として捉えられる。
１０
アラン・レイス（Alan Race）によって提唱された分類（キリスト教からの視点から）は以下の通り。
根岸敏幸『宗教多元主義とは何か』（晃洋書房、2006 年）p.1-130 参照。
排他主義（exclusivism）自らの信仰する宗教的な信念体系を絶対視し、それ以外の宗教的信念体
系の受け入れは理解を拒絶する立場。
包括主義（inclusivism）自らの信仰する信念体系の絶対性を保持しつつも、それとは別の信念体
系に対しても理解を示そうとする立場。
多元主義（pluralism）多元主義の立場は包括主義のように自らが信仰する宗教に準ずる形で他の
宗教を理解するのではなく、自らが信仰する宗教とは独立に、他の宗教が存在していることの意
義を認める立場。ジョン・ヒック（John Hick, 1922-2012）による通約的宗教多元主義とジョン・
カブ（John Cobb, 1925-）による非通約的宗教多元主義がある。
１１
Alfred Bloom, “Shin Buddhism in Encounter with A Religiously Plural World” (Journal of Pure Land
Buddhism, 1984), pp. 18-19.（原文： Interaction with other religious traditions will contribute to clarifying the
meaning and significance of Shin Buddhism…….Further, interaction with other religious perspectives enables us to
challenge and contribute to other traditions…….. Above all, it must be recognized and understood that Jodo
Shinshu, as a Buddhist tradition grounded in universal human experience, is a World Religion.）
１２
他宗教からの改宗者をコンバート(convert)ともいう。
１３
Alfred Bloom, “A Spiritual Odyssey: My Encounter of Pure Land Buddhism” (Buddhist Christian Studies #10),
pp. 173-175.（原文：I became aware of during the 1950’s and 1960’s increased my doubts about the Christian
confidence that God acts in history. The world came to appear more and more absurd and in my mind remains so.
The cosmic or individualized view that God has a plan became for me an increasing hollow notion.）
１４
神義論という用語を最初に用いたのはライプニッツで、悪の実在を盾に神の存在を否定しようとする
ベールに対し、神の存在の擁護を目指す自らの著作の標題として用いた。ライプニッツの著作名は
Théodicée (1710) で、ギリシャ語 theos（神）と diké（正義）の合成語である。
『岩波キリスト教辞典』P.583.、
『新カトリック大事典』第三巻、pp.384-385 を参考。
１５
Alfred Bloom, “Shin Buddhism in Encounter with A Religious Pluralism” (Journal of Pure Land Buddhism,
1984), p. 29.（原文：His emphasis of Other Power and gratitude, together with his interpretation of endowed
trust-faith, undercut the egoism and self-righteousness that informs that attitudes of many adherents. There is no
legalism or moralism in Shinran’s teaching that would encourage people to compare themselves with others in order
to demonstrate their spiritual superiority.）
１６
宗教改革者ルターはキリスト教史上信仰義認論をパウロにおいて再認識し明確化した。中世スコラ学
の恩恵論に基づくローマ・カトリック教会の義認論が信仰のみでなく、よい行いによる功績をも義認の不
可欠の条件としたのに対し、ルターは信仰のみを義認の唯一の条件とした。それは律法の行いを義認の条
件とするユダヤ人に対し、パウロが律法の行いによらず、ただイエス・キリストの信仰のみを義認の条件
としたことに倣うものである。ルターの信仰義認論は、彼個人の修道士としての内省をともなった聖書解
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釈から、思想史的には後期スコラ学において神の絶対的権能を説いた唯名論の影響を受けて成立した。
『岩
波キリスト教辞典』、pp.586-587 を参照。
１７ Alfred Boom, “Shin Buddhism in America: A Social Perspective.” The Faces of Buddhism in America. U.S.A.:
University of California Press) , p.45.（原文：Charles Prebish indicates that Shin Buddhism has the best opportunity
to become transnational because of its similarities with Western religion, it has not realized this potential.）
１８
“Shin Buddhism in America: A Social Perspective.” The Faces of Buddhism in America (U.S.A.: University of
California Press, 1998), p.39.
１９
“Postscript - An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World.” Popular Buddhism in Japan, Shin
Buddhist Religions and Culture (U.K.; Curzon Press, 1998), p.182.
２０
参考論文は、Alfred Bloom, “Postscript – An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World” (Popular
Buddhism in Japan: Shin Buddhist Religion and Culture, Surrey, U.K.: Curzon Press Ltd., 1998), pp. 181-184 を中
心に “Shin Buddhism in America: A Social Perspectives” (The Faces of Buddhism in America, University of
California, 1998), “Contemporary Perspective on Shin Buddhism in Society” (Nagata, 2000), および “The
Contribution of Shin Buddhism to Modern Life” （『ハワイ真宗伝道の実践的研究』筆者日本語訳, 2012）を参
照した。
２１
文脈化（contextualization）の言葉は台湾の神学者、黄彰輝（ン・チオンフイ、1914-88）によって用い
られ、1970 年代からキリスト教神学の用語として頻繁に使われるようになった。
２２
浄土真宗（Shin Buddhism）を”do-nothing religion (何もしない宗教)”と呼ばれることもある。
２３
Alfred Bloom, “Postscript – An Appraisal of Shin Buddhism in the Modern World” (Surrey, U.K.: Curzon
Press Ltd., 1998), p.182.
２４
Alfred Bloom, “A Basic for the Comparison of Religions: Christianity and Buddhism” (Journal of Bible and
Religion, #24), pp.269-274.
２５
補足として、旧約聖書の第２創造物語にはパートナーとの関わりにおける人間の社会性として理解で
きる表現がある。「人は独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう。」（「創世記」2.18）
２６
ハンによると、「エンゲイジド・ブディズム＝社会参加する仏教とは仏教そのものであり、後に付け
加えられたものではない。自分の家庭や社会で仏教を実践すること自体が、エンゲイジド・ブディズムな
のである。」と Donald Rothberg は紹介している。
（原文：Engaged Buddhism is just Buddhism. If you practice
Buddhism in your family, in society, it is engaged Buddhism.） Donald Rothberg, “Responding to the Cries of the
World: Socially Engaged Buddhism in North America” in The Faces of Buddhism in America, edited by Prebish
and Tanaka (Berkeley and L.A.: University of California Press), p.272.
２７
2007 年に行われたピュー・フォーラムの「全米宗教実勢調査」では、アメリカ合衆国人口の 78.4% が
キリスト教、うちプロテスタント 51.3%、カトリック 23.9%という結果がある。
２８
社会とエンゲイジドする仏教運動や団体が形成され、その活動は現代仏教の大きな特徴ともいえる。
1989 年にはエンゲイジド・ブディズムの国際ネットワークである International Network of Engaged
Buddhists (INEB) が結成された。そのなかでも、最大の団体は 1978 年に創立されたブディスト・ピース・
フェローシップ（Buddhist Peace Fellowship: BPF）である。その理念は、
「我々は、個、他との関係、組織
および社会制度から生じる苦悩から、衆生が解放されるための手助けに努める。BPF が行う行事、出版、
および修行などを通して仏教の智慧と慈悲という教えを進歩的社会改革に結びつけることを目指す」とさ
れている。
２９
カトリック教会の社会問題との取り組みは、1891 年に発布された教皇レオ１３世の回勅『レールム・
ノヴァルム』（Rerum Novarum）に始まる。これはカトリック教会がその立場から社会問題について考究
した初めての社会教説である。その後、第二バチカン公会議の『現代世界憲章』や社会問題に関する教会
の教えの集大成である『教会の社会教説網要』には、社会問題と向き合うカトリック教会の基本姿勢や、
社会問題への関わりと救いとの関係、また聖職者、修道者、信徒のそれぞれの役割が説明されている。
『な
ぜ教会は社会問題にかかわるか Q&A』、pp.13-55 参照。
３０
Alfred Bloom, “Spiritual Potentials for Quality Living” (The Pacific World, 1986), pp. 42-48.（原文：Salvation
cannot be done for myself alone, ignoring the plight of others. There can be no real salvation for humanity unless
all people can share it. This we have constantly stressed in this paper that meaning, value and quality living
cannot be attained in isolation.）
３１
前掲。
３２
Alfred Bloom, Strategies for Modern Living: A Commentary with the Text of the Tannisho (Berkeley,
California: Numata, 1992), pp. 72-75.
３３
『浄真全』二・p.1057. 読解便のため『註釈版』の該当箇所を引用した。（『註釈版』p.835.）
３４
『真聖全』三・p.9.（『註釈版』p.880.）
３５
『真聖全』三・p.68.（『註釈版』p.922.）
３６
『浄真全』二・p.1075（『註釈版』pp.853-854.）
３７
Alfred Bloom, “Contemporary Perspectives on Shin Buddhism in Society” (『仏教と人間社会の研究』2004),
pp. 101-102. (原文：Hee sung Keel, a Korean Christian theologian, in his recent book, Understanding Shinran: A
Dialogical Approach, asserts that Shin Buddhism lacks a clear social ethic. For him, it marks the most
pronounced weakness of Shin Buddhism.) および Alfred Bloom, “Further Buddhist Christian Dialogue: A Review
Article of Hee Sung Keel’s Understanding Shinran: A Dialogical Approach” (Buddhist-Christian Studies Vol. 20,
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2000), p. 100.
３８
Hee Sung Keel, Understanding Shinran: A Dialogical Approach (Nanzan Institute for Religion and Culture,
1995), p.9 and pp.151-152.
３９
『聖書 新共同訳』（新）p.277.
４０
『プロテスタント思想文化史－１６世紀から２１世紀まで』p.63.
４１
『歎異抄』第四条、『浄真全』二・p.1056.
４２
前掲、後序、p.1075.
４３
「脳死・臓器移植」、2004 年（平成 16）
「脳
特別論題に関しては『宗報』を参照。2003 年（平成 15）
死（判定）
・臓器移植」、2005 年（平成 17）
「死の看取りについて」、2006 年（平成 18）および 2007 年（平
成 19）
「仏教と平和」、2008 年（平成 20）および 2009 年（平成 21）
「別離苦の救い－突然死の悲しみを考
える」、2010 年（平成 22）
「環境問題と仏教」、2011 年（平成 23）
「今後の特別論題の展望」、2012 年（平
成 24）
「念仏者の実践について－寄り添うということ」、2013 年（平成 25）および 2014 年（平成 26）
「先
端医療と仏教の立場」、2015 年（平成 27）「原発と未来の責務」。
４４
龍谷大学 実践真宗学研究科ホームページ参照。
http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/practical_shin/introduction.html （２０１４年１０月５日アクセス）
４５
Michio (Ichido) Tokunaga and Alfred Bloom, “Toward a Pro-Active Engaged Shin Buddhism: A
Reconsideration of the Teaching of the Two Truths (shinzoku-nitai)” (Pacific World Third Series, 2000), p.203.
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小結

第３章「モダニズムから現代へ」で取りあげたルベン・アビト、海野大徹、アルフレッ
ド・ブルームは、いずれも西洋英語圏で２０世紀後半から２１世紀初頭を代表する真宗学
者である。第３章で検証したところのそれぞれの真宗思想に関しては、ルベン・アビトは
キリスト教神学 Theology の立場から「真宗テオロジー」の構築を提唱し、その構築のキー・
エレメントともいえる構成要素を提示した。二番目の海野大徹は真宗教義を踏襲して、衆
生である人間に自己を変革する可能性を主張し、自己の宗教的確立が他者に余波すること
で自他共存する浄土真宗の思想を明示している。最後に考察したプロテスタント原理主義
から浄土真宗に改心したアルフレッド・ブルームは、浄土真宗が西洋英語圏においていか
に貢献できるかを生涯のテーマとして、自己のみの救済だけではなく、社会性（Social
Consciousness）のなかで今後の浄土真宗はより発展していく可能性を示唆している。
これら三者はそれぞれに孤立しているわけではなく、お互いに影響し合っているといえ
よう。アビト論文は海野が言及しているアメリカにおいて宗教が必要とされる要素を「真
宗テオロジー」の構築のなかで取り上げて、考慮する姿勢を示している。また、海野論文
はブルームが１９５５年にホノルルにある仏教研究センター (Buddhist Study Center: BSC)
で開催された第７回国際真宗学会 (International Association of Shin Buddhist Studies: IASBS)
にて基調講演として述べたハワイ･北米にける浄土真宗門徒の変移と教義的問題点をもと
に、海野自身による真宗思想を展開している。これらの関係から三者の影響関係は以下の
ように考えられる。

ブルーム

海野

アビト

ブルームは海野に、また海野はアビトに影響を加えている。ブルームとアビトの関係は、
それぞれの文献文において明示はないが、以前にプロテスタン原理主義であったブルーム
がキリスト教徒であるアビトに影響を与えている可能性は否定できないと考えられる。よ
って、これら３名の英語圏における真宗学者はお互いに刺激し合いながら、それぞれの真
宗思想は形成されたと言っても過言ではない。

大原性実は『龍谷教学』に寄稿した論文「いわゆる米国仏教と眞宗教学」
（１９６８年）
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のなかで、当時のハワイ・北米における真宗教義の状況と今後の課題と展望について以下
のように述べている。１

真実に期待される米国仏教・眞宗は如何にあるべきであろうか。第一に考えられる
ことは米国の国民性（日系の三世、四世の国籍は勿論、あらゆる面において白人と同
様の米国人である）に適応する内容を有するものでなくてはならぬ。特別な例外を除
いて彼等は直情的（直線的）であり、楽天的であって、ものの考え方は極めて現実的
であり合理的であり、実証的であり具体的である。
英語開教使の養成をなしつつ、後述の如き真宗教義の肉付けに精進するならば、必
ず真の米国仏教として興隆するであろうことを信ずる。その肉付けの内容経路につい
て種々の考え方があろうと思われるが、上記の如き彼等の性格等を顧慮しつつ私は次
の諸点を挙げてみたい。
1.

真宗における救済の論理が明瞭にされること。即ち他力の救いということを正し
く理解せしめること、これはキリスト教の救済論に対比して明白にされるべきで
あって、最重要な課題である。

2.

仏教行的実践の展開と念仏行の関係を明確にすること。いわゆる米国仏教では四
諦八正道、六波羅蜜の解説に始終してきた。それらの仏教行よりいかにして浄土
門の念仏行を展開してきたか、仏教行の念仏との断絶を連続せしめるものは果た
して何であるか、これ亦重要な課題である。

3.

真宗救済の現実的意義、信の活現の場として人生と生活。信仰と倫理、念仏と道
徳、宗教的実践と社会的実践等はこの課題の具体的内容として指示せられねばな
らぬ諸問題である。

4.

3.の課題に関連して真宗信仰の現世利益の課題。この問題はキリスト教との対比
に於いても、又最近ぞくぞく土塀しつつある新興宗教（特に創価学会）との対決
に於いても検討さるべき重要課題である。

大原論文が１９６８年に語るハワイ・北米の真宗教学の状況は、戦後の日系二世を中心
としたものと窺えるが、その後、真宗教義はハワイ・北米の英語圏において英語を母国語
とするルベン・アビト、海野大徹、アルフレッド・ブルームという真宗学者を生み出すこ
とになる。これら三名ともに、真宗の救済論、浄土門の念仏行の理解は深く、また大原論
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文が指摘する３.にある真宗救済の現実的意義、宗教実践と社会的実践への示唆も熟考され
ており、宗教多元社会における真宗教義の立ち位置も明確に理解されていると考えられる。
第３章「モダニズムから現代へ」において取り扱った西洋英語圏におけるルベン・アビ
ト、海野大徹、アルフレッド・ブルームによる真宗思想をひと言でまとめると、
「自己変革
して社会と自他共存のなかで発展する２１世紀の救済論」といえよう。

１

大原性実「いわゆる米国仏教と眞宗教学」（『龍谷教学』第３号、1968（昭和 43）年）pp.5-17.
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第４章

現代の動向
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第４章

現代の動向

第１節

第１項

瞑想からマインドフルネスへ

マクマハン論にみるマインドフルネスの視座

第１章で取り上げたマクマハンは著書 The Making of Buddhist Modernism (2008) で仏教
の基本的な行である瞑想がモダニティーのなかでマインドフルネス（精神集中）と呼ばれ
る技法や思考に文化変容（acculturation）をしていることを次のように述べている。

伝統的に、瞑想は悟りへの行であったにも関わらず、実際に実践できたのは僅かの出
家者であり、その他の多数のアジアにおける在家信者は、サンガへの奉仕、儀礼参加
や仏教倫理によるダルマを実践してきた。しかしながら、現在ではアジアでも西洋で
も、多くの在家仏教徒や仏教同調者たちをはじめ、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒン
ドゥー教徒、無宗教者によっても、さまざまな形態の瞑想やマインドフルネス（精神
集中）の技法が実践されている。座禅は仏教を超えてカトリック修道院でも実践され
ているのが現状である。１

マクマハンは、このような変容が単なる仏教内部のものではなく、西洋の思想展開と深
く関係するものとして論じている。すなわち、
「東洋はスピリチュアルで主観的、直感的で
あり、西洋は物質主義的、合理的、外向的」という一般的理解に対して、最近の多くの思
想家は、西洋のモダニティーに内在する動向が主観性や自己や心に注意が向けられている
ことを指摘している。テイラーはこれを「主観的転回」（massive subjective turn）２と名付
け、すでに１７、１８世紀から始まっているとしている。そしてこの流れは、２０世紀に
おいて精神分析と瞑想の邂逅へと導くことになる。近年の傾向としては、科学的研究の対
象として瞑想自体が「心の科学」として論じられることもあり、このような傾向をマクマ
ハンは瞑想の脱伝統化と見なしている。また、マクマハンは瞑想の脱伝統化に加えて、瞑
想の個人化、脱教団化の傾向も仏教史のなかで重要な動向であるとしている。３
このようにマクマハンは、今日仏教の中核であるとされた瞑想という思想や実践は、実
は伝統的理解と大幅にずれていて、その原因は仏教内部だけでなく、欧米思想の展開との
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融和性や複合性 (hybridity)と深く関わっていると指摘している。
それでは、伝統的な瞑想や座禅からモダニティーの流れのなかで生まれたマインドフル
ネス（精神集中）技法・思考とは如何なるものであるのか。マクマハンはこの現象を西洋
社会のみのものではなく、アジアにおける在家仏教者や同調者、また他宗教であるキリス
ト教、ユダヤ教、ヒンズー教でも実践されていると指摘している。瞑想から派生したとも
言えるマインドフルネスは、ストレス軽減、ペイン・マネジメントなどの心理療法（セラ
ピー）として使われるようになり、心理療法とマインドフルネス関係については、以下の
ような特徴があると述べられている。

心理療法としてのマインドフルネス（精神集中）
マインドフルネスは、テイラーによる「主観的転回」との関係において、多様文化
の現代社会における自己探求と現代社会の要求から生まれたもの。
マインドフルネスは、スピリチュアルな営みとして再魔術化（re-enchantment）され
たもの。
マインドフルネスは、目覚め・ひらめき・経験による日常生活の肯定化を目的とす
る。
マインドフルネスは、仏教に限らず、他宗教でも実践されている。
マインドフルネスは、商品化・コマーシャル化となっている。

日本におけるマインドフルネスに関する論文としては、阿部貴子氏による「現在の仏教
瞑想－マインドフルネス（気づきの瞑想）について－」
（１９９４年）４が唯一のものであ
る。阿部は、マインドフルネスは広義でのエンゲイジド・ブディズム（社会参加仏教）の
活動と理解し、アメリカではすでに仏教の修行法を代表するものとして定着していると述
べている。阿部はマインドフルネスを「気づきの瞑想」と訳しているが、意味合い的には
「精神集中」と呼んだ方が適当と考える。阿部論文では、アメリカでの瞑想修行はもはや
個人の悟りや解脱、非日常的境地へ到達するためだけの手段ではないとし、精神集中によ
る瞑想技法はアルコールや薬物中毒治療として応用され、刑務所での精神修養、スポーツ
選手への集中力強化、企業でのストレス緩和の手段としても利用しているとしている。
阿部論文は２０年以上前の１９９４年に書かれたものであり、北米におけるマインドフ
ルネス思考や受容状況には触れていない。本節では、マインドフルネス動向を仏教徒の立
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場で研究しているウィルソン論文を参考にして、北米におけるマインドフルネス思考を考
察・分析することにする。

第２項

北米におけるマインドフルネスの歴史的背景

本項では、ジェフ・ウィルソン（Jeff Wilson） が２０１４年に出版した Mindfulness America
– The Mutual Transformation of Buddhist Meditation and American Culture にもとづいて、マイ
ンドフルネス（精神集中）技法や思考がどのように北米に根を下ろし、現在において機能
しているかを考察する。
ウィルソンは現在、カナダ、オンタリオ州ウォータールー市にある１９５７年に創設さ
れたウォータールー州立大学で、宗教学・東アジア研究科の准教授として勤めている。ノ
ースカロライナ大学で修士号・博士号を取得している。大学院では、Religious Diversity in
North America; Themes in the Study of Unitarian Universalism; Themes in Buddhism in North
America; History of Religion in North America といった講義を行っており、Mindfulness
America – The Mutual Transformation of Buddhist Meditation and American Culture (2014) 以外
の著書には、Dixie Dharma: Inside a Buddhist Temple in the American South (University of North
Carolina Press, 2012); Mourning the Unborn Dead: A Buddhist Ritual Comes to America (Oxford
University Press, 2009) がある。５ また、同氏は浄土真宗僧籍を持っているが、北米やカナ
ダ開教において開教使としての伝道・布教活動は行っていない。以下、ウィルソンによる
北米におけるマインドフルネス思考の形成過程やその受容と展望について考察する。６

１８４４年から２０世紀に到るまで、
「マインドフルネス」という言葉は仏教との関
連のなかで北米では語られることはなかった。では一体どのようにして、アメリカ仏
教徒のあいだに入って来たのか。マインドフルネスは確かに英語のボキャブラリーで
はあるが、瞑想技法として使用される際には曖昧な意味となる。結局、マインドフル
ネスはパーリー語である sati (サンスクリット語では smrti)を語源とするものと考えら
れ、長年にわたって適切な英訳を探しながら、アメリカ文化のなかで広く使われるよ
うになったものである。
今日マインドフルネスという言葉は sati の英語訳として半世紀にわたり北米で浸透
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した。Sati の原語は記憶や思い出という意味である。Sati の語は主に『念処経』７や
安那般那念８を説明した『入出息念経』９の経典英訳によって西洋に紹介されたものと
考えられる。１０ では、どのようにしてマインドフルネスは sati の最も適切な英訳と
なったのかを、特に北米でのマインドフルやマインドフルネスという言葉に落ちつい
た過程を辿ってみよう。
１８５３年に英国メソジスト教会のロバート・スペンサー・ハーディーという当時
において仏教の教えを英訳し始めたパイオニア的人物が、sati/smrti を「意識、特に悪
い行いを止めて、善い行いをするという道徳的意識」、また「真実性の探知」という意
味合いで使い始めた。その後、１８７０年に１９世紀の東洋思想家として最も重要人
物であるマックス・ミューラーは sati を「注意深いこと」、「良く目覚めていること」
などと訳したが、これには思い出すという憶念的ニュアンスが欠落している。
そして、パーリー・テキスト協会を設立したトーマス・ウィリアム・ライズ・デイ
ビッズが１８８１年にマインドフルネスに「注意深い気づき」という意味合いを加味
して、１８８６年には著書 Buddhism: Being a Sketch of the Life and Teaching of Gautuma,
the Buddha で、samma-sati を「正念」と英訳している。パーリー・テキスト協会は１
９１０年に Mahasatipatthana Sutta の英訳を完結した。のちに T. W. ライズ・デイビッ
ズは妻のキャロライン・オーガスタ・フォーリ－・ライズ・デイビッズと共に sati の
英訳として mindfulness マインドフルネスを使用することに決着を見ることができる。
他の仏教学者においては、マインドフルネスの語源を sati 以外とするものもいる。
例えば、マインドフルネスによる呼吸法によって「観」ることを意味するヴィパシヤ
ナ（毘鉢舎那）や、心を止めて集中、静寂、落ち着きを意味するシャマタ（奢摩他）
を原語である例もある。

ウィルソンは、１９７０年以前のマインドフルネスの動向について、２０世紀初めの７
５年間においては、マインドフルネス瞑想は北米において無名であったが、１９７０年代
から次第に脚光を受けることになったと述べている。１１その発展段階として、先ずはアジ
アでヴィパシヤナ（毘鉢舎那）を学んだジョセフ・ゴールドスタイン (Joseph Goldstein, 1944
- 現在) などの専門家がアメリカ生まれの在家者に対してワークショップやレトリートを
始めたこと、二番目にベトナム出身の仏教モダニストであるティック・ナット・ハーン
（Thich Nhat Hanh, 1926 - 現在）がダライ・ラマ１４世（14th Dalai Lama, 1935 - 現在）と
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同様にアメリカにおける仏教徒以外の多くの人々に反響を与えたこと、そして三番目は医
師で科学者であるジョン・カバット・ジン（Jon Kabat-Zinn, 1944-現在）が仏教を超えてマ
インドフルネス思考を提唱したことである。
１９８１年にジャック・コーンフィールドがカリフォルニアに来て、１９８８年にスピ
リット・ロック瞑想センターを創設した。インサイト瞑想協会 (IMS)とスピリット・ロッ
クは北米におけるマインドフルネス瞑想の発信地となった。１９７７年に臨床心理学の学
位を取得していたコーンフィールドは、スピリット・ロックを本拠地としてマインドフル
ネス瞑想を心理学や心理療法と融合させて緊密な関係を構築する。
一方、ティック・ナック・ハーンは西洋社会で良く知られていて、１９６０年代にはプ
リンストン大学やコロンビア大学で教鞭を執っていた。小乗仏教の影響を受けたハーンは
『念処経』をもとにマインドフルネス技法を生み出し、１９７６年に出版された著書 The
Miracle of Mindfulness には日常生活における肯定的なマインドフルネス思考を打ち出して
いる。
続いて、カバット・ジンはハーンや他のアジア仏教の学者とマインドフルネス瞑想を習
得し、ケンブリッジ禅センターを創設して、そこの瞑想師となった。またジンはインサイ
ト瞑想協会をコーンフィールド、ゴールドステインやザルツブルグらとともに設立して、
かれ自身の瞑想方法を教えることになる。
１９８０年を皮切りに、それまで無名であったマインドフルネスはさまざまな出版物を
通して、北米において普及の時代を迎える。マインドフルネスに関する記事が、ヴィパシ

ヤナ・コミュニティー機関が発行する雑誌 Inquiring Mind や、ハーンが中心となるマイ
ンドフル・リビング・コミュニティー雑誌 Mindfulness Bell などに記載され始める。また、
ハーンは Being Peace や The Sutra on the Full Awareness of Breathings: With Commentary とい
った書籍を出版した。このように、１９８０年代には仏教徒でない著者がマインドフルネ
スに関する記事や書籍を出版することはなく、ハーンのように小乗仏教との関わりを重視
しながら、マインドフルネスを形成しようとする動きがあったことを否定することはでき
ないであろう。また、マインドフルネスと心理学との関連性をテーマにした学術論文が１
９８０年代に現れ始める。カバット・ジンは１９８５年に、Journal of Behavioral Medicine と
いう行動医学雑誌において“The Clinical Use of Mindfulness Medicine for the Self-Regulation
of Chronic Pain”の題目の論文の筆頭執筆者になっている。
さらに、マインドフルネスは１９９０年代に大きな時代を迎えることになる。というの
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は仏教がハリウッド・メディアと通して、特に Little Buddha (1993), Seven Years in Tibet
(1997), and Kundun (1997)という映画を通して紹介されることになる。また１９９１年に始
まった Tricycle: The Buddhist Review や Shambhala Sun という仏教雑誌、また１９９２年に
は Wisdom 出版社から Bhante Gunaratana による Mindfulness in Plain English１２が刊行されて、
いよいよマインドフルネス思考はアメリカ社会のなかでマスメディアを通して大きなテー
マとなる。なかでもマインドフルネス技法や思考をストレス減少に利用することは著しい
取り組みであった。
ビル・モイヤーは１９９３年の PBS スペシャル番組 Healing and the Mind
を紹介し、カバット・ジンと MBSR (Mindfulness-Based Street Reduction) は全米で有名とな
り、ジンの著書である Wherever You go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life
(1994) はベストセラーとなった。
仏教徒たちが、瞑想が個人の健康に効力があることに気づき、同時に非仏教徒たちもこ
れに注目をし始めたことで、マインドフルネスは必ずしも出家者やリトリート参加者に限
らず、宗教を超えて３６５日という普通の生活に取り入れられるようになった。要するに、
マインドフルネス瞑想技法や思考は仏教界以外でも発展することになる。その一例として、
スポーツ業界ではバスケット・ボール・チームのシカゴ･ブルのコーチであるフィル・ジャ
クソンがマインドフルネス技巧をチームのトレーニングに取り入れて、マイケル・ジョー
ダンやスコティー・ピッペンを生み出した。このように２０００年代のマインドフルネス
は仏教界からスポーツ界に導入されることになる。一方、マインドフルやマインドフルネ
スに関する学術論文は仏教界の認可とは無縁のもとで執筆されたものである。このように
マインドフルネス技法や思考を推進し、受容するのには必ずしも仏教徒である必要はない
事態を向かえることになる。１３

上記のウィルソンのよる北米におけるマインドフルネスの歴史的背景をまとめてみる
と、マインドフルネス瞑想の技法や思考は現在では従来の仏教界を越えて世俗化のなかで
発展しているといえる。二番目にはマインドフルネス（精神集中）瞑想によって悟りの境
地を目指すという仏教的要素が希薄になっている。三番目には、メディアの力を借りなが
らマインドフルネス思考は大衆文化のなかに浸透している。浸透手段としてのマインドフ
ルネス関連の出版物のカテゴリーは、
（１）仏教僧によるマインドフルネスに関するテキス
ト、
（２）在家仏教徒によるマインドフルネスに関するテキスト、（３）一般読者を対象と
した仏教雑誌によるマインドフルネス１４の記事、（４）仏教徒である著作によるマインド
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フルネスへの手引き書、（５）非仏教によるマインドフルネスへの手引き書、（６）マイン
ドフルネス動向についてのメディア的レポートなどに分類できる。いずれも、宗教多元社
会のなかで幅広い読者層にアプローチをするものである。
修行的アプローチの欠如に伴う実用的利用方法やメディア・チャンネルによるマインド
フルネス伝播の現象は在家・世俗社会のなかで発展し、大学、学校、病院、また治療専門
家たちのあいだで避けることができないテーマとなっている。しかし、このようなアメリ
カ社会での受容過程において、従来の仏教的伝統性がまったく切り捨てられたわけではな
い。仏教徒たちは原語によるテキストを重視し、瞑想を通して仏教本来の目的である sati
から悟り enlightenment, nirvana に到る修行に励んでいる。
ウィルソンは上記のように、もともとはアジア仏教の行の真髄であった瞑想が北米にお
いてマインドフルネスという言葉として紹介され、出家者による修行体系から在家者や非
仏教徒でない人々にもマインドフルネス思考は受容されている事実を歴史的視点から解明
を行った。さらに、マインドフルネス思考は心理学や心理療法と結びつき、日常生活と深
い関係のなかで世俗化が進んでいると述べている。ウィルソンはこのようなアメリカに帰
化する domesticate 現象を Mystifying（魔術化）と呼び、そのプロセルを Medicalizing（医
療化）→Mainstreaming（単純化・合理化）→Marketing（商品化）→Moralizing （個人的・
社会的価値の付加）の順序で論理を展開する。以下、簡単に説明を加える。

第３項

マインドフルネスの受容背景の分析

（１）Mystifying（魔術化）
アジア仏教の瞑想が北米で文化変容を遂げて、マインドフルネスという技法と思想に
変貌を遂げた要素はいかなるものであったのか。ウィルソンは脱出家化１５・脱戒律化
１６

・脱教義化・脱テキスト化・そして単純化と簡素化という一連の仏教要素をはぎ取る

作業（removal process）が超宗派を超えて大衆化を促したとし、その一貫したプロセス
を Mystifying（魔術化）と呼んでいる。マクマハンはこれを再魔術化（re-enchantment）
と言葉で表現し、マインドフルネスのスピリチュアルな営みとして把握している。

しかしながら、ここで忘れてはならないことは、このような Mystifying（魔術化）と
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は反して、本来の伝統的な仏教の瞑想を尊ぶマインドフルネス思考者も存在することで
ある。１７

また、非仏教徒たちの多くはマインドフルネス思考が仏教から生まれたもの

であることを認識しており、魔術化されたマインドフルネスを求める人々でも仏教との
関連性を求め、少なくとも歴史的過程を知りたいと思っているものも少なくはない。マ
クマハンもこの点について再伝統化 Re-traditionalization の興起の可能性を述べている。
１８

まさに、現在のマインドフルネスはさまざまな支持者や促進者によって多様な発展

を続けているといえよう。

（２）Medicalizing（医療化）
魔術化され、北米に帰化し自国化した domesticated mindfulness マインドフルネス技巧
と思考は、より一層に人間生活に導入されることになる。特に人間の身心のストレス解
消と癒しを目的にした治療法となり、宗教的要素よりも心理的・科学的要素が強いもの
となっている。１９
ストレス減少治療（セラピー）方法としてマインドフルネス思考が用いられた最大の
例として、ジョン・カバット-ジンによる MBSR: Mindfulness-Based Stress がある。２０ 第
２項で述べたように、ジンはティック・ナック・ハーンや他のアジア仏教の学者とマイ
ンドフルネス瞑想を勉強し、ケンブリッジ禅センターを創設した人物であり、マサチュ
ーセッツ大学医学大学院教授・同大の精神分析医としてマインドフルネスセンターを創
設して、精神集中技法であるマインドフルネスを医学や精神学に取り入れて、ストレス
軽減プログラムを編み出した。MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)から派生した機
関は次の通りである。
Mindfulness-Based Eating Awareness Therapy (MB-EAT)
Mindfulness-Based Art Therapy (MBAT)
Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRE)

また、ヴィパシヤナ瞑想を学んだカバット・ジンによる MBSR Mindfulness-Based Stress
Release のプログラムは対人関係や仕事などのストレス、慢性的な痛み、不安やパニック
障害、睡眠障害、披露、高血圧、頭痛などを持つ人が対象で、八週間で毎週一日二時間
半のクラスが用意されている。プログラムは次の通り。２１
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第１週～第２週：１０分間の呼吸法と、４５分間のボディスキャン。ボディスキ
ャンとは、仰向けになって、足先に意識を集中させ徐々に上に向かい頭頂部へと
意識を移していくこと。身体の各部分が呼吸と共に動いていることを感じる。痛
みのある箇所は集中することで痛みの場所を感じることができる。

第３週～第４週：呼吸法は１５分～２０分。４５分間のボディスキャンとヨーガ
を１日ずつ交互に行う。ヨーガは一定のポーズを取ってバランスを取る。身体と
意識の一体感、自分と外界との一体感を体験する。

第５週～第６週：４５分間のヨーガと静座瞑想を１日ずつ交互に行う。静座瞑想
とは呼吸への集中を基本として、心に浮かぶ事柄が生滅するのを意識する。自己
という観念や執着を出てこないように注意する。

第７週～第８週：毎日４５分間、自由な組み合わせで実践する。第８週にはクラ
ス終了後でも実践できるような独自なプログラムを作成する。

（３）Mainstreaming（単純化・合理化）Specific Benefits/ practical and worldly benefit
次にウィルソンは、マインドフルネスの現世利益的効用を示すことで、マインドフル
ネス思考の単純化と合理化が図られたとしている。仏教本来の瞑想の利益については、
パーリー経典である『念処経』や『入出息念経』に間接的に記載されている。２２ 現在
では、ハーンがマインドフルネスに関する数々の書籍を出版し、その効用について分か
り易く示している。なかでも、多くの読者を捉えたとされる The Miracle of Mindfulness
(1975)２３ では第２章 The Miracle is to walk on Earth, 第３章 A Day of Mindfulness のな
かで、マインドフルネス技法とそれによる効用を説明している。また、同内容をジャッ
ク ・ コ ー ン フ ィ ー ル ド に よ る 序 論 が 書 か れ て い る Being Peace (1987) ２４ 第 ７ 章
Meditation in Daily Life でも記述している。以下ハーンによるマインドフルネスをテーマ
にしたその他の書籍である。
Present Moment, Wonderful Moment: Mindfulness Verses for Daily Living (1990)
Peace Is Every Step: the Path of Mindfulness in Everyday Life (1991)
You Are Here: Discovering the Magic of the Present Moment (2009)
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書籍タイトルにマインドフルネスの語を取り入れた、Mindful Eating, Mindful Sex,
Mindful Parenting, Mindful Work などといったものも出版されている。幅広く西洋英語圏
の読者層を狙ったマインドフルネス思考は出版物２５やインターネットを通して、より一
層に伝達・浸透パワーを加速している。

（４）Marketing（商品化）
次にマインドフルネスの商品化について、ウィルソンは二通りのアプローチを提示す
る。ひとつはマインドフルネス技法や思考を拡大解釈して付随的な商品化を図ること、
もうひとつは専門家によるマインドフルネス技法や思考を教授することである。２６
拡大解釈して付随的な商品化としては、マインドフルネス技法に関する座布やベル、
作務衣などを指す。一方、専門家によるマインドフルネス技法や思考の専門知識を商品
化する二番目のアプローチとしては、仏教瞑想を修得したベトナム仏教僧侶のハーンや、
在家仏教徒として瞑想をアジアで学んだジャック・コーンフィールド、ジョセフ・ゴー
ルドスタインなどによるマインドフルネス技法の指導や教授することをいう。

（５）Moralizing （個人的・社会的価値の付加）
最後にマインドフルネス動向が目指すべき方向として、ひとつは個人を対象とした精
神向上とストレス緩和への利用、もうひとつはマインドフルネス思考が社会に貢献しう
る公益性に向けて発展することであるとされている。２７ 実際に、マインドフルネス技
巧はアメリカ陸軍において活用されている。元アメリカ陸軍兵士で、また東南アジアで
尼僧であったエリザベス・スタンレー (Elizabeth Stanley) は、Mindfulness-Based Mind
Fitness Training (MMFT)を設立して、戦場へ向かうアメリカ兵士や帰国した兵士たちのト
ラウマ的心理状態にマインドフルネス技巧・思考を適用している。MMFT はジンによる
MBSR の指導方法と類似していると言われている。２８ マインドフルネス思考の公益性
は社会や世界に向けて政治経済に向けても発信される可能性を持つと考えられている。

第４項

今後の研究分野とその展望

北米におけるマインドフルネス思考は、極めて present moment, the present body, the present
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mind, and the present environment といった現世思考２９である。鈴木大拙（D. T. Suzuki）によ
って西洋英語圏に幅広くもたらされた禅仏教の座禅や瞑想は、ある意味で北米においてマ
インドフルネスという新しい切り口で生まれ変わったといえよう。ウィルソンの提示した
マインドフルネス動向はモダニズム現象のひとつといえる瞑想の脱伝統化であり、マクマ
ハンの研究成果を踏襲しているといえる。最後に、ウィルソンは今後のマインドフルネス
研究分野とその展望について以下のように付け加えている。３０

1.

今後の北米におけるマインドフルネス研究を最も影響力のあるといえるハー
ンやジンを中心にして継続すること。

2.

マインドフルネス動向について民族誌学的なリサーチが必要である。

3.

マインドフルネス動向について法的・政治的な細分化が必要である。

4.

マインドフルネス技法と思考の宗教多元社会への参入を考察する。

5.

本書は北米という限られた地域におけるマインドフルネス動向を著述したも
のであるが、今後は国際的見地から調査・研究する必要がある。

6.

マインドフルネス動向が経済界に与える可能性を研究する必要がある。

そしてまた、マインドフルネス思考とは反対に本来の伝統的な瞑想に立ち返り、現代社会
のなかで意義を見出そうとする再伝統化 Re-traditionalization の動きも今後において重要
な研究対象となることを見逃してはならない

第５項

米国仏教団（ＢＣＡ）・ローカル真宗寺院での受容とその活動

創設１１７年の歴史をもつ米国仏教団（BCA）も北米におけるマインドフルネス動向に
着目し、真宗の教えとの関わりを「念」や「聞」の視点から見出そうとしている。２０１
７ 年 に 発 行 さ れ た BAC 開 教 使 に よ る パ ン フ レ ッ ト に は The Shin Buddhist View of
Mindfulness３１という題目が見られる。その内容を見てみると、真宗教義である二種深信に
おいてマインドフルネスという言葉が位置付けされている。

Mindfulness is a key factor in maintaining this awareness of Truth.
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For thee devout

Shin Buddhist, it is an expression of deep spiritual gratitude for the realization of receiving
this unique gift of human life.

It is this attitude of gratitude that is at the heart of mindfulness

for the Shin Buddhists. ・・・“Hearing” can mean awakening to the benefits of life, received
from others. The Nembutsu, Namo Amida Butsu, is a mindful practice of realizing and
appreciating the many gifts from others. The mindful practice of recognizing the ordinary
bliss of our life, balance our unrealistic expectation of eternal comfort.
The “Shin Buddhist view of mindfulness” is a process that develops a holistic
perspective. Our life becomes a sacred journey, as our ordinary life is affirmed. Awakening
to this rare gift of life, we can accept, endure, and enjoy the wide spectrum of human grief and
bliss. We are then inspired to be significant source of happiness for others.

Namo Amida

Butsu becomes a natural mindfulness of gratitude that sustains us as humans and elevates us to
a realm of bliss.
（著者による日本語訳：マインドフルネスとは名号を聞き届けることによって沸き
起こる歓喜を意味する真実への目覚めであると理解される。
「聞く」とは自己の存在を
認識し、また当為に向かう自己を支える大きなはたらきに気づくことである。
真宗のマインドフルネス観は煩悩具足の自己の存在が宗教的に肯定されることへ
のプロセスであり、また他者にも宗教的救済を分かち合うという自他認識といえる。
名号を聞くことによって自己を知り、法へのよろこびを知るという憶念を真宗におけ
るマインドフルネスと位置付けることができるであろう。）

上記のパンフレットでは真宗におけるマインドフルネスを信機・信法という二両面を表
す信心獲得への「聞」や「念」として理解されている。このことを真宗教義に照らし合わ
せて考察を加えると、
「然経言聞者衆生聞仏願生起本末

無有疑心是曰聞也言（しかるに、

『経』に「聞」といふは、衆生、仏願の生起本末を聞きて疑心あることなし、これを聞と
いふなり。」３２）に示されるように、真宗におけるマインドフルネスとは「仏願の生起本
末」に示されるように名号を聞き憶念することであると西洋英語圏に説明できると考える。
すなわち、
「仏願の生起」とは阿弥陀如来が本願を起こされた理由を示すものであり、それ
は救済の対象となる世界（器世間）とそこに存在する人間（衆生世間）のありさまを意味
し、また「仏願の本末」とは如来救済の因果・始終を意味し、救済の法である名号のはた
らきを示すことになる。３３
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救済の対象となる人間（衆生世間）の本来のすがたである二種深信の機の深信を信知す
ることが「仏願の生起を聞く」という内容であり、また、
「仏願の本末を聞く」とは法蔵因
位の修行と本願成就の果を意味することから願力摂受の法を信知するところの法の深信を
意味するものといえよう。３４
仏教の意味合いを失い、アメリカ社会において心理治療法や健康法として活用されてい
るマインドフルネス思考を真宗の教えのなかで理解・説明するためには慎重な姿勢が必要
であり、常に真宗教義に照らし合わせてアメリカ真宗教学とする姿勢を忘れてはいけない
と考える。
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１

David L. McMahan, The Making of Buddhist Modernism (New York: Oxford University Press, Inc., 2008),
pp.182-183.（原文：Most casual observers and many ardent practitioners of Buddhism, particularly in the West,
would identify meditation as the essential Buddhist practice. Yet, as noted, while meditation has always been
considered necessary to achieving awakening, only a small minority of Buddhists actually practice it in any serious
way. The vast majority of Asian Buddhists have practiced the dharma through ethics, ritual, and service to the
sangha. Although provisions have sometimes been made for laity to practice meditation --- and some important
figures have explicitly advocated it --- it has generally been considered an arduous endeavor taken up by small
number of monastics who specialize in contemplative practice. Today, however, throughout Asia as well as the
West, many lay Buddhists and Buddhist sympathizers --- not to mention Christians, Jews, Hindus, and secular
people --- now practice various forms of Buddhist meditation and mindfulness techniques.）
２
Ibid., p.188.（原文：“massive subjective turn” that begins in earnest in the 17th – 18th centuries. The subjective
turn has taken place in Romantic, psychological, and rationalist modalities, and Buddhist modernism draws on all
of them. First, some elements of the subjective turn that have roots in Romanticism. 著者による日本語訳：「主
観的転回」（massive subjective turn）はロマン主義、心理学的、合理的な様相のなかで発展したものでが、
特にロマン主義に主軸を置き、仏教モダニズムを引き起こす要因となった。）
３
Ibid., p.187.（原文：This privatization, deinstitutionalization, and de-traditionalization of meditation are
significant developments in the history of Buddhism.）
４ 阿部貴子「現代の仏教瞑想－マインドフルネス（気づきの瞑想）―」について」
（『大正大学研究紀要』
文学部人間学部、第９４号、２００９年）pp.105-115.
５
参 考 資 料 ： https://uwaterloo.ca/renison/people-profiles/jeff-wilson (Accessed on 05-14-2017);
https://professorjeffwilson.wordpress.com/ (Accessed on 05-14-2017).
６
Jeff Wilson, Mindful America – The Mutual Transformation of Buddhist Meditation and American Culture
(Oxford: Oxford University Press, 2014), pp.15-19. （原文：From 1844 until well into the 20th century, the term
“mindfulness” played little or no role in the emerging American fascination with Buddhism. ・・・How then did
mindfulness finally enter the American Buddhist vocabulary? Mindfulness is an English word, and can be
slippery in the way it is employed to translate or designate specific meditation techniques. Eventually,
mindfulness became especially attached to the Pali term sati (Sanskrit=smrti), but it took decades for it to emerge as
the clear favorite translation, and even today there is ambiguity in many usages…. Allowing mindfulness to become
so widely appropriated and applied in American culture. Today “mindfulness” is well established as the preferred
translation of “sati,” as a survey of translations from the past half century will readily demonstrate. Sati literally
means memory or remembrance. Classical textual presentation of sati comes to us in the West primarily from the
Satipatthana Sutra, the closely related Mahasatipatthana Sutta And in its specifically breath-oriented practice, from
the Anapanasati Sutta as well. How did mindfulness come to be the preferred translation for sati, and what phases
can we detect in the usage of the terms “mindful” and “mindfulness,” particularly in the United States? In 1853
the British Methodist missionary Robert Spencer Hardy, one of the pioneering figures in the English-language
study of Buddhism, defined sati/smrti variously as “the conscience, or faculty that reasons on moral subjects; that
which prevents a man from doing wrong, and prompts him to do that which is right” and as “the ascertainment of
truth.” In 1870 F. Max Műller, one of the most important of the 19th century Orientalists, translated sati variously
as “watchfulness” and “well awake,” again neglecting the sense of remembrance. Then Thomas William Rhys
Davids, who founded the Pali Text Society in 1881, occasionally used “mindful,” implying cautious awareness, and
in 1886 he translated samma-sati as “right mindfulness” in the book Buddhism: Being a Sketch of the Life and
Teaching of Gautuma, the Buddha. The Pali Text Society produced its own, fuller translation of the
Mahasatipatthana Sutta in 1910, which soon superseded Warren’s version. Translated by T. W. Rhys Davids and
his wife Caroline Augustra Foley Rhys Davids, it continued his earlier precedent of using “mindfulness” for sati,
which now had become his preferred translation. Some authors still use mindfulness to indicate Buddhist terms or
concepts other than sati. For instance, mindfulness in reference to vipassana (Sanskrit=vipasyana). Vipassana
means insight, and because such insight if often developed in the course of mindfulness of the art of breathing
(Anapanasati, “mindfulness of breathing”). At least one prominent interpreter for Buddhism to America use
“mindfulness” to translate samatha (Sanskrit=shamatha), meaning concentration, tranquility, or calming.）
７
『大正大蔵経』第 26 巻、p.578.
８
安那般那念とは ānāpāna のことで、ānā とは入息、pāna とは出息を意味する。狭義には入出息（呼吸）
を意味し、広義には身体の観察として四念処に相当する観行（ヴィパッサナー）の領域も含む。
９
『大正大蔵経』第 96 巻、p.919.
１０
参考として、阿部貴子「現代の仏教瞑想－マインドフルネス（気づきの瞑想）―」について」
（『大正
大学研究紀要』文学部人間学部、第９４号、２００９年）pp.105-115.
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１１

Wilson (2014), pp.23-35.（原文：The critical turning point for the mindfulness movement as such was the
1970s ・・・during the first seventy-five years of the 20th century, American Buddhist awareness of mindfulness
techniques grew slowly. Three sources for mindfulness teaching appeared in 1970s America that would become
the most important wellsprings of the American mindfulness movement. The first was teachers trained in Asia in
the vipasana movements who began offering workshops and retreats for native-born lay Americans. The second
was the modernist Vietnamese monk Thick Nhat Hanh, who would soon exert an intense gravitational pull on
almost all forms of Buddhism in America ・・・along with the 14th Dalai Lama to non-Buddhist general audience.
The third was Jon Kabat-Zinn, a doctor and scientist who found new ways to apply and market mindfulness outside
of Buddhist contexts. In 1981 Jack Kornfield moved to California, where in 1988 he founded Spirit Rock
Meditation Center. The Insight Meditation Society (IMS) and Spirit Rock became powerhouse for the teaching of
mindfulness meditation, cultivating a large number of students and teachers and nurturing an expanding network of
affiliated groups across the United States. Kornfield earned a PhD degree in clinical psychology in 1977 and
many of the other teachers he invited to Spirit rock were likewise involved in psychology or psychotherapy in
someway. While Thich Nhat Hanh was already familiar with Western society, having studied and taught as
Princeton and Columbia Universities in the early 1960s. p.34 The Theravada influence on Hanh appears
specifically in the attention that he gives to mindfulness exercise such as those found in the Satipatthana Sutta.
His 1976 book The Miracle of Mindfulness presents an affirmative mindfulness and clear instruction on applying
mindfulness to everyday life. Kabat-Zinn studied mindfulness meditation with Thich Nhat Hanh and other Asian
Buddhist teachers, and he helped found the Cambridge Zen Center and went on to become a meditation teacher
himself. He also trained at the Insight Meditation Society with such as Kornfield, Goldstein, and Salzburg, and
eventually Kabat-Zinn taught his own course at IMS.）
１２
Bhante Gunaratana, Mindfulness in Plain English (Somerville: Wisdom Publications, 2011).
１３
Wilson (2014), pp.36-42. （原文：There are many publications such as Inquiring Mind (the journal of
Vipassana community) and Mindfulness Bell (the journal of Thich Nhat Hanh’s Community of Mindful Living),
and New Age bookstores. Thich Nhat Hanh wrote Being Peace and The Sutra on the Full Awareness of
Breathings: With Commentary. There were virtually no publications on mindfulness in the 1980s by non-Buddhist
authors, and even among the Buddhist authors those books that used the world mindfulness in their title were nearly
all by Thich Nhat Hanh or writes with a connection to the Theravada tradition. The first handful of studies of
mindfulness as applied to various psychological interests began to appear as theses and dissertation during the
1980s. Meanwhile Jon Kabat-Zinn and his MBSR colleagues in Massachusetts were developing models for
teaching meditation to non-Buddhists in secular, usually medical, environments. In 1985 Kabat-Zinn was lead
author on an article in the Journal of Behavioral Medicine titled “The Clinical Use of Mindfulness Medicine for the
Self-Regulation of Chronic Pain.” Mindfulness began to go big time in the 1990s. Buddhism experienced a
flourishing of public attention, brought on by multiple factors. One was the Hollywood media, as represented by
movies such as Little Buddha (1993), Seven Years in Tibet (1997), and Kundun (1997). A second was the 1991
founding of Tricycle: The Buddhist Review and the redesign of Shambhala Sun. In 1992 Wisdom Publications
published Bhante Gunaratana’s Mindfulness in Plain English, which quickly became a standard text for American
Buddhism. Mindfulness-Based Stress Reduction by Bill Moyers on his 1993 PBS special Healing and the Mind,
Jon Kabat-Zinn and MBSR became nationally famous. Kabat-Zinn’s books on mindfulness – such as his 1994
Wherever You go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life – now became bestsellers themselves,
and he was a regular interviewee on television and in print. Buddhist realized they could market the health and
other effects of their meditation, and non-Buddhists started paying attention. The primary model of the
mindfulness movement began to shift form the quasi-monastic, periodical extended retreat model to the firmly
embedded practice of mindfulness while in the house and at work, 365 days a year. Mindfulness was also starting
to catch o outside of Buddhism. One of the first important extra-Buddhist phenomena was the development of
mindful sports. Phil Jackson, coach of the internationally popular Chicago Bulls basketball team, described in
Sacred Hoops Spiritual Lessons of Harwood Warrior (1995) how he used mindfulness with star such as Michael
Jordan and Scottie Pippen. The 2000s when were the crossover decade for mindfulness. Those with mindful or
mindfulness in their title were written by people marketing themselves based on medical or therapeutic credentials,
rather than traditional sources of Buddhist authority. Mindfulness had become so omnipresent and available that
non-Buddhist authors could appreciate it.）
１４
Wilson (2014), p.42.
１５
Wilson (2014), p.48.
１６ Wilson (2014), p.53.
１７
Wilson (2014), p.57.（原文：However, we should not lose the fact that there are still many teachers who
continue to promote mindfulness as fully and irreducibly Buddhist, and many non-Buddhist meditators nonetheless
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know that they are involved in a form of Buddhist practice. Even those who seek to disaggregate mindfulness and
Buddhism to some degree often also wish to retain some connection between them or at least feel the need to
acknowledge their historic relationship.）
１８
McMahan (2008), pp.246-249.
１９
Wilson (2014), p.103.（原文：The process of domesticating mindfulness 北米で帰化した・自国化した瞑想
stresses the physical and psychological benefits of mindfulness practice. Buddhist practice has been removed
from the realm of religion and professionalized to become the property of psychologists, doctors, scientist, and diet
counselors, to be engaged in by clients rather than believers, who are not expected to take refuge, read scriptures,
believe in karma or rebirth, or to become Buddhist. Thus today large number of people engaged in mindfulness in
completely secular setting.）
２０
MBSR については、Andrew Olendzki 論文“Meditation, Healing, and Street Reduction” (Engaged Buddhism
in the West, Christopher S. Queen 編集)のなかも紹介されている。
２１
阿部貴子 (2009), p.7 参照。
２２
Wilson (2014), pp.106-107.（原文：p.106 Practical Benefits of Mindfulness in the Pali Canon. p.107
Instead of taking about powers or quotation from scriptures that reference them, American commentators tend to
draw primarily from three more favored sutras: the Satipatthana Sutra, Mahasatipatthana Sutta, and the
Anapanasati Sutta. These scriptures also teach of the benefits of mindfulness, but in less directly supernatural
form.）
２３
Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness – An Introduction of the Practice of Meditation, trans. by Mobi
Ho (Boston: Beacon Press, 1975).
２４
Thick Nhat Hanh, Being Peace, (Berkeley: Parallax Press, 1987).
２５
仏教雑誌として幅広い読者を持つ Buddhahdharama, Spring 2015 号では、The Mindfulness Movement –
What does it mean for Buddhism? がテーマとして扱われている。
２６
Wilson (2014), p.136.（原文：The promoters of mindfulness in America face a similar dilemma they know
mindfulness is highly valuable and they know that they cannot actually sell the thing itself. There are two indirect
approaches: they must either sell auxiliary products designed to introduce or augment mindfulness, or sell their
expertise teaching mindfulness and delivering the benefits of mindfulness.）
２７
Wilson(2014), p.185.（原文：The mindfulness movement can have two ideal types, or at least two ideal types of
expression: Those that pursue or market mindfulness primarily for specific personal benefit, and those that pursue
or market mindfulness out of commitment to larger social vision…. Relatively self-oriented pursuers of
mindfulness will be of benefit to society as they naturally reduce their level of stress, become more aware of their
connections with others.）
２８
Wilson (2014), pp.150-151.（原文：The branded mindfulness, Mindfulness-Based Mind Fitness Training
(MMFT), developed by Elizabeth Stanley, a former U.S. Army officer who also trained as a Buddhist nun in
Southeast Asia. MMFT is mindfulness for American soldiers, and uses mindfulness techniques to make soldiers
better at their combat, logistical, diplomatic, and other missions in the field, and helps them deal better with
posttraumatic stress syndrome provoked by battle. MMFT draws directly (but obscurely) from Buddhist
mindfulness, and more overly from its medicalized MBSR form. MMFT is similar to MBSR training.）
２９
Wilson (2014) p.174.（原文：The mindfulness movement seeks to remedy existential suffering by re-inhabiting
the present moment, the present body, the present mind, and the present environment.）
３０
Wilson (2014), p.195.（原文：First, we need sustained studies of specific mindfulness advocates, especially
those who are more influential, most representative: they are Thich Nhat Hanh and Jon Kabat-Zinn Second, we
need sophisticated ethnographic work on various aspects of mindfulness movement. Third, we need studies of the
legal and political ramifications of the mindfulness movement. Fourth, we need to examine in greater detail how
mindfulness is used and altered by non-Buddhist. Fifth, we need studies that focus on the international elements
of mindfulness. This book looks solely at the United States, by many aspects of the mindfulness movement are to
be shared in other places such as Canada, Germany, or Israel. Sixth, further consideration of the economics of the
mindfulness movement is necessary.）
３１
Kenji Akahoshi, The Shin Buddhist View of Mindfulness, (Los Angeles: Southern District Minister’s
Association, 2007).
３２
『浄真全』p.94.
３３
拙論「『信巻』「悲哉」の真宗伝道学的視点からの考察（『日本宗教学会』第 88 巻、2014 年）p.326.参
照、深川宣暢「真宗伝道学方法論の考察」（『真宗学』119・120 号）p.245.
３４
『新編 安心論題綱要』（本願寺出版社、2003 年）p.31、「聞信義相と二種深信」参照。
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第２節

第１項

差別なき救いと同性結婚

北米におけるジェンダー問題の背景

２００１年４月にオランダで世界初めての同姓間結婚が認められて以来、ヨーロッパ各
国で容認への動きが見られることになり、北米でも同性間結婚の問題は２０１２年から加
速化することになる。２０１２年１２月７日にアメリカ合衆国最高裁判所は同姓間結婚が
社会保障や税金制度のうえで異性間の夫婦と同様に認められるか否かの審議を進める発表
のあと紆余曲折しながら、２０１５年６月２６日に合衆国最高裁判所は、法の下の平等を
定めた「アメリカ合衆国憲法修正第１４条」を根拠としてアメリカ全土の州における同姓
間結婚を認める判決を出した。この決定によって同姓婚の当事者は異性婚と平等の権利を
持つことになった。１
因みにカナダでは、２００５年７月２０日に市民結婚法がカナダ会議を通過して、即日
に施行となった。ハワイでは２０１３年１１月１３日に同性間結婚を認める法案が成立し
て、１２月２日から施行となった。
これらの法的議決とは別に、北米開教区の米国仏教団開教使はこれまで４０年以上のあ
いだ、同性間結婚の司婚者を行っている。本節においては、北米における同性愛者の現状
と司婚を行う教義的根拠、また将来の展望を考察する。

第２項

LGBT 運動の高まり

２００６年７月９日、カナダ・モントリオールで開催されたワールドアウトゲームスで
議決されたモントリオール宣言はレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダ
ーの人権を語っている。その趣旨は世界人権宣言の第１条にある「万人は生まれながらに
尊厳と権利において自由にして平等である」とされているが、レズビアン、ゲイ、バイセ
クシャル、
トランスジェンダーの人々にはその精神が適応されていないというものである。
レズビアン(L)とは女性の同性愛者であり、ゲイ(G)とは同性愛者全般を指すが特に男性
の同性愛者をいう。バイセクシャル(B)は女性・男性両方に性的魅力を感じる性的志向を指
し、トランスジェンダー(T)は誕生時に受けたジェンダーを自分の本来のあり方とは別であ
ると違和感を持つ人のことである。これらを総合して LGBT と呼ぶ。また、ジェンダーク
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イア(Q)と呼ばれる性同一性を加えて LGBTQ とも呼ばれることもある。
LGBT 運動はカリフォルニア州サンフランシスコ市を中心に活発となり、ゲイ、レズビ
アン、バイセクシャルやトランスジェンダーの尊厳と彼らの社会運動を象徴するレインボ
ー・フラッグの下で活動を行っている。このフラッグは１９７８年にギルバート・ベイカ
ーによってデザインされたもので、２００８年から使用されているレインボーカラーは６
色であり、それらは赤（生命を象徴する）・橙（癒やし）・黄（太陽）・緑（自然）・ターコ
イズ（芸術）・藍（調和）を示す。
赤：life （生命）
橙：healing （癒し）
黄：sunlight （太陽）
緑：nature （自然）
ターコイズ：magic/art （魔術 / 芸術）
藍：serenity/harmony （平穏 / 調和）

諸宗教による同性愛への理解に関して外観してみると、まずはキリスト教においては、
同性愛は聖書２で指弾される性的逸脱として宗教上の罪 (sin) として捉えられてきたが、欧
米諸国では同性愛も異性愛と同様の性的指向として不当な扱いをすることへの反論がなさ
れている。特にローマ・カトリック教では、人間の性の相互補完性、すなわち異なる者が
結合するという性格を神の意思であると認め、同性間の性行為はこの枠組みから外れるも
のと理解されている。カトリック教会の指導書であるカテキズム３には、以下のように示
唆されている。

【2357】Homosexuality refers to relations between men or between women who experience an
exclusive or predominant sexual attraction toward persons of the same sex. It has taken a great
variety of forms through the centuries and in different cultures. Its psychological genesis remains
largely unexplained. Basing itself on Sacred Scripture, which presents homosexual acts as acts of
grave depravity, tradition has always declared that "homosexual acts are intrinsically
disordered."They are contrary to the natural law. They close the sexual act to the gift of life. They
do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can
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they be approved.

【日本語訳】同性愛とは、同性に対してのみ、もしくは主に同性に対して性愛を抱く
男同士、または女同士の関係を意味します。これは時代や文化の違いによって、きわ
めて多様な形をとっています。その心理学的原因はまだ十分には解明されていません。
これを重大な堕落としている聖書にもとづき、聖伝はつねに「同性愛の行為は本質的
に秩序を乱すもの」であると宣言してきました。同性愛の行為は自然法に背くもので
す。これは生命を生み出すはずのない性行為です。真の感情的・性的補完性から生じ
るものではありません。どのような場合であっても、これを認めることはできません。
４

カトリック教会は同性間結婚の合法化には反対しているが、同性に惹かれる者に同情する
ように、またこうした者への迫害や暴力に反対であることを以下に示している。

【2358】The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not
negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitutes for most of them a trial.
They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust
discrimination in their regard should be avoided. These persons are called to fulfill God's will in
their lives and, if they are Christians, to unite to the sacrifice of the Lord's Cross the difficulties
they may encounter from their condition.

【日本語訳】無視できない数の男性や女性が、同性愛の根強い傾向を持っています。
この傾向は、客観的には逸脱ですが、彼らの大部分には試練となっています。したが
って、同性愛的な傾向を持つ人々を軽蔑することなく、同情と思いやりの心をもって
迎え入れるべきです。不当に差別をしてはなりません。これらの人々は、自分の生活
の中で神のみ旨を果たすように、キリスト信者であれば、自分のこの傾向から生じる
困難をキリストの十字架の犠牲と結び合わせるように、と呼びかけられているのです。
５

実際に同性への欲求を経験している者に対しては、カトリック教会は次のような助言を与
えている。
【2359】Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them
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inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace,
they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.

【日本語訳】同性愛的な傾向を持っている人々は貞潔を守るよう招かれています。内
的自由を培う自制の徳によって、時には友人の献身的な助けのもとに、祈りや秘跡の
恵みによって、少しずつではあっても確実にキリスト教的完全さに近づくことができ
るし、またそうしなければなりません。６

また、パウロ書簡にある「コリントの信徒への手紙」では、
正しくない者が神の国を受け継げないことを、知らないのですか。思い違いをしては
いけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、姦通する者、男娼、男色をする者、泥棒、
強欲な者、酒におぼれる者、人を悪く言う者、人の物を奪う者は、決して神の国を受
け継ぐことができません。７
とされており、
同性愛者はキリスト教聖典では受け入れてられていないことが理解できる。

イスラム教では『聖典コーラン』「部屋章」13 に「人びとよ、われは一人の男と一人の
女からあなたがたを創り、種族と部族に分けた。これはあなたがたを、お互いに知り合う
ようにさせるためである。」８とされ、人間は男性と女性によってアッラーが創造された
ものであるとして同性愛を禁じている。

第３項

北米における LGBT 調査結果

ピューリサーチ・センター (PewResearch Center)が２０１３年６月１３日に発表した「ア
メリカの LGBT 調査」をもとに、北米における同性愛者の現状を外観してみよう。９ 調査
方法については、２０１３年４月１１日から２９日にかけて、１，１９７人の LGBT（年
令１８才以上）を対象に調査会社 GfK Group が KnowledgePanel と呼ばれるオンラインに
よる調査方法によって実施したものである。
調査対象の１，１９７人の内訳は、レズビアン 277 人、ゲイ 398 人、バイセクシャル 479
人（うち男性 129 人、女性 349 人）となっている。さらなる詳細については以下の通りと
なる。

316

（１）年令・人種・最終学歴・年間収入額・居住地域別の割合 (%)１０
全 LGBT

レズビアン

ゲイ

バイセクシャル

男性

50

---

100

27

女性

49

100

---

73

18-29

30

31

21

38

30-49

39

28

44

39

50-64

23

32

28

14

9

10

7

9

白人

66

70

62

67

黒人

10

11

7

14

メキシコ人

17

15

21

12

7

4

10

7

93

94

92

94

高校以下

33

36

24

36

大学卒業

36

28

36

41

修士以上

32

36

40

23

30,000 ドル以下

39

39

30

48

30,000 – 74,900 ドル

39

41

42

36

75,000 ドル以上

20

18

27

12

北東

20

22

22

16

中西部

20

20

17

22

南

34

29

33

39

西

27

30

27

23

都会

89

90

92

85

田舎

11

10

8

15

年令別

65 以上
人種別

その他
アメリカ生まれ
最終学歴別

年間収入別

住居区域別
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（２）同性間結婚に対しての賛否 (%)１１

大いに賛成

どちらかというと賛成

全 LGBT

74

18

7

ゲイ男性

80

17

4

レズビアン

85

12

2

バイセクシャル

69

22

8

男性

56

29

14

女性

73

19

6

一般大衆

21

30

42

（３）LGBT 解答者は民主党支持派か共和党支持派か？(%)１２

多いに支持

支持

反対

民主党支持派

81

15

4

共和党支持派

45

33

19

その他

75

17

6

宗教団体に属している

67

23

9

宗教団体に属していない

82

14

3

大変重要

重要

LGBT

84

12

4

一般大衆

88

9

2

LGBT

71

24

5

一般大衆

76

19

3

LGBT

70

24

5

一般大衆

81

14

4

（４）結婚する理由 (%)１３

重要ではない

愛しているから

パートナーであるから

忠誠心として
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反対

法的権利と利益のため
LGBT

46

36

17

一般大衆

23

38

37

LGBT

35

44

21

一般大衆

28

48

22

LGBT

28

41

31

一般大衆

49

30

19

経済的安定のため

養育のため

宗教的儀式で関係を認めてもらうため
LGBT

17

29

53

一般大衆

30

33

35

また、LGBT 回答者の半分が未婚であるなか、将来においては同性間結婚を希望している
ことが次の結果でわかる。

（５）LGBT の現在の婚姻状況 (%)１４

全 LGBT

ゲイ

レズビアン

バイセクシャル
男性

女性

一般大衆

合法な婚姻

16

4

6

23

32

51

同棲状況

21

24

34

7

19

7

離婚・別居・死別

12

8

12

16

16

19

未婚

50

64

46

54

33

22

54

40

66

40

68

70

46

60

34

59

32

29

合法な婚姻をした・
生涯パートナーである
生涯パートナーでない
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（６）LGBT 未婚者の結婚願望 (%)１５

結婚を希望する

未決定

結婚を希望しない

LGBT 全未婚者

52

33

15

ゲイ男性

56

25

18

レズビアン

58

30

12

バイセクシャル

45

40

14

次に同性愛者 LGBT と彼らが属する宗教教団との関係を外観することにする。まずは、
モルモン教会、イスラム教会、カトリック教会、エヴァンジェリカ教会、ユダヤ教会、プ
ロテスタント教会の６教会を対象に、LGBT を受け入れてくれないと考える教団はどれか
という質問に対して、４～６教会が歓迎してくれないと回答している。

（７）LGBT を受け入れてくれないと考える教団 (%)１６
４～６教会で歓迎されていない・・・71%
１～３教会で歓迎されていない・・・22%
回答なし・・・7%

（８）LGBT が所属している宗教 (%)１７
キリスト教

42%（内訳：プロテスタント 27%, カトリック 14%, モルモン 1%)

ユダヤ

2

その他

8

無宗教

48

（９）LGBT の礼拝参加 (%)１８
一週間に一度

全 LGBT

月あるいは年に一度

めったに行かない

13%

22%

65%

20%

36%

44%

宗教団体に属して
いる LGBT
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（１０）教義と同性愛の矛盾について (%)１９
多いに矛盾している

矛盾している

矛盾はない

プロテスタント

42%

16%

37%

カトリック

42%

12%

43%

無所属

10%

7%

81%

（１１）同性愛の容認・否認度 (%)２０
受け入れる

受け入れられない

無回答

プロテスタント

47%

43%

10%

カトリック

71%

20%

9%

モルモン

26%

65%

9%

ユダヤ

79%

15%

6%

イスラム

39%

45%

16%

無所属

79%

16%

5%

現状では、カトリック教やユダヤ教は教義の上の理由で同性間結婚を容認しておらず、今
後の是非が注目される。

第４項

米国仏教団による同性間結婚司婚者の経緯

浄土真宗本願寺派の海外教区として、１８８９年にハワイ教団が成立した後、北米には
１８９８年に北米教団（当初は Buddhist Mission of North America と呼ばれ、その後 Buddhist
Churches of America と改名された）が設立された。北米では同性間結婚の本格的な動きが
１９５０年代から始まり、１９５８年に First Unitarian Society のハリー・ショールフィー
ルド牧師によって行われ、１９７６年には北米教団のサンフランシスコ仏教会で小杭開教
使によって門徒であった日系人とヨーロッパ系アメリカ人の男性同士の初めての同性間結
婚式が行われた。当時は同性間結婚が認められていなかったため、サンフランシスコ仏教
の記録には残されていない。続いて１９７７年にはシーブルーク仏教会の女性開教使であ
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ったマクドナルド開教使はヨーロッパ系アメリカ人の女性同士の結婚式をかれらの自宅で
行い、その後、同開教使はサリナス仏教会に移動して、１９９６年には非仏教徒カップル
の結婚式を仏教会以外の場所で行っている。このように仏教徒の同性間結婚には仏教会で
行い、非仏教徒に関しては仏教会の外で行われている。
他にも、海野大徹開教使によるエイズ患者であった門徒同士の結婚式や安孫子開教使
（当時パルアルト仏教会）をはじめ、数人の開教使が１９００年代後半に同性間結婚式の
司婚者を勤めている。
２０００年代に入ってからも北米開教使による同性間結婚の司婚役は行われ、洗心仏教
会駐在であった小谷開教使が２０００年に男性から女性に性転換した人の司婚者を勤める
にあたり本山に問い合わせたところ、仏教徒であることを確認することのみを条件として、
肯定的な返事を受けたとされている。２１

このように BCA 開教使による同性愛結婚式は

４０年以上の歴史がある。

第５項

同性間結婚と教義的根拠

２０１５年６月２６日に合衆国最高裁判所が法の下の平等を定めた「アメリカ合衆国憲
法修正第１４条」を根拠としてアメリカ全土の州における同姓間結婚を認める判決を出し
たことに先だって、北米教団では２００４年８月１８日に行われた開教使会議で、同性間
結婚式に関する決議事項 (Resolution of Same-Sex Marriage) を採択している。

Ministers’ Association of the Buddhist Churches of American
Resolution on Same-Sex Marriage (August 18, 2004)
WHEREAS there is no negative judgement of homosexuality in the Buddhist religion;
WHEREAS a number of BCA ministers have been performing same-sex weddings for a
period of at least thirty years; and
WHEREAS we wish to affirm the worthiness of all persons, independent of sexual
orientation:
Now therefore be it resolved, that the Ministers’ Association of the Buddhist Churches of
American opposes any governmental prohibition of same-sex marriage.
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【筆者による日本語訳】
仏教は同性愛に対して否定的な判断はしない。
北米仏教団開教使による同性間結婚式は過去において少なくとも３０年にわたっ
て行われている。米国仏教団はいかなる性的指向に対しても人間の価値を見出す。
よって、米国仏教団はアメリカ政府による同性間結婚への禁止に対して反対である。

本決議事項は、当時北米開教区総長であった小杭開教使、および開教使会議議長を務め
た坂本開教使のもと全員賛成で成立し ２２、当時のアメリカ合衆国大統領であったジョー
ジ・ブッシュ氏に送られ、また２００４年にはカリフォルニア州最高裁判所にも市民権利
として提示されている。
一方、ハワイ教団も北米教団と同じ意向を示し、２０１０年７月２７日に以下の決議事
項を採択している。
WHEREAS, the Dharma (universal teachings) provides guidance on how to live mindfully
with an awareness of universal compassion which embraces and uplifts each and every
person; and
WHEREAS, in order to truly realize universal compassion, we need to cultivate profound
sense of responsibility for the welfare of all beings; and
WHEREAS, Buddhist ideal of universal compassion does not discriminate between good and
evil, young and old, rich and poor, gay and straight; and
WHEREAS, Buddhism affirms the inherent worth and dignity of all persons independent of
gender; and
WHEREAS, families today are composed of many combinations and what connects
individuals as a family is a conscious commitment to share in the responsibilities of life; and
WHEREAS, the Dharma (universal teachings) affirms and celebrates human expressions of
love and partnership, guiding us to strive for responsible, faithful, and committed relationships
that recognize and respect the Buddha-nature (potential for Enlightenment) in all people; and
WHAREAS, Shakyamuni Buddha, the founding teaching of Buddhism, encouraged people to
carefully reflect on all situations and to find truth for themselves by teaching that all beliefs,
even the Buddha’s own words, should not be accepted unless they have been tested through
objective observation, careful logical analysis and positive life experience; and
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WHEREAS, Shinran Shonin, the founder of Shin Buddhism, affirmed the inherent equality
among all people whose lives are karmically (casually) bound and interconnected by teaching
that the great Wisdom and Compassion of Amida (ultimate reality) embraces all beings
equally and unconditionally without exception; and
WHEREAS, some Shin Buddhist ministers and Sangha (congregations) have held
commitment services to honor the relationships of gay and lesbian couples for some time; and
WHEREAS, the rights of same-gender couples is an issue deserving of serious and mindful
discussion by faith communities;
NOW, THEREFORE, BE IT RESOVED, that the Honpa Hongwanji Mission of Hawaii, a
Shin Buddhist organization, affirms that same-gender couples should have access to equal
rights and quality of life as conferred by legally recognized marriage; and
BE IT FURTHER RESOLVED, that the Honpa Hongwanji Mission of Hawaii shall pursue
opportunities through which its members, friends and the general public can better understand
Shin Buddhist teachings in relation to same-gender unions; and
BE IT FURTHER RESOLVED, that copies of this resolution be transmitted to all temples and
organizations affiliated with the Honpa Hongwanji Mission of Hawaii, other Buddhist
organizations in Hawaii, the Governor of the State of Hawaii, members of the Hawaii State
Legislature, and members of the Hawaii news media.

釈尊はいかなる場合でも客観的検証を通して真実を見定めることを説き、親鸞は罪業深重
が阿弥陀仏の智慧と慈悲によって平等に救われていくことを説いたことを強調している。
ハワイ教団はその教義にもとづいて、同性愛者の権利と尊厳を尊重することを記している。

同性間結婚式の司婚者を勤めるにあたって開教使があげた理由としては以下の通りで
ある。２３
仏教における衆生の平等性。
経典には同性愛への言及はなく、また真宗教義においてもない。
『歎異抄』には「弥陀の本願には、老少・善悪のひとをえらばれず、ただ信心を要と
すとしるべし。そのゆへは、罪悪深重・煩悩熾盛の衆生をたすけんがための願にまし
ます。
」と書かれており、弥陀の本願はすべての衆生に到り届いているとされている。
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よって同性間結婚は真宗教義に反していない。しかし反対の意見を尊重することも必
要である。
真宗教義は凡夫往生を説くものである。
大乗仏教は個人と他者における共存的関係 (Inter-dependency) を説く。

また現在 IBS 学長を勤める松本デイビッドもバークレー仏教会の開教使として２００８
年に同性間結婚式の司婚者を勤めたことがあり、
「経典には規則が書かれていない。同性愛
者が否定され、軽蔑されるべきものではない。個人的レベルでは定かではないが、教団と
しては同性愛者に関する問題はないといえる」２４と述べている。松本は同性間結婚を肯定
する教義的根拠として、四無量心（慈無量心・悲無量心・喜無量心・捨無量心）をあげ、
Mettanado Bhikkhu が Bangkok Post (July 13, 2005) に記載した “Religion and same-sex
marriage”を引用して、
「釈尊は同性間の結婚が許可される否かについては言及していない。
慈悲を重んじる仏教徒は他者の思考についてとやかく言うことは許されない」２５としてい
る。また『歎異抄』第１章にある「弥陀の本願には、老少・善悪のひとをえらばれず、た
だ信心を要とすとしるべし」と後序にある「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひ
とへに親鸞一人がためなりけり」を取り上げて本願の平等性を指摘して教義の根拠として
いる。

２００８年９月１４日にハリウッド映画であるスターウォーズに出演した日系アメリ
カ人三世のジョージ・タケイの同性間結婚式を行ったロスアンゼルス別院のブリオネス開
教使は以下のような教義的理由を述べている。２６
仏教は自己を内省し真実に目覚める教えである。
釈尊が説いた教説には、他人を判断することは述べられていない。
人間はすべて罪業を抱えながら他者と共存している。弥陀の本願は平等にすべての衆
生を向けられていることが基本理解である。よって真宗門徒は他者を尊び支援しなが
ら、他者と平等に共存して生かされる価値に目覚めることを目的とある。
浄土真宗の教義には同性間結婚を禁止する教義的根拠はない。証りの道は万人を含む、
それが本願である。

上記の開教使による教義的根拠を端的に言うと、同性間結婚に対して肯定的な姿勢を取
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る浄土真宗の教義的根拠としては、
『大経』に十方衆生に分け隔てなく救いが誓われている
本願と、釈尊の経説において同性愛に関する記述が無いことに約められるといえる。

出家僧の戒律で結婚が禁じられていたなかで、親鸞が妻帯したことは重要な事柄であり、
その事実は後世において浄土真宗とジェンダー問題が無理なく共鳴することになったとい
えよう。一方、小乗仏教では同性愛は禁じられており、その行為が輪廻に影響すると信じ
られている。また禅仏教では１９世紀後半になってようやく修行者の結婚が認められたが、
同性愛は敬遠されていた。新興宗教である創価学会 SGI-USA は題目を唱えることによって
同性愛の克服を呼びかけていたが、１９９５年には同性愛者を認める方向をとるようにな
る。そのようななかで、浄土教である浄土真宗の同性愛に対する立ち位置は始終において
肯定的な姿勢を見せてきた。親鸞による妻帯の事実によって、在家仏教である浄土真宗は
結婚という形態に対して出家仏教に比べて違和感がないことから同性間の結婚についても
他宗に比べて自然に対処できたといえよう。
仏教以外の北米宗教界においては、ユニタリアン・ユニバーサリスト教会は１９８４年
に初めて同性間結婚の司婚を内部で採択している。その他にはユナイテッド教会、クエー
カー・グループ、革新ユダヤ教等がそれに続いた。一方、仏教界では前述のように浄土真
宗と創価学会が筆頭としてあげられる。

第６項

日系人歴史における差別体験

日系社会が第二次世界大戦時代に受けた人差別政策といもいえる強制収容所の歴史は、
現在社会においても未だに色濃く残っている。第二次世界大戦中、12 万 313 人の日系アメ
リカ人がアメリカ政府によって強制収容所に送られた。かれらの大半は戦時転住局が管理
する 10 ヶ所の強制収容所に入れられ、残りの人々は司法省やそのほかの政府機関が管理す
る収容所や拘置所に入れられた。日米開戦の翌年 1942 年に、アメリカ西海岸とハワイの一
部の地域にすむ日系アメリカ人たちは、その７割がアメリカ生まれの二世で市民権を持っ
ていたにもかかわらず、強制的に立ち退きを命ぜられた。なんの補償も得られないまま、
かれらは家や会社を安値で売り渡さなければならず、中にはすべての財産を失ってしまっ
た人もいた。
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日系アメリカ人が国家の安全保障の脅威になるという口実のもと、フランクリン･ルー
ズベルト大統領は大統領行政命令 9066 号に署名し、陸軍省に地域を指定しその地域内の日
系人に強制立ち退きを命じる権限を与えた。それから 40 年後の 1982 年、
「戦時市民転住収
容に関する委員会」は、「大統領行政命令 9066 号は軍事的必要性によって正当化できるも
のではない。あらためて歴史的にその原因をさぐれば、それは人種差別であり、戦時ヒス
テリーであり、政治指導者の失政であった」という結論にようやく達した。
日系三世の庵原 BCA 開教使は、日系人差別問題の歴史と同様に、LGBT が社会から受け
る差別や偏見を無視するべきではないとし２７、また中村ハワイ開教使も同様、人種、宗教、
ジェンダー指向の違いによる差別は許されるべきではないと主張している。２８

阿弥陀仏の本願の平等性を根底に同性間結婚を司婚する場合、開教使は当事者に対して
宗教教育を施すことが望ましいと考えられる。カトリック教会では結婚に先駆けてカテキ
ズムにもとづいて２，３回の教義指導が必須になる。特に仏教徒ではく、また仏教徒であ
っても真宗門徒でない場合は、同性間結婚が単なる形式的なものになることを避けるため
にも、真宗教義における肯定的根拠を説明し、またキリスト教やイスラム教といった諸宗
教との相異を明確にすることで凡夫救済を説く浄土教の意義を一般社会に対して深めるこ
とになるだろう。
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【資料】日系アメリカ人強制収容所在地・LGBT 関連資料

１．日系アメリカ人強制収容所在地について
全米日系人博物館 (JAPANESE AMERICAN NATIONAL MUSEUM): 「アメリカの強制収容
所」参考
収容所の所在地

地名

英語名

州

開設日

閉鎖日

ツールレイク

Tule Lake

カリフォルニア

1942 年 5 月 27 日

1946 年 3 月 20 日

ポストン

Poston

アリゾナ

1942 年 5 月 8 日

1945 年 11 月 8 日

マンザナー

Manzanar

カリフォルニア

1942 年 6 月 1 日

1945 年 11 月 21 日

ヒラ・リバー

Gila River

アリゾナ

1942 年 7 月 20 日

1945 年 9 月 28 日

ミニドカ

Minidoka

アイダホ

1942 年 8 月 10 日

1945 年 10 月 28 日

ハート･マウンテン

Heart Mountain

ワイオミング

1942 年 8 月 12 日

1945 年 11 月 10 日

アマチ

Amache

コロラド

1942 年 8 月 27 日

1945 年 10 月 31 日

トパーズ

Topaz

ユタ

1942 年 9 月 11 日

1945 年 10 月 31 日

ローワー

Rohwer

アーカンソー

1942 年 9 月 18 日

1945 年 11 月 30 日

ジェローム

Jerome

アーカンソー

1942 年 10 月 6 日

1944 年 6 月 30 日

クリスタル･シティ

Crystal City

テキサス

1942 年 11 月

1947 年 12 月

上記 11 ヶ所の収容所のうち、
うえから 10 ヶ所の収容所は戦時転住局が管理していたが、
11 番目のクリスタル・シティは司法省の管轄で、約 3000 人の日系アメリカ人が抑留され
ていた。 また強制立ち退きを強いられた日系アメリカ人たちは、収容所に送られるまでの
あいだ、16 ヶ所の集合センターに拘留されていた。そのうち 14 ヶ所はカリフォルニア州
内に設けられていた。集合センターが最初に開設されたのは 1942 年３月末で、すべての拘
留者が強制収容所に送られた 1942 年９月に最後の集合センターが閉鎖された。
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第二次世界大戦中、エリス島をはじめとするいくつかの移民施設は、移民局の管理のも
と、敵性外国人の拘置、抑留所として使われていた。1941 年から 1954 年までのあいだ、
約 8,000 人の外国人がエイリス島に抑留されていたが、そのほとんどが日本人だった。か
れらはアメリカに何十年も住んでいたが、市民になることを禁じられていたのである。
1988 年８月 10 日、レーガン大統領は「1988 年市民の自由法（通称、日系アメリカ人補
償法）」に署名し、アメリカ政府は初めて公式に日系アメリカ人に謝罪し、署名した日に
生存している被強制収容者全員に対してそれぞれ２万ドルの補償金を支払った。同時に、
二度と同じ過ちを繰り返さないよう、日系アメリカ人の強制収容所体験を全米の学校で教
えるため、12 億 5,000 万ドルの教育基金が設立された。

２．LGBT 関連資料
（１）関連記事・論文
２０１０年１１月５日：Engaged Buddhism: Relieving Suffering in Our Community,
Pieper Toyama, PBA Head of School
２０１２年：Jeff Wilson, All Being Are Equally Embraced by Amida Buddha: Jodo
Shinshu Buddhism and Same-Sex Marriage in the United States, Journal of Global
Buddhism 13 (2012), pp.31-59.
２０１３年１１月１２日： Let’s Talk: Is My Sangha Inclusive?, Buddhadharma.
２０１４年７月１０～２３日： Seminar traces roots of Buddhist’ support for LGBTQ
rights, Nichi Bei Weekly.
２０１５年６月２７日： Jeff Wilson, A Big Gay History of Same-sex Marriage in the
Sangha, Tricycle.
２０１６年６月１７日： George Takei on ‘Being Gay, Being Buddhist’, Lion’s Roar

（２）北米教団 BCA による関連イベント
２００３年： BCA Annual National Council, A supportive workshop was held entitled
“Enlightenment and Homosexuality”
２００９年４月１０日： 米国仏教大学院(IBS)主催による“Strangers to Each Other:
Names without Faces or Stories”
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２０１３年６月２２日： 浄土真宗センターにて Over the Rainbow LGBT セミナー
２０１３年１１月１２日： 浄土真宗センターにて Let’s Talk: Is My Sangha
Inclusive? 講演会
２０１４年６月２８日: 浄土真宗センターにて Being Gay, Being Buddhist ジョー
ジ・タケイ講演会
２０１５年６月２７日： ニューヨーク仏教会にて Embraced by the Heart of Amida
Buddha: The LGBTQ Community and Shin Buddhism セミナー

（３）時報『法輪』(Wheel of Dharma) 関連記事
July 2014, Volume 40, Issue7: Wheel of Dharma, LGBTQ: A Seminar for the Whole
Sangha
August 2015, Volume 37, Issue 8:

１

Wheel of Dharma, LGBTQ 仏教徒（日本語記事）

参考資料：Supreme Court of the United States, Nos. 14-556, 14-562 and 14-574 (June 26, 2015).

２『旧約聖書旧約聖書』
「創世記」では創造神ヤハウェは男と女が結ばれるべきだとしている。
３

Catechism in Catholic Church - Part Three: Life in Christ, Section Two: The Ten Commandments, Chapter Two:
You should love your neighbors as yourself
４
『カトリック教会のカテキズム』（カトリック中央協議会、２００８年）p.684.
５
前掲、pp.684-685.
６
前掲、p.685.
７
新共同訳『聖書』（日本聖書教会、１９９９年）p.306.
８
『聖クルアーン』（宗教法人日本ムスリム教会、平成２４年）p.644.
９
PewResearch Center: A Survey of LGBT Americans―Attitude, Experiences and Values in Changing Times
(June 13, 2013).
１０
前掲、p.188.
１１
前掲、p.65.
１２
前掲。
１３
前掲、p.68.
１４
前掲、p.70.
１５
前掲、p.71.
１６
前掲、p.90.
１７
前掲。
１８
前掲 p.91.
１９ 前掲 p.99.
２０
前掲 p.101.
２１
小谷開教使と筆者の電話インタービュー (06-22-2017).
２２
小杭前総長は性別に関わらず BCA 開教使は司婚者を勤めることを語っている。（BCA’s position was
that ministers preside at marriage for whoever asks sincerely, regardless of such details as sex.）
２３ Jeff Wilson, “All Beings are Equally Embraced by Amida Buddha: Jodo Shinshu Buddhism and Same-Sex
Marriage in the United States” in the Journal of Global Buddhism, No. 13, 2012, pp.31-59.
２４
Ibid, p.35.（原文：We don’t have any rules or prescriptions. There’s never been any hint of a discussion of
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gays and lesbians being seen in a negative light or talked about pejoratively. We cannot say there is absolute no
prejudice at all in any individuals, but on an institutional level there has never been any issue. We’re all made
efforts to present Jodo Shinshu and Buddhism in general as accepting and tolerant.）
２５ Mettanado Bhikkhu, Bangkok Post (July 13, 2005). （原文：Buddha gave no rule or advice as to whether they
should be allowed to marry or not. The principal of universal compassion does not allow Buddhists to judge other
people based on the nature of what they are, which practice is considered discrimination.）
２６
Bill Briones. LA Betsuin Jiho (2008), p.1. and BCA Pamphlet: Jodo Shinshu and Same Gender Marriage
(2013). （原文：In Buddhism we are taught that here are no black and white answers concerning ethical/ moral
matters that apply to all people at all circumstance. Shakyamuni Buddha did not insist that he had any right to
enforce on others what they should do. A Buddhist does not discuss issues of right and wrong, nor should we be
judgmental of others. In Buddhism there are no doctrinal ground that exist for a judgmental attitude by others.
Buddha encouraged people to be reflective and find truth for themselves. We are all karmic bound, our lives are
interconnected. All beings are equally embraced by Amida Buddha. As a Jodo Shinshu Buddhist, our goal is to
awaken to this spiritual truth of interdependency and equality. Jodo Shinshu had no doctrinal grounds that exit
that prohibit neutral-gender marriage. Within the Compassionate Light of Amida Buddha all beings are equally
embraced. As the way to enlightenment must include others, or else there can be no meaning to the Vow. A final
factor that impacts the Shin discussion of same-sex marriage is the core idea of Amida Buddha’s all-embracing
Primal Vow. In the interpretation favored in the West, the belief that Amida sages all beings without exception
means Jodo Shinshu leans in an egalitarian direction. No group has the right to judge another. All people are
saved together in the universal embrace of Amida Buddha, and therefore many ministers teach that it is the duty of
Buddhists to always look for ways to become more inclusive and supportive of one another.）
２７ John Iwohara (newsletter, 2010). (原文: The issue of equal right for people who are Lesbian, Gay, Bi-sexual,
and Trans-gender (LGBT) has come up again because of the issues surrounding same sex marriage rights. This is
an issue that should not simply be ignored. Although at first it may not appear that prejudice against the LGBT is
my issue, as a Japanese-American man – as a person who had to experience discrimination himself.)
２８ Bruce Nakamua (2010, pp.1-2.). (原文: This tragic drama taught our communities and our nation that no
person or group can or should abridge, deny or circumvent the broader right, privilege, and responsibility for equal
protection under the law of any person or group based upon race, creed, religion, or gender.)
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第３節

マクマハンによる「仏教モダニズム」論と真宗の関係性

本節では、第１章で論じたマクマハンによる「仏教モダニズム」論に立ち返り、第２章、
第３節で取り上げた今立吐酔、今村恵猛、鈴木大拙、羽栗行道、関法善、また辻顕隆の六
名の真宗思想家たち、および第３章、第２、３、４節で考察した西洋英語圏の現代真宗学
者であるアビト、海野、ブルームの真宗思想、また第４章、第１、２節で記載した現代の
動向は、仏教モダニズムの影響を受けたのか、あるいはそれらの真宗思想は独自に形成さ
れたのか、または両者による副産物であるのかについて、それぞれの関連性について検討
を加える。

第１項

北米という異言語・異文化での真宗のハイブリディティー性

拙論、第１章で、マクマハンは仏教が異言語・異文化の土地で根付いた過程において、
仏教モダニズム形成の重要な要素として、仏教モダニズムのハイブリディティー性
(hybridity, 融合性)を指摘している。この点については、浄土真宗本願寺派の八淵蟠龍が
シカゴ万国宗教会議で行ったスピーチは、キリスト教を基盤とした西洋英語圏の異言語・
異文化の環境のなかで、いかに仏教が論理的に理解され得るかを模索した最初の試みとい
えよう。
今立吐酔は『歎異抄』を初めて英訳して、西洋英語圏に真宗文献として紹介した。また、
オルコットが１８８１年に発行した The Buddhist Catechism に仏教と科学の融合性を見出
して、いち早く日本語訳を行い、１８８６年に出版した。
ハワイという異言語・異文化の国で、アメリカニゼーション運動という特異な時代に真
宗布教・伝道を行った今村恵猛は真宗教義の万人への平等な救済にアメリカ社会のデモク
ラシー精神を見出し、真宗教義が仏教的民主主義であると強調した。
ポール･ケーラスの助手をしながら、
『大乗起信論』を英訳して１９０７年に初めて大乗
仏教を西洋英語圏に紹介した鈴木大拙は、そののち自己の英語能力を存分に活用して、
「鈴
木禅」を広めた。後になって禅仏教から浄土教へ傾斜するなかでも、西洋英語圏という異
言語・異文化の土壌で真宗の信心獲得の相をキリスト教神秘主義者のマイスター・エック
ハルトの宗教観と考察しながら、真宗のハイブリディティー性を言及している。
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北米の文化・経済の中心地であるニューヨークに東海岸の仏教研究所としてアメリカ
ン・ブディスト・アカデミーを設立した関法善は、同センターを日本仏教と浄土真宗の学
術的な登竜門として西洋英語圏に門戸を開いた。
ハイブリディティー性にはマクマハンが指摘するように、文化変容による再文脈化が伴
うことになるが、これは新しい文化的文脈に順応しないものを排除するという単なるプロ
セスではなく、伝統と新しい文化的文脈の接触のなかで、時には諍論や交渉を通して仏教
の再構成がなされることになる。
羽栗行道による獲信に伴う自己内省の徹底化や、辻顕隆が真宗人間観を中核に据えて、
仏教・真宗教育とは社会に生きる人間の人格形成の完成を目指すものであるとしたことは、
異言語・異文化という文化変容のなかで生み出された真宗教義の再構成ともいえるだろう。
以上の意味で、第２章

第３節で取り上げた今立吐酔、今村恵猛、鈴木大拙、羽栗行道、

関法善、また辻顕隆の六名すべての真宗思想家たちは異言語・異文化という土壌のなかで、
それぞれの真宗思想を発展させ、文化変容による再文脈化を試みながら北米における真宗
教義のハイブリディティー性を追求したといっても過言ではないだろう。よって、マクマ
ハンの「仏教モダニズム」論において、仏教モダニズム形成の重要な要素として、仏教モ
ダニズムのハイブリディティー性 (hybridity, 融合性) が指摘されているように、真宗教
義の北米におけるハイブリディティー性も同様に真宗モダニズム形成の大きな要因とな
ったといえる。

第２項

脱神話的と科学合理主義

西洋英語圏において仏教は迷信的、偶像的、崇拝的な宗教として後進的であるとされて
いた概念を科学的で合理的、倫理的であるとする仏教観はオルコットやケーラス、ダルマ
パーラによって主張されるようになった。第１章にて述べたように、オルコットは、仏教
は啓示宗教ではなく、科学的な宗教であるとし、合理主義のケーラスは、仏教は科学に矛
盾しない宗教であるとし、またダルマパーラは、仏教は最も高度に個人化された利他的倫
理を内包する科学的宗教であると言明している。
八淵蟠龍はシカゴ万国宗教会議で、仏教は不完全なものや迷信から真実なる完全な悟り
を目指すものであるとそれまでの仏教に対する不透明さや迷信を含む神話的要素を払拭
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する見解を示している。オルコットによる The Buddhist Catechism に仏教と科学合理主義
に融合性を見出した今立吐酔はその日本語訳において、仏教は因果律にもとづく最も近世
の科学と符号する宗教であるとしている。また、キリスト教と進化論が対峙するなかで、
キリスト教では創造神によって死後の行き先が決定される一方で、仏教では行為としての
カルマ（業）による因果応報を極めて論理的、かつ合理的に説明している。
マクマハンが指摘する仏教モダニズム形成の要素として、神話的宗教からの脱却と科学
的で合理的な仏教観の構築は、日本大乗仏教の浄土真宗が西洋英語圏で受容され得る土壌
を提供したことは疑いないであろう。

第３項

ロマン主義・先験主義からのアプローチ

マクマハンは「仏教モダニズム」論のなかで、鈴木大拙を取り上げ、西洋における二つ
の大きな言説の潮流である一つの啓蒙主義的合理主義と科学的実証主義、そしてもう一つ
の潮流であるロマン主義の先験主義との緊張関係のなかに鈴木禅を組み入れたと分析し
ている。すなわち、鈴木は禅思想を近代西洋文化において支配的である科学的・合理的思
考と、それとは相反するロマン主義との間に位置付けながら、その思想構築を行ったとし
ている。臨済禅による悟り体験を単なる禅のみではなく、あらゆる宗教における真髄であ
るとして、宗教体験のロゴス化につとめた。臨済禅の居士であった鈴木は晩年において、
禅思想から浄土教思想に傾斜し、浄土真宗を大乗仏教・浄土教の極致であると認識してい
る。ドビンズが指摘するように、鈴木は見性体験にみる霊性的直覚が現前した相が真宗の
妙好人であると理解して、その神秘的な宗教体験をロマン主義の先験主義視点から概念化
し、ロゴス化することを試みた。モダニズムが興隆するなかで、鈴木は個人としての宗教
体験や神秘主義という仏教ロマン主義を真宗の霊性的直覚に対応させることで西洋英語
圏に理解されやすい真宗体系を模索した。鈴木の禅思想から真宗思想への傾斜は、仏教モ
ダニズム形成の要因とされるロマン主義のなかで発展した真宗思想であり、それは両者に
おける相乗的副産物といえよう。
鈴木による宗教体験に関する概念思考は、北米で浄土真宗の布教・伝統に従事した羽栗
行道や関法善、また辻顕隆の真宗思想に影響を与えることになる。獲信という宗教体験を
した人間に現れる自己内省の徹底化を追求した羽栗は、信心獲得の時は不明であるが、獲
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信することによって、自ずと自己の罪悪性が鮮明になると人間の心理的変化に着目した。
阿弥陀仏による真実の教えによって、人間は宗教的解放を受けることができると関は語り、
辻も同様に親鸞の宗教体験を重要視した。マクマハンが伝統や儀礼、社会生活を越えた個
人的・直観的な宗教体験の強調は仏教モダニズムの顕著な特徴と指摘するように、真宗モ
ダニズム形成においても信心獲得という人間の内面的な宗教体験の言語化は重要な要素
であるといえる。

第４項

真宗モダニズムの特異性

以上、マクマハンによる仏教モダニズム形成の要因であるハイブリディティー性、脱神
話性や科学合理主義は北米の真宗モダニズム形成に影響を与え、またロマン主義・先験主
義は仏教モダニズムと真宗モダニズムの相乗的副産物として発展したと結論付けた。
それでは、真宗モダニズムのなかで独自に形成された真宗思想に着目したとき、辻が異
言語・異文化のという文化変容のなかで示した真宗人間観があげられる。第２章、第３節、
第６項で述べたように、北米での浄土真宗の将来について危惧を抱いていた辻は、真宗人
間観に根ざした教化活動を展開し、仏教・真宗教育とは社会に生きる人間の人格形成の完
成を目指すものであるとした。
辻による人間性に立脚した真宗思想の背景には、羽栗が主張した獲信に伴う自己内省の
影響があると考えられる。羽栗が示す自己内省の徹底化と海野やブルームによる他者性と
の関係において、辻が北米社会のなかで真宗人間観を発展させ、人間視点から念仏観や浄
土観を展開させたことはマクマハンによる仏教モダニズムに形成には見られない真宗モ
ダニズムの特異性といえる。

第５項

現代への広がり

最後に現代真宗学者として取り上げたアビト、海野、ブルームによる各真宗思想を真宗
モダニズムの拡張のなかで考察してみると、アビトはキリスト教神学 Theology の立場か
ら２１世紀の救済論として真宗テオロジーの構築を提唱し、海野は宗教体験を重視した立
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場から真宗教義に自己変革の可能性を見出し、自他共存する真宗思想を明示した。また、
プロテスタント原理主義から浄土真宗に改心したブルームは、浄土真宗の社会性の重要性
を強調した。
現代の動向として述べたマインドフルネス（第４章、第１節）は、もともと輪廻を克服
し、仏陀となる行である瞑想がより広範な人びとの間で民主化され、世俗化された現象で
あり、多くの異なる機能が期待されている。また、同性結婚（第４章、第２節）は民主化、
フェミニズム化の延長線での社会現象であり、真宗教義を踏まえた賛同の根拠の再構築が
迫られことになるだろう。いずれも Practicality（実用性）、Innovation（革新性）、Ingenuity
（巧妙な創意）などの要素によって常に文化変容が進む北米現代社会において、宗教現象
の脱文脈化 (De-contextualization) から再文脈化 (Re-Contextualization) といえよう。
次頁にマクマハンによる「仏教モダニズム」論と真宗の関係性、およびアメリカ真宗思
想史の系譜と学問的体系を図示する。
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【マクマハンの「仏教モダニズム」論と真宗の関係性・アメリカ真宗思想史の系譜と
学問的体系】

アビト論「２１世紀の救済論としての
浄土真宗」

真宗思想家六名
真宗モダニズムの

すべてのテーマ

特異性

成仏道としての
阿弥陀仏による救済

真宗の人間観

仏教と科学の融合性

（羽栗・辻）

脱神話的
論理的な仏教・真宗観
（八淵・今立）

先験的・直観的
宗教体験主義

真実性・倫理性

自己内省・心理学化

社会貢献

（鈴木・羽栗・関・辻）

仏教的民主主義理念
（今村・関・辻）

ブルーム論「浄土真宗と社会性」

海野論「自己変革して自他共存する
浄土真宗」
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第４節

第１項

アメリカ真宗思想の将来

モダニズムから現代へ

本節では、異言語、異文化、宗教多元社会であるアメリカにおける真宗思想の将来を探
究する。Practicality（実用性）を重んじて、Innovation（革新性）をめざし、Ingenuity（巧
妙な創意）を活用しながら常に文化変容が進む北米現代社会において、アメリカ真宗思想
は今後いかに発展するのかを模索する。
第３章、第３節「マクマハンによる「仏教モダニズム」論と真宗の関係性」の第４項「真
宗モダニズムの特異性」で、第２章、第３節、第６項で取り扱った辻顕隆が人間性に立脚
した真宗思想をもとに教化活動を行い、北米社会のなかで真宗人間観を発展させたことは
マクマハンの仏教モダニズム論には見られない真宗モダニズムの特異性であると結論付け
た。北米での浄土真宗の将来に危惧を抱いていた辻は、宗教とは人間の究極的な生き方を
示すものであることから、真宗人間観を中核として真宗教義の人間理解と仏との関係を示
唆した仏教・真宗教育を推進した。
第３章、第２節で扱ったアビト論では２１世紀の救済論として真宗テオロジーの構築要
素に人間存在の問題が一番に取り上げられていた。また、海野論でもポストモダンと宗教
多元社会における宗教の価値として、生死の問題に答えを見出すことができない人々に自
己の実存的・精神的な疑問に対して応じることが指摘されていた。ブルーム論もキリスト
教と仏教の人間観の視点から個人の救いから他者の救いという浄土真宗の社会性の展開が
みられる。
これらのモダニズムから現代の真宗思想の流れを鑑みながら、本節ではアメリカ真宗思
想の将来について、その延長上に見られる真宗人間観を視点とした救済論に向けての可能
性を提示して、伝統的真宗との交錯について検討を加える。

第２項

救済と自己変容

島薗進は著書、
『現代救済宗教論』で現代の「救済」の定義を以下のように示している。
「救済」というのは、人間および人間が住む世界（現世）が除去困難な欠陥や障害が
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常に直面しているという前提のもとに、なおかつその欠陥や障害を越えて至高の生を
得ることができる、とする信仰のことである。１
１９７０年代は新宗教が主なテーマであったが、１９８０年代後半に入って、アメリカ
の宗教学者たちはニューエイジ運動を論じるようになる。Ｊ・ゴードン・メルトン編集の
New Age Encyclopedia（『ニューエイジ事典』）によると、ニューエイジは１９６０年代後半
に西洋社会に起こった国際的な社会運動であると次のように説明されている。
ニューエイジ運動を定義するならば根本的な自己変容の体験といえる。ニューエイジ
ャーは困難な人生から新しい希望ある未来へと自らが変容することを体験した人びと
であり、またそのような変容体験を求める人びとである。２
ニューエイジ運動の影響を受けて、宗教に自己変容の可能性を求める人もあることは事実
である。このことを先述の「救済」の定義に当てはめると、
「救済」とは人間および人間が
住む世界（現世）が除去困難な欠陥や障害が常に直面しているという前提のもとに、自己
変容することで、その欠陥や障害を越えて至高の生を得ることができる信仰として理解で
きる。自己変容とは、ある人間が何らかの影響を受けて変容、変革することであるが、自
ずとそこには人間の宗教的実存と有るべき姿が投影されることになる。
神学者・宗教学者である土居真俊は「宗教的人間観を問うということは、まず宗教的実
存を問うことからはじめなければいけないであろう。宗教的実存とは、自己を負における
存在、または本来あるべき場所から頽落した存在、または疎外された存在として自覚する
存在、また、たとえ一時的にではあっても、そうなる可能性をもった存在として自覚する
存在であるということである」３と述べている。

第３項

パラスケボポロスの真宗人間観

オーストラリア州メルボルン大学で哲学を学び、１９９４年に本願寺派の僧籍を受けた
ジョン・パラスケボポロス（John Paraskevopoulos）は２００９年に著書 Call of the Infinite –
The Way of Shin Buddhism４を発行した。本書は、西洋英語圏において真宗教義を人間の視点
から展開した初めてのものであり、人間観を中心とした救済論としての真宗教義の再文脈
化の兆しがみえる。Infinite Light （限りない光）と finite beings（限りある存在である人間）
との対比のなかで、本書は浄土三部経や親鸞著作から適宜な引用文を示しながら、以下の
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四章と後序で構成されている。
Chapter One: Pain and Longing（第１章：苦と欲望）
Chapter Two: Infinite Light（第２章：無量光）
Chapter Three: Awakening to the Real
（第３章：真実へのめざめ）
Chapter Four: Joy Amidst the Shadows
（第４章：無明に生きるよろこび）
Call of the Infinite – The
way of Shin Buddhism
by John Paraskevopoulos

Epilogue（後序）

本書に対する批評として、ルベン・アビトは「本書は人間存在の問題を取り上げ、智慧
と慈悲の教えによって如何に人生を充実することができるかを浄土真宗の仏道のなかで語
るものである。複雑化する時代のなかで、２１世紀のグローバル社会に向けて新鮮な示唆
が示されている」５と述べ、またアルフレッド・ブルームは、
「今日の多様社会で、人間存
在に関して深いスピリチュアル的洞察が行われている。かなりの知的探求がなされている
が、読みやすく、多くを学ぶことができる」６としている。
以下、パラスケボポロスの Call of the Infinite – The Way of Shin Buddhism の内容を各章ご
とに要約する。

Chapter One: Pain and Longing（第１章：苦と欲望）
第１章では、人間の存在理由と生きる意味を問うなかで、先ずは人間の無明性と我欲が
苦の原因であることが『仏説無量寿経』（下巻）「人在世間愛欲之中、独生独死、独去独
来。当行至趣苦楽之地。身自当之、無有代者。」（人、世間愛欲のなかにありて、独り生れ
独り死し、独り去り独り来る。行に当たりて苦楽の地に至り趣く。身みづからこれを当く
るに、代るものあることなし）７と「痴惑於愛欲不達於道徳、迷没於瞋怒貪狼於財色。坐
之不得道、当更悪趣苦生死無窮已。哀哉甚可傷。」（愛欲に痴惑せられて道徳を達らず、瞋
怒に迷没し財色を貧浪す。これによって道を得ず、まさに悪趣の苦に更り、生死窮まりや
むことなかるべし。哀れなるかな、はなはだ痛むべし。）８を引用して述べられている。９

人

間苦とその実体を考えてみると常に恐れや失望、そして弱点がつきまとう。そのような状
態に遭遇するとき、並行してもうひとつの思いがある。それは自分のなかに確かな、変わ
ることのない、頼りにできるものを求め、苦悩からの解放を深く望む思いである。不完全
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で諸行無常の現世において、人間の苦悩は付きものであることを認めなければいけないが、
その解決をユートピア的ものや終わりのない社会活動に求めるべきではない。しかしなが
ら、人間は苦悩を解消することを求めるが、その方法は必ずしも確かではない。１０

Chapter Two: Infinite Light（第２章：無量光）
大乗仏教では真如とは形もなく、表現することができないものである。よって人間の限
られた知恵では推し量ることはできない。親鸞も「法身はいろもなし、かたちもましまさ
ず。しかれば、こころもおよばれず。」１１と示している。人間が抱える存在的苦悩に応え
るために阿弥陀仏は法身からあらわれ、無量寿光仏という姿をとられた。１２
阿弥陀仏は人間の内なる苦悩を和らげることを誓った大悲の仏である。そして浄土とは、
涅槃の境地であるが、遠く隔たったものではなく、現世に生きる人間と深く関わり、絶え
ず人間を苦悩から呼び起こしてくれる。１３
無量光・無量寿仏である阿弥陀仏としてあらわれたことは、法身が人間に対して条件な
き救いを差し伸べたといえよう。親鸞はこのことを、
「慈光はるかにかぶらしめ
いたるところには

法喜をうとぞのべたまふ

ひかりの

大安慰を帰命せよ」１４と説いている。１５

Chapter Three: Awakening to the Real（第３章：真実へのめざめ）
浄土真宗では信心といわれる宗教体験が重要である。それは身も心も阿弥陀仏に任せる
という意味合いである。親鸞が体験した仏の真実心をいただくということである。
阿弥陀仏の救済は人間を選定することなく、すべてに平等であり、また万人が解脱の道
に到ることができる。１６親鸞は『教行信証』（信巻）で「凡按大信海者、不簡貴賤緇素、
不謂男女老少、不問造罪多少、不論修行久近、非行非善、非頓非漸、非定非散、非正観非
邪観、非有念非無念、非尋常非臨終、非多念非一念、唯是不可思議不可称不可説信楽也。
喩如阿

伽陀薬能滅一切毒。如来誓願薬能滅智愚毒也。」（おほよそ大信海を安ずれば、貴

賤緇素を簡ばず、男女老少をいはず、造罪の多少を問はず、修行の久近を論ぜず、行にあ
らず善にあらず、頓にあらず漸にあらず、定にあらず散にあらず、正観にあらず邪観にあ
らず、有念にあらず、尋常にあらず臨終にあらず、多念にあらず一念にあらず、ただこれ
不可思議不可称不可説の信楽なり。たとへば阿伽陀薬のよく一切の毒を滅するがごとし。
如来誓願の薬はよく智愚の毒を滅するなり。）１７と示して、煩悩具足で悪人とされる人間
救済のために阿弥陀仏の本願は建立されたとある。
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阿弥陀仏の本願は救済の方法を持たない人間のために誓われたものであり、まさに無条
件の救いである。人間はこの誓いを聞いて、自己の有りようを内省して認識を変える努力
が必要である。１８ このことを、親鸞は『正像末和讃』で「無明長夜の灯炬なり
らしとかなしむな

生死大海の船筏なり

智眼く

罪障おもしとなげかざれ」１９と示している。

浄土真宗では、経典に見られる阿弥陀仏や浄土だけが法身からあらわれた訳ではなく、
その原動力としてあらわれたのが名号、南無阿弥陀仏である。「弥陀以名接物」（弥陀は名
をもって物を接したまふ」２０といわれている。２１
名号に遇うことで阿弥陀仏の本願が人間にとって初めて真実となる。このことを「聞其
名号」といわれ、真実に呼び覚まされる信心の体験である。２２ 深く聞くとは、単に耳で
聞くことではなく、全存在として聞くことである。そうすることで、本願が人間苦に響く
ことになる。南無阿弥陀仏を通して、人間は阿弥陀仏と一緒になることになる。一緒にな
るといっても同体になることを意味するのではなく、切り離すことができない状態をいう。
２３

阿弥陀仏の名を呼ぶことは信心のあらわれであり、念仏と呼ばれる。念仏は題目のよう
な自己の功徳を積むものではない。親鸞によると、人間が信心を獲るとは阿弥陀仏の心を
いただくことであり、念仏はその表れである。人間の口称の念仏とは、苦悩の現世におけ
る永遠の仏からの呼び声であるといえる。また、阿弥陀仏は念仏とともに人間が生きるエ
ネルギーともいえよう。言い換えれば、大行とは人間が行う行為ではなく、阿弥陀仏によ
るものである。他力の念仏のなかで、人間は阿弥陀仏の功徳を受けることになる。２４

Chapter Four: Joy Amidst the Shadows（第４章：無明に生きるよろこび）
第４章では、倫理を含めて念仏者が無明の生きるよろこびを語り、個人の救済から他者
への広がりに触れている。２５

以上のように、パラスケボポロスの真宗人間観は基本的な教義を踏襲したもので、人間の
視点から人間の苦悩、世界観、真如法性の理解、信心と念仏の理解が解説されている。か
れ自身の論を展開する根拠として聖教から引用を施していることは、今後のアメリカ真宗
の発展にとって最も重要なことである。聖教に記載されていることをそのままに理解する
のではなく、その意味を読み取ることで、むしろ人間存在の深い理由とそれを超えるもの
との関係に新しい閃きを受けることができると語っている。２６この発言は、マクマハンが
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北米には必ずしも仏教モダニズム化を望む人びとばかりではなく、それとは反対に伝統的
要素を維持し、その継続を望む反モダニズムとされる伝統派の動きもあることを反映する
ものであり、真宗の伝統的教義を軸としたアメリカ真宗思想が発展することは必須である
と考える。

第４項

米国仏教大学院（ＩＢＳ）の現代真宗学研究所の研究分野

バークレーにある米国仏教大学院・現代真宗学研究所 (IBS Center for Contemporary Shin
Buddhist Studies) は、以下の二目的から成り立っている。２７
（１）現代の真宗学研究に焦点をあてた学術調査、研究、教育指導をＩＢＳに提供する。
（２）浄土真宗のコミュニティーに属した人びと全般を対象とした教育課程を運営する。
その活動は各種文献の翻訳ならびに出版、学術研究会や公開講座を開講によるものである。
現代真宗学研究所では、次の四つの研究テーマを常設研究プログラムに設定している。
1.

仏教と現代心理学

2.

人間・救済・社会

3.

西洋における真宗開教活動

4.

宗教教育・その倫理と実践

このように「人間・救済・社会」は重要な研究テーマとして取り上げられ、デービット・
松本は「浄土真宗における人間性と救済：西洋現代真宗学の人間理解」（英文題目：An
Approach to the Question of Humanness in Contemporary Western Shin Buddhism: The
Soteriological Significance of Disability）をテーマに課程博士論文を提出している。本研究は
「西洋における障害の真宗神学」を構築するべく「人間であるということの意味」という
基本的な問いから始まり、この研究が目指す「障害の真宗神学」とは、人間性についての
基本的な問いを「障害は越えることができるのか、そして障害を越えることによって人間
性の形成を現実することは可能か」について言及され、現代西洋社会において浄土真宗は
障害者に対してどのような示唆を与えることが可能であるかが検討されている。
また、山岡誓源による博士論文『アメリカへの真宗伝道』
（英文題目：Jodo Shinshu Religious
Education Studies – A Study into the Meaning of Transmission (Dendo) in the West）２８は、アメ
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リカ社会に真宗の教えを広めるために「浄土真宗の宗教教育」という新しい伝道原理を確
立した。それは真宗教義に人間の実生活を取り入れたもので、信心の原理を「六相」とい
うプロセスを通して、論理的に説明をしている。
「六相」(The Six Aspects) とは、阿弥陀仏
と人間のかかわる六つの局面で、「開縁・懺悔・大悲・歓喜・報恩・人生究竟」とされる。
それぞれの特殊な局面は、「六位相」(The Six Characteristics of the Human Life Process)と関
係し、それらは、開縁が「出会い」、懺悔が「内省」、大悲が「ご縁」、歓喜が「幸せ」、報
恩が「感謝」に、そして人生究竟が「意味ある人生」として配当されている。西洋英語圏
での真宗開教活動と宗教教育の一助になったといえよう。
いずれの研究も土居が宗教的実存と呼ぶ人間性に立脚したものであり、異言語・異文
化・宗教多元社会という異質なものが多く存在するなかで、人間という共通した視点から
の真宗思想がより発展することは予想される。

第５項

一神教の人間観

北米で大多数を占めるキリスト教徒と今後、増加傾向を示すイスラム教徒に焦点を当て
て、それぞれの人間観を概観する。

（１）キリスト教の人間観２９
旧約聖書の創世記に記述されているように、まず「人間は神によって無から創造された
ものである」という特殊な人間認識によって成り立っている。教義で語られる「無からの
創造」(creation ex nihilo) とは、神の創造という目的に抵抗する存在はないことを意味し、
神によって創造されたものには、その目的が存在することになる。人間も神によって創造
された被造物であり、
「肉体」
、
「魂」、
「霊」が結合されたものであると旧約聖書でも、また
新約聖書でも理解されている。
また人間は神によって無から創造された以上、創造主である神に依存する存在であり、
よって、人間は固有的存在であるが、常に神との緊張関係のなかで存在するという有限性
がある。
第二として、被造物である人間と創造主である神の関係は、正しい関係が成り立たなけ
ればいけない。創世記にあるように、神はイエス・キリストの和解的啓示を人間に与えた
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が、人間は神から離れ、自己を絶対化し、神と等しくなろうとする人間の「罪」がはじま
る。罪は個々の罪の行為になる前に普遍的な事実である「原罪」として述べられている。
神によって無から創造され、神の力によって存在する人間の正しい本質的なあり方を取り
戻すためには、神との正しい関係に戻ること、すなわち神に受け入れられることが「義認」
と言われる救いになる。

（２）イスラム教の人間観

３０

イスラム教の人間観はユダヤ教やキリスト教の人間観と基本的には同じであるといえ
る。天地自然のあらゆるものは、唯一の超越神がただひとりで創造した非造物であるとい
う思想である。神は地上における神（アッラー）の代理人として人間を創造して、神の意
志に従う役割を与えた。
イスラム教は同系のセム的一神教のなかでも、もっとも厳格に唯一神を説く宗教である。
唯一の神が天使を通して使徒ムハンマドに語った「神の言葉」が集結された聖典クルアー
ンには、人間は生きている時も死んだ後も、神の導きにしたがって「生きる」ことが求め
られる。神の代理人という責務を与えられた人間は、生命がある間は神の意志に従ってこ
の世を生き、死後は天地の終末まで墓のなかで眠り、終末時には現世での行為に応じて天
国と地獄への行き先が決まる。
来世においても神の規範にしたがって生きることによって、
天国や地獄の地位を変化させることが可能であるとされることから、現世の行為によって
地獄に落とされた人間が修行を積むことによって刑罰の軽い刑へと引き揚げられることが
可能であると考えられている。よって、人間にとって「生の場」とは現世だけではなく、
永遠の来世に続くものである、むしろ来世こそが真実の生であるといえる。

一神教に共通した人間観：
人間は神による創造物であり、神は創造主である。
人間は神に依存した存在であり、常に正しい関係を保つという緊張関係にある。
神に受け入れられることが「義認」と言われる救いになる。

啓示宗教といわれるキリスト教やイスラム教の人間観と、覚の宗教といわれる仏教の人間
観が人間苦から出発することは対照的といえよう。次に仏教・浄土教・真宗の人間観につ
いて通観する。
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第６項

仏教・浄土教・真宗人間観

仏教では人間を生老病死の苦を受ける無明なる存在であるとする。また、五蘊仮和合が
示すように、因縁によって五蘊（色・受・想・行・識）が仮に集まって存在しているに過
ぎないとされる。
天台智顗は『妙法蓮華經玄義』
（『法華玄義』第六上）３１において、教法を被るべき人間
である「機」について微（教法に応じる可能性を秘めている意味）
・関（教法との相関関係
において仏の摂化が成立する意味）・宜（教法に対して適宜相応する意味）と示している。
逆に言えば、人間は智慧を開くべき存在であり、縁起をさとるべき存在であるといえる。
浄土教における人間観としては、『往生論註』で曇鸞は「此三界蓋是生死凡夫流転之闇
宅」
（この三界はけだしこれ生死の凡夫の流転の闇宅なり）３２として凡夫が生死を繰り返
し、三界をへめぐっている存在であることを示し、「是故無生無滅是衆生義」（無生無滅は
これ衆生の義なり）３３、また「衆生無生如虚空」（衆生は無生にして虚空のごとし）３４と
述べ、衆生が浄土の往生することは因縁生であるとしている。八番問答では、
「以此経証明
知下品凡夫但令不誹謗正法信仏因縁皆得往生」
（この経をもって証するに、あきらかに知り
ぬ、下品の凡夫ただ正法を誹謗せざれば、仏を信ずる因縁をもつてみな往生を得と）３５と
あるように下品の凡夫も上品生の者も共に信仏因縁をもって浄土往生ができるとされてい
る。
時を経て、道綽は『安楽集』で末法の時代とその時代に生きる機根に合致した「約時被
機」の教法を主張して、「唯有浄土一門、可通入路」（ただ浄土の一門のみありて、通入す
べき路なり）３６と浄土門を勧めている。さらに機根の劣化は善導の二種深信の文に表れ、
親鸞は『教行信証』信巻に『散善義』の文を引いて、
「一つには、決定して深く、自身は現
にこれ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた常に没し常に流転して、出離の縁あることなし
と信ず」３７とし、同じく信巻に『往生礼讃』の文を引いて、「自身はこれ煩悩を具足せる
凡夫、善根薄少にして、三界に流転して火宅を出でずと信知す」３８として、両者とも自分
は凡夫であって迷界を出ることができないことを示している。
「我立二浄土宗一意趣者為レ示
凡夫往生一也」として、一切の人間を凡夫とし、その凡夫が浄土に往生する教えとして浄

二

土宗を開宗した法然は、自らを愚痴の法然と名のり、道綽の『安楽集』の聖浄二門判をも
とに、末法五濁悪世に生きる下根下智とされた現実の人間を救済する教えを開示したとい
える。
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これら浄土教の祖師や師法然の教説を受けて親鸞の人間観は、一層の深まりをみせると
ともに徹底化される。３９親鸞の人間観に関しては、普賢大円が『真宗概論』４０の衆生論と
して、普賢晃寿の『親鸞教学論考』４１では悪人正機の思想と信心仏性説の立場から人間観
が述べられている。近年においては、矢田了章による『親鸞の人間論－その教理史的研究』
で仏教・浄土教による教学的立場を踏まえて、親鸞による人間論の表現体系が広く考察さ
れている。特に出世間的立場から人間の根源的存在自体を表現したものとしては、「無明、
煩悩、凡夫、凡愚、罪悪、悪業・罪業、悪人」が、また時間的・空間的に表現されたもの
としては、
「生死、流転・輪廻、われら、一切群生海」があげられている。４２
親鸞の人間観には、如来の光に照らし出されたところに自己の力では生死界を出ること
ができない己の実態が鮮明になる一方で、法によって救われる自己の発見があるといえよ
う。そこには、己の善も間にあわず、己の悪も妨げにはならないというパラドクシカルな
世界が展開することになる。

第７項

伝統的真宗との交錯

真宗における宗教的実存は本願力によって開示されるものであり、人間の現世での宗教
的営みとは仏となるべき身と定まる現生正定聚を目的とする真の人間形成といえよう。図
示すると以下のようになる。

真如法性
法身はいろもなし、かたちもましまさず。
しかれば、こころもおよばれず

本願力としての名号

海野論「自己変革」
の可能性

信心獲得
人間のあるべき姿
宗教的実存
（真宗人間観）

真の人間形成プロセス

他者性・社会性
松本論「西洋におけ
る障害の真宗神学」

山岡論「アメリカへの
真宗伝道」
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ブルーム論

「西洋における障害の真宗神学」をテーマとして松本論文「浄土真宗における人間性と
救済：西洋現代真宗学の人間理解」は、障害者として救済される人間の宗教的実存への問
いかけであり、山岡論文「アメリカへの真宗伝道」は真の人間形成に向かう信心の原理を
説明したものであった。自己変革して自他共存する浄土真宗を主張した海野論、また浄土
真宗の社会性を追求したブルーム論も今後の真宗人間観を視点とした思想展開の礎とな
っていると言っても過言ではないだろう。
ここでいう「伝統的真宗」とは受け継がれていく正統な教法のことであり、宗学として
押さえておく。
「教義」とは仏陀の言葉や宗祖の説示をもとにした宗教的真実の表現であ
り、普遍的なものである。また「教学」とは歴史的・社会的状況において「教義を解釈」
し具現する営みとされている。４３

これを踏まえると、アメリカ真宗教学は、当地の歴史

や異言語、異文化、宗教多元という多様社会において、真宗教義を解釈する営みといえる。
第３章、第２節で考察したアビト論は真宗人間観を特に一神教であるキリスト教の罪の
問題との関係や、その他の宗教や哲学的視野において人間存在の本質を考察することを指
摘していた。出世間的立場から人間の根源的存在自体を無明、煩悩、凡夫、凡愚、悪人と
する真宗人間観は世界宗教のなかでも特異性をもち、真宗人間観すなわち衆生論を出発点
として、空・真如・阿弥陀仏と衆生の関係、衆生にとっての信心正因と Religious Praxis と
しての他力念仏の関係、念仏者の生き方と他者性・社会性の関係、そして現代アメリカ社
会における還相回向の意義が真宗テオロジー構築の立場からアビトによって提示されて
いた。これらは、伝統的真宗の衆生論、如来論、行信論、証果論との交錯のなかで、西洋
英語圏に向けて論理的に解説すべきことである。宗教多元のなかで、宗教的実存の立場か
ら信心獲得の理論や転ぜられる自己変革のメカニズムが明確に説明されることで、自ずと
本願、浄土、二種回向などの意味も鮮明になると考える。
マインドフルネスや LGBT など、現実社会での現象に対する正当性を真宗教義に探すの
ではなく、あくまで真宗教義の真実性を根拠にして、迎合することなく現実問題に取り組
む方向性を間違わないことも肝要である。

現代では、真宗モダニズムの思想は近代の伝統かもしれないが、２１世紀のグローバル
な視野のなかで、人間観を視点とした真宗思想は伝統的真宗との交錯のなかで新たな意義
を持ち、再伝統化と再構築化を通して更なる発展を遂げると考える。
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小結

第４章では、アメリカにおける現代の動向として「瞑想からマインドフルネス」と「同
性結婚」を取り上げて仏教・真宗教義の根拠を掘り下げた。つづいて、第２章、第３節で
取り上げた六名の真宗思想家や、第３章で扱った三名の現代真宗学者による真宗思想につ
いて、第１章で論じたマクマハンによる「仏教モダニズム」論との関係を考察した。
北米の異言語・異文化という環境のなかで、マクマハンが述べる仏教のハイブリディテ
ィー性は真宗にも通用することであり、今立吐酔をはじめ、ハワイの今村恵猛、鈴木禅を
広めた鈴木大拙、またニューヨークの関法善、羽栗行道、辻顕隆はいずれも、それぞれの
真宗思想を発展させ、文化変容に対応する真宗の再文脈化を駆使しながら、真宗のハイブ
リディティー性を追求したといえる。
マクマハンが指摘する脱神話と科学合理主義の仏教観は、日本大乗仏教の浄土真宗が北
米で受容される見逃すことができない要素であった。また一方で、科学合理主義と相反す
るロマン主義・神秘主義の立場で禅思想・真宗思想を発展させた鈴木大拙は、宗教体験を
通して、羽栗行道や関法善、また辻顕隆に影響を与えたといえる。
なかでも真宗モダニズムの特異性として浮き彫りになったものは、辻顕隆が構築した人
間性に立脚した真宗思想を底辺にした仏教・真宗教育であった。
最後の第４節では、アメリカ真宗思想の将来について、これまで分析したモダニズムか
ら現代の真宗思想の流れを鑑みながら、真宗人間観を視点とした救済論への可能性を提示
して、伝統的真宗との交錯について検討を加えた。
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結論

アメリカ真宗思想史をモダニズムから現代の流れのなかで論じてきた。

第１章では、マクマハン著の Making of Buddhist Modernism による仏教モダニズム論をも
とに、アメリカ合衆国（特に北米）を舞台として１９世紀後半から２０世紀初頭にかけて
繰り広げられた仏教モダニズムの動向について説明した。その特徴として、脱伝統化・脱
神話化・心理学化の三点が上げられており、それぞれに脱文脈化から再文脈化へのプロセ
スがあるとされていた。そのプロセス自体が仏教モダニズム形成過程であり、伝統と新し
い文化の融合性、複合性としてハイブリディティー性は重要な形成要素である。また、仏
教モダニズム形成の要因には、科学的合理主義、仏教ロマン主義やキリスト教との対峙が
ある。マクマハンの仏教モダニズム論については、先行研究との検討や総合的批評も行っ
た。末木文美士が「従来ほとんどまとまった研究のない領域を切り開く意欲的かつ刺激的
な論考」と述べているが、マクマハンによる仏教モダニズム論が北米・ハワイの真宗思想
にいかなる影響を与えたかについて第２章以降に研究を進めた。なお、モダニズム（近代）
からポスト近代（現代）への流れには、脱伝統化から再伝統化・再構築化への反動運動を
描くが、これもモダニティー形成の過程といえる。

第２章では、アメリカのモダニズムのなかでの真宗思想形成とその学問的体系化を考察
するための準備段階として、北米・ハワイにおける真宗開教の歴史と各地域でのその当時
の宗教事情を概観し、日本での仏教近代化の波が浄土真宗本願寺派の初期海外開教に拍車
を掛けたことを確認した。１８９３年に開催されたシカゴ万国宗教会議には本願寺派の八
淵蟠龍や臨済宗の釈宗演をはじめ四名が参加し、近代の宗教対話の幕開けとなった。１８
９８年にハワイに、
１８９９年には北米に本願寺派は監督を派遣して、本格的な真宗伝道、
布教活動が開始する。第２章、第３節では、アメリカ西洋英語圏において真宗モダニズム
の形成に大きな影響を与えたと考えられる六名の真宗学者および学僧を取り上げて、彼ら
の英語文献をもとに、それぞれの真宗理解と思想を分析した。まずは、欧米教育を受けた
今立吐酔はオルコットによる The Buddhist Catechism を『仏教問答』として日本語訳を行い、
仏教と科学の融合性に着目した。ハワイのアメリカニゼーション運動のなかで布教、伝道
を行った今村恵猛は、弥陀の真宗は不簡主義であり、貴賤、貧富、学不学も凡て簡ばない
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とした平等性・仏教的民主主義思想を主張した。臨済宗の居士であった鈴木大拙は、華厳
思想の事々無礙法界の境地を霊性的直覚と理解し、華厳の法界を動かしているのは大悲心
であるという視点から、真宗における霊性的直覚とは弥陀の誓願を信知することであると
理解した。鈴木は真宗妙好人に日本的霊性の顕現化をみて、晩年には禅から真宗に傾斜す
るなかで、宗教体験・神秘主義・霊性的直覚という概念を中核として、西洋英語圏に理解
されやすい真宗体系を模索したといえる。１４年間の北米開教を経験した羽栗行道は、信
心獲得の重要性と信心の構造を説明するために『心身の革命―他力信仰の極致』を著して、
１９６７年に英訳が出版された。獲信による宗教体験を通した心理的変化である自己内省
の徹底化を強調した羽栗の真宗思想は、真宗人間観が展開される先駆けとなったと考えら
れる。戦後、東海岸の仏教研究所としてニューヨーク・ブディスト・アカデミーを設立し、
鈴木大拙と法友関係があった関法善は、排日運動で強制収容の身となった経験から仏教・
真宗は諸宗教にみられる選民思想ではなく、人種、言語、文化を越えた誓願一仏乗の救済
であり、そのはたらきを自然法爾と理解した。最後に取り上げたカナダ生まれの辻顕隆は
１３年間、初めての日系二世の北米開教総長として勤める。北米での浄土真宗の将来に危
惧を抱いていた辻は、異言語・異文化・宗教多元の北米に即した教化活動を構築し、真宗
思想の中核に真宗人間観を据え、仏教・真宗教育とは社会に生きる人間の人格形成の完成
を目指すものであるとして、自己現実と自己変革の可能性を提言する真宗人間観を提示し
た。

つづく第３章では、モダニズムから現代を語るにあたって、現代アメリカの宗教事情を
ピュー研究センターによる調査結果（世界宗教の将来：２０１０年から２０５０年の宗教
人口予想）をもとにその概説を行い、ハーバード大学によるアメリカ人による宗教信仰調
査結果も提示した。ピュー研究センターの調査結果では、２０５０年には世界のイスラム
教人口がキリスト教人口とほぼ同じになると予想されている。仏教徒人口（大乗仏教、小
乗仏教、チベット仏教）は２０５０年には２０１０年に比べて 1,490,000 人の減少となる。
しかしながら、アメリカ合衆国が西洋諸国で初めて第１０番目の仏教国となり、２０１０
年に比べて、２０５０年には仏教徒人口が 1.4%増加して、6,080,000 人になると予想され
ている。諸宗教は仏教徒に対して肯定的で開放的な印象をもっている。ハーバード大学に
よるアメリカ人による宗教信仰調査結果では、アメリカ社会の宗教多元化が進んでいるこ
とが確認され、２００６年に比べて２０１１年では宗教関連行事の不参加や宗教無所属数
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が増加していた。また、同性結婚に対して全年齢層において寛容になっている。一方、米
国仏教団 (BCA) の門信徒数は２０１６年で 12,651 人を示し、２０１２年から毎年減少状
況を呈している。以上のような現代アメリカの宗教事情と将来の見通しのなかで、アメリ
カの文脈化と宗教多元社会の立場から２１世紀に向けての教学の諸問題を提示している現
代真宗学者であるルベン・アビト、海野大徹、アルフレッド・ブルームの三名の論考を取
りあげて、かれらの真宗思想を考察した。現在、テキサス州にある南メソジスト大学、パ
ーキンズ神学校で世界宗教、
仏教学および比較宗教分野の教授を勤めるルベン・アビトは、
２１世紀のグローバル社会におけるポスト・モダンと宗教多元社会のなかで、親鸞教義を
四側面から真宗テオロジーとして構築することは、１３世紀の親鸞教義を新鮮な角度から
救済論として説くことになり、また一神教のテオロジーと同じ舞台に乗せることになると
述べている。つづく海野大轍は、開教使の父とともに六歳で渡米した。論文や著作に表れ
る海野の真宗思想は、自己変革して自他共存する浄土真宗といえよう。海野は、第１８願
による他力念仏を第１９願の諸行念仏、第２０願の自力念仏との比較において説明しなが
ら、名号を聞信した衆生が称名することによって Deep Hearing（二種深信）が起こり、信
心獲得となり、自己変革が起こると理解している。自己変革については、
「迷いの世に生き
る自我我執の存在が本願のはたらきによって自己変革の現実化へと導かれる」として、親
鸞教義の特徴を捉えている。海野の真宗思想には、衆生による称名に自己変革の可能性が
見受けられた。この他力のなかの自力については、全分他力を認めずに、他力のなかに一
分の自力を説く弁長の影響がある可能性を補足した。最後に取り上げたアルフレッド・ブ
ルームは夥しい論文と著作を残し、常に浄土真宗は西洋社会に何を提示できるかをテーマ
とした。ブルームは特に真宗の社会性に着目し、阿弥陀仏からの本願力回向による信心を
受けた個人が他者性との関わりにおいて、本願による救済を分かち合うことを根底にして、
現代の社会問題と向き合うことを提言した。往生浄土に向かって生きる個人の救いは社会
性を内包し、その営みによって浄土真宗は宗教多元社会に向かって解放され、また社会に
生きる人々を解放することになるとブルームは主張する。これら三名の現代真宗学者のそ
れぞれの主張は孤立しているわけではなく、相互補完的に影響し、また刺激し合っている
といえよう。

第４章では、アメリカにおける現代の動向を瞑想からマインドフルネス、また同性結婚
をテーマにその現状と真宗による理解と活動をリサーチした。つづけて、第１章で説明し
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たマクマハンによる仏教モダニズム論と真宗の関係性について、第２章、第３節で取り上
げた六名の真宗思想家、および第３章、第２、３、４節で考察した現代真宗学者であるア
ビト、海野、ブルームの思想や、第４章、第１、２節で記載した現代の動向は仏教モダニ
ズムからの影響を受けたか否かについて検討を加え、アメリカ真宗思想の系譜と学問的体
系を整理した。マクマハンが指摘した仏教モダニズム形成要素であるハイブリディティー
性に関しては、異言語・異文化という土壌において、また時代に伴う文化変容のなかで、
真宗教義の北米でのハイブリディティー性は仏教モダニズムと同様に大きな要因となった
といえる。また、シカゴ万国宗教会議での日本仏教界の発表内容からも明らかなように、
仏教の神話的宗教からの脱却と科学的で合理的な仏教観の構築がなされ、日本大乗仏教の
浄土真宗が西洋英語圏で受容され得る土壌を提供したといえる。また、臨済禅による見性
体験を単なる禅のみではなく、あらゆる宗教体験の真髄として、そのロゴス化につとめた
鈴木大拙に代表されるように神秘的な宗教体験をロマン主義の視点から概念化することも
仏教モダニズムと同様にいえることである。鈴木による宗教体験の概念思考は、羽栗行道
や関法善、また辻顕隆の真宗思想にも影響を及ぼすことになる。マクマハンの仏教モダニ
ズム論に網羅されずに、真宗独自に形成した真宗思想としては、辻顕隆が着目した真宗人
間観に根ざした教化活動があげられよう。北米での浄土真宗の将来に危惧を抱いていた辻
は、宗教とは人間の究極的な生き方を示すものであることから、真宗人間観を中核として
真宗教義の人間理解と仏との関係を示唆した仏教・真宗教育を推進した。第３章、第２節
で扱ったアビト論では２１世紀の救済論として真宗テオロジーの構築要素に人間存在の問
題が一番に取り上げられていた。また、海野論でもポスト・モダンと宗教多元社会におけ
る宗教の価値として、生死の問題に答えを見出すことができない人々に自己の実存的・精
神的な疑問に対して応じることが指摘されていた。これらのモダニズムから現代の真宗思
想の流れを鑑みながら、アメリカ真宗思想の将来について、その延長上に見られる真宗人
間観を視点とした救済論に向けての可能性を提示して、伝統的真宗との交錯について検討
を加えた。
以上、アメリカ真宗思想史の研究を仏教モダニズムの要因と比較検討するとともに、特
に北米における真宗思想形成とその学問的体系化を考察した。真宗人間観を視点とした救
済論に向けての真宗思想の再文脈化については、諸宗教との比較を含めて今後の研究課題
としたい。これまで創造された伝統を生かしつつ、アメリカ真宗教学は今後更なる発展を
続けることを確信する。
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【資料】年表
『本願寺年表』を基礎に『龍大３５０年史』通史編を追加資料として、拙論で扱った出来
事、人物を記載したもの。
1854 (安政 1) 年
○

ペリー来航

1855 (安政 2) 年
○

今立吐酔誕生 (~1931)

1867 (慶応 3) 年
５月

今村恵猛誕生 (~1932)

1868 (明治元年）
７月

島地黙雷・赤松連城など、本山改革の建議書を提出（明如伝）
。

８月

島地黙雷等、学林改革の建議書を提出（３００年史）
。

1870 (明治 3) 年
○

鈴木大拙誕生 (~1966)

1871 (明治 4) 年
○

寺請制度廃止。

1872 (明治 5) 年
１２月

島地黙雷、欧州で『三条教則批判建白書』を草し教部省に送る。

1872 (明治 5) 年
１月

明如は梅上澤融・島地黙雷等を西洋諸国の宗教事情を視察させて、赤松連
城・堀川教阿・光多為然等を英独両国に留学させる。

1874 (明治 7) 年
９月
○

欧州留学者が帰国し、学校組織への更改の必要を献策する。
英・独留学より帰国した赤松連城・堀川教阿・光多為然等、学林学科の内
典偏重を指摘し、世間の法に倣う学校制度採用及び普通学科設置の必要を
説く。

1875 (明治 8) 年
４月

明如、赤松連城を学林制度採用及び普通学科設置に担当させる。
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５月

林門改正規則書及び達書が披露される。
「普通学」
・
「学級制度」が採用され
る。

1880 (明治 13) 年
○

宗派機関誌、本願寺派『龍谷新報』
、大谷派『開導新聞』各発行。

1881 (明治 14) 年
６月
○

西本願寺派を本願寺派と改称（明教新誌）
。
羽栗行道誕生 (~1965)

1884（明治 17）年
４月
○

島地黙雷等、令知会を結成し『令知会雑誌』を刊行。
ハワイへの官約移民開始。

1886 (明治 19) 年
４月

普通教校に反省会創立。

7月

多聞速明、ウラジオストックで開教を始める（明如伝）。

○

今立吐酔『仏教問答』出版。

1887 (明治 20) 年
７月

『反省会雑誌』創刊。
中西五郎『宗教改革論』を著す。
井上円了『仏教活論序論』および『真理金針』を著す。

1888 (明治 21) 年
７月

普通教校に海外宣教会発会。英文機関誌 THE BIJOU OF ASIA（
『亜細亜之宝
珠』
）を刊行（３００年史）
。

１１月

海外宣教会の和文機関誌『海外仏教事情』創刊される（３００年史）
。

1889 (明治 22) 年
２月

オルコット来山。安満得聞と対論する。

３月

曜日蒼龍がホノルルに渡航し、布教活動を開始。

５月

ダンマパーラ、築地別院に来訪。

１１月

ハワイ開教準備のため、懇志を募る。

１２月

曜日蒼龍が『伝道会雑誌』にハワイ布教計画を発表する。

○

中西牛郎『宗教改革論』刊行。
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1890 (明治 23) 年
３月

長崎で九州仏教団の会議が開催。

５月

本山当局、ハワイ開教支援の取消を訓告。

○

教育勅語発布。

1891 (明治 24) 年
６月

『令知会雑誌』第８７号、シカゴ万国宗教会議開催を報じる。

1892 (明治 25) 年
３月
○

島地黙雷、海外宣教会会長に就任。
清沢満之『宗教哲学骸骨』公刊。

1893 (明治 26) 年
３月

反省会、教育部を開設（３００年史）
。

９月

シカゴ万国宗教会議開始。

○

ハワイ共和政府が成立。

1894 (明治 27) 年
３月

反省会、宣教部を開設（３００年史）
。

４月

『海外仏教事情』を廃刊し、『反省雑誌』に統合。

1895 (明治 28) 年
９月

開教事務局を設置。

1896 (明治 29) 年
１月

台湾開教を開始。

８月

宗門改革運動の精神主義運動始まる。

１１月

開教地区域を陸海軍所在地・北海道・沖縄・台湾・ウラジオストック・ハ
ワイとする。

１２月

開教事務局・真宗教会本部を廃し、布教局を設置。

1897 (明治 30) 年
３月

ハワイ調査のため、宮本恵順を派遣。

５月

台北に龍谷学校創設（明如伝）
。

６月

ハワイ、ホノルルの信徒「嘆願書」を提出。
ハワイ、ホノルル布教場を出張所とする（布哇開教史）。

７月

『教海一瀾』創刊。
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1898 (明治 31) 年
２月

里見法爾、初代監督としてハワイ布教のために渡航する（一瀾）
。

３月

ハワイ布教監督の職制を設け、同監督として里見法爾を派遣する。

７月

サンフランシスコに仏教青年会が発足する。宮本恵順と本多恵隆による北
米視察。

８月

台湾に布教監督を置く。

９月

サンフランシスコの信徒が本山へ開教使派遣を請願する。

1899 (明治 32) 年
１月

『反省雑誌』が『中央公論』と改題し。英文雑誌『東亜』と共に渡橋で刊
行（３００年史）
。

６月

薗田宗恵・西島覚了が北米開教使としてサンフランシスコ駐在となる。

９月

サンフランシスコ本願寺出張所設立。

○

ハワイに布教監督を置く。

○

『新仏教』発刊。
（～１９１５年まで）

1900 (明治 33) 年
１月

里見法爾がハワイ布教監督を辞任し、今村恵猛がハワイ布教監督となる。
サンフランシスコ仏教青年会が『米国仏教』を刊行。フレスノ仏教青年会
が創立。

４月

サンフランシスコ仏教婦人会創設。

８月

サクラメント仏教青年会創立。

１０月

薗田宗恵がベルリン留学し、後任として水月哲英がサンフランシスコに着
任。

○

ハワイがアメリカ合衆国に合弁される。

○

鈴木大拙、『大乗起信論』英訳 Discourse on the Awakening of faith in the
Mahayana を著す。

1901 (明治 34) 年
１月

今村恵猛、第二代ハワイ監督となる。

８月

ハワイの門末に消息を授ける。

１１月

ハワイ開教促進の消息を授ける。

１２月

シアトル仏教青年会創立。

○

ハワイのワイパフ、ケアリア、リフエ等布教場を開設。

○

村上専精『仏教統一論』
（大乗非仏説論）

1902 (明治 35) 年
３月

水月哲英の後任として堀謙徳がサンフランシスコに着任する。
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４月

フレスノにアメリカ説教所設立。

５月

ホノルル本願寺付属小学校開校。

1903 (明治 36) 年
○

ハワイの布教場が１９所、付属小学校が８所となる（一瀾・布哇開教史）。

○

関法善誕生 (~1991)

1905 (明治 38) 年
６月

サンフランシスコ仏教青年会がサンフランシスコ仏教会に改称し、北米開
教の部として各仏教会を統制。

８月

内田晄融が新北米開教監督となる。

９月

堀謙徳が帰国する。

１０月

カナダ・バンクーバーで日本仏教会設立披露の大演説会を開催。

1906 (明治 39) 年
８月

ホノルル布教場を別院とする。

1907 (明治 40) 年
５月
１０月
○

開教・布教関係の諸法規を更改。アメリカに開教総督を置く。
ハワイ本願寺教団設立
出張所・布教場は、中国１７，韓国５，米国２９，ソビエト１，カナダ１
（一瀾）
。

○

鈴木大拙、Outline of Mahayana Buddhism を著す。

1908 (明治 41) 年
２月

第１回ハワイ開教使会議が開催される。

７月

羽栗行道、北米開教使として渡米する。

1910 (明治 43) 年
○

ハワイ高等女学校が設立される。

1911 (明治 44) 年
１月

宗祖６５０回大遠忌のために北米を含めて海外開教地区へ使僧を派遣す
る。

1912 (明治 45) 年
６月

ホノルル別院をハワイ別院と改称する。

７月

大谷光明、アメリカ開教総督。
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1913 (大正 2) 年
４月

アメリカ、カリフォルニアで排日問題が起こり、開教使が解決に尽力する。

1914 (大正 3) 年
４月

サンフランシスコ仏教会が新会堂落成を行う。

1916 (大正 5) 年
２月

ハワイ別院、市民啓発運動が始まる。

1917 (大正 6) 年
５月

ハワイ別院、米独国交断絶に際して食料自給調節運動に協力する。

７月

ハワイ仏教婦人大会記念誌『同胞』特別号刊行。

８月

ハワイ別院にて日曜学校が開始される。

1918 (大正 7) 年
２月

開教教務所規定が発布され、北米教務所はサンフランシスコ、ハワイはホ
ノルルとなる。

３月

内田晄融監督が北米開教総長に就任する。
（初代駐在総長）

５月

ハワイ別院、坊舎新築記念として『布哇開教史』を刊行する。

８月

ハワイ別院、坊舎新築慶讃法要を勤修する。

１１月
○

ハワイ別院、カービー博士を主任として英語伝道を開始する。
今村恵猛「佛教より観たるデモクラシー」を著す。

1919 (大正 8) 年
○

辻顕隆誕生 (~2004)

1920 (大正 9) 年
２月

ハワイ・オアフ島カフク地方耕地にストライキ起こり、ハワイ別院に多数
の同胞を収容。

○

今村恵猛「米国の精神を論す」を著す。

1921 (大正 10) 年
５月

ハワイ別院、『教団時報』創刊。

８月

ハワイ別院でハワイ開経２５周年記念法要を修す。

１１月

ハワイ別院、英語伝道を開始。主任カービー博士。

○

『恵信尼消息』１０通発見される。

○

東方仏教徒教会 (The Eastern Buddhist Society) 設立。
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1922 (大正 11) 年
○

ハワイ別院の英語伝道主任であるカービー博士が、英文『仏教綱要』を編

○

纂する。
今村恵猛「親鸞教趣と米国々風」を著す。

1923 (大正 12) 年
８月
○

野々村直太朗、浄土教批判問題で僧籍剥奪される。
羽栗行道、
『信仰はどうして得られるか』を著す。

1924 (大正 13) 年
９月

英訳『阿弥陀経』完成（一瀾）
。

○

排日移民法成立。

○

羽栗行道、
『大地をふまえて』を著す。

1925 (大正 14) 年
２月

大谷光明、宗教事情視察のため渡欧。

１０月

大谷尊由、北米・ハワイの巡化の途に着く。

１１月

ロスアンゼルス仏教会堂落成。

○

金子大栄『浄土の観念』を著す。

1926 (大正 15) 年
３月

北米開教２５周年記念事業として北米開教財団を設立する。
中井玄道が『歎異抄』を英訳する。

４月

北米仏青連盟が設立される。

８月

ハワイ本願寺教団より、第一回日本留学生二名が派遣される。

１１月

アルフレッド・ブルーム誕生 (~2017)

１２月

サンフランシスコ仏教会が負債整理のために財政整理部を置く。

1927 (昭和 2) 年
２月

ハワイ別院の英語伝道主任であるカービー博士の功績を表彰する。

７月

ホノルルで第一回ハワイ全島仏教青年連合大会が開催される。

８月

ハワイ別院でハワイ開教３０年記念法要が勤修され、
『開教３０年記念誌』
が刊行される。

1928 (昭和 3) 年
１２月

内田晄融がロサンゼルス仏教会の負債整理・北米開教財団設立などのため
に渡米する。
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1929 (昭和 4) 年
２月
１０月
○

海野大徹誕生 (~2014)
サンフランシスコ仏教会にて北米開教財団創立総会が開催される。
今村恵猛「真宗の社会的理想」を著す。

1930 (昭和 5) 年
７月

ハワイ仏教青年連盟が第一回汎太平洋仏教青年会大会を開催する。

８月

北米ロスアンゼルス仏教会の負債整理が落ち着く。

○

関法善、北米開教使としてロスアンゼルス仏教会に赴任。

1931 (昭和 6) 年
１０月

ロスアンゼルス本願寺仏教会がロスアンゼルス別院と改称する。

1932 (昭和 7) 年
４月
１２月

ハワイより参拝団が来山する。
今村恵猛（超勝院）没（６７歳）

○

鈴木大拙、
『楞伽経の研究』にて大谷大学より文学博士号を受ける。

○

羽栗行道、
『信仰は斯くして得られる』を著す。

○

花田凌雪『最近異解異安問題の検討』を著す。

1933 (昭和 8) 年
６月
１０月

カナダに開教監督設置され、独立開教区となる。
ハワイ別院、講座放送を開始する。

1934 (昭和 9) 年
○

羽栗行道、
『勧学花田凌雪著『最近異解異安問題の検討』批判』を著す。

○

関法善、アリゾナ仏教会を創立。

1938 (昭和 13) 年
○

鈴木大拙、Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture を著す。

○

関法善、ニューヨーク仏教会を創立し、宗教法人の許可を得る。

1941(昭和 16) 年
１２月

真珠湾攻撃。

1943 (昭和 18) 年
○

鈴木大拙、
『浄土系思想論』
、『宗教体験の事実』を著す。
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1944 (昭和 19) 年
○

鈴木大拙、
『日本的霊性』を著す。

1947 (昭和 22) 年
○

ルベン・アビト誕生。

1948 (昭和 23) 年
○

鈴木大拙、The Essence of Buddhism 『佛教の大意』を著す。

○

関法善、アメリカン・ブディスト・アカデミーを設立。

1952 (昭和 27) 年
○

1924 年の排日移民法が撤廃。

1953 (昭和 28) 年
○

羽栗行道、
『心身の革命－他力信仰の極致』を著す。

1957 (昭和 32) 年
○

鈴木大拙、Mysticism: Christianity and Buddhism を著す。

1958 (昭和 33) 年
○

辻顕隆、カナダ開教から北米開教へ移動。

1966 (昭和 41) 年
○

米国仏教大学院

(The Institute of Buddhist Studies) 創立。

1967 (昭和 42) 年
○

羽栗行道『心身の革命』英訳 Awareness of Self -A Guide to the Understanding of
Shin Buddhism 出版。

1968 (昭和 43) 年
○

辻顕隆、北米開教総長に就任 (~1981)。

1973 (昭和 48) 年
○

関法善、Buddha tells of the Infinite: The Amida Kyo を著す。

1976 (昭和 51) 年
○

関法善、The Great Natural Way を著す。
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1979 (昭和 54) 年
○

辻顕隆、An Outline of Buddhism（『仏教概要』第２版）を著す。

○

辻顕隆、Overview & Simplified Guide to Buddhist Education（
『仏教教育概要と
指導要領』
）を著す。

1981 (昭和 56) 年
○

辻顕隆、北米開教総長の任期を終えて、バージニア州恵光寺を設立。

1988(昭和 63) 年
○

辻顕隆、A Challenge for American Shin Buddhists（『アメリカ真宗門徒の課題』
）
を著す。

2003 (平成 15) 年
○

辻顕隆、The Heart of the Buddha-Dharma を著す。
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【第２章】モダニズムのなかの真宗思想
第１節

アメリカにおける真宗開教とその当時の宗教事情

第２節

仏教モダニズムの象徴としての１８９３年シカゴ万国宗教会議
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