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阿満利麿先生

記念講演： 仏教と非戦 今、念仏者として」「

○「非戦」と「反戦 ・ 不戦」」「

「非戦」という言葉は、比較的なじみ

がない 「反戦」とか「不戦」の方が親し。

みを持たれる方が多いかもしれない 「非。

戦」という言葉は、約 年前、日清戦100
争が終了し、日露戦争後が始まりだした

、 。 、頃に 問題になってくる 端的に言うと

「非戦」とは、宗教的信念にもとづいて

戦争に反対するということ。

「不戦」は、私は戦争はしない。他に戦争があっても、私は知らない。とにかく私は反

対。そんな姿勢を示すという意味で使う 「反戦」とは、戦争の中には正義の戦争がある。

という議論がある。正義の戦争であれば致し方ないという、中途半端な考え方。これは主

に、かつての社会主義体制の側から出た言葉。社会主義を広めていくためにやむをえない

戦争は成立する。一方で、資本主義体制の中で目指される戦争には反対するというもの。

まあ、宗教に関心があるものが戦争を語るとき 「非戦」という言葉が一番適切な言葉、

である。

○トルストイの「非戦論」

約 年前 「非戦」という言葉が大きなインパクトを与えた。宗教的信念に基づく、100 、

戦争反対の平和運動を、世界で最初にし、本格的に論じたのが、日露戦争の最中にトルス

トイが書いたものである。

トルストイという存在は、宗教に関心があるものには、避けて通れない。 年に日1904
露戦争が始まる。開戦 ヵ月後、トルストイは、イギリスの新聞に『思い直せ』という英1
文による長文を発表する。現在でも、二種類の翻訳がある。幸徳秋水が「平民新聞」で翻

訳したもの 東京の朝日新聞が翻訳したもの 二種類がある 現在でも トルストイの 非。 。 。 、 「

戦論」を読むことは重要なことだと思う。

トルストイの「非戦論」の特徴は、戦争を防いだり、戦争を克服したり、平和な人間の

暮らしを実現するためには宗教心しかないと言う。おそらくこれだけ端的に宗教の役割を

強調した人は世界にない。

○ドゥオホボール教徒

なぜトルストイは宗教の力に期待を寄せたのか？

彼は、宗教の力によってしか平和はもたらされないと言ったのは、それは、ドゥオホボ

ール教徒という、今ではまったく忘れ去られた、キリスト教の一団体の人々の暮らしを目
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の前で見たからである。信仰に生きる人間の力強さ見た。それに裏打ちされて、平和をも

たらすためには宗教でしかないという結論に達した このことついては トルストイの 非。 、 「

戦論」を論じる人もあまり触れない。

ドゥオホボール教徒と呼ばれるクリスチャン達は、 世紀頃、ロシアのカフカス地方18
に姿を見せる。原始キリスト教を思わせるような素朴な信仰を持ったクリスチャンたちで

ある。彼らは、教会を認めない、聖書を認めない、もちろん儀式も一切認めない。ただ、

彼らは、親代々、汝殺すなかれ、己を愛するように隣人を愛せよ、暴力に対するに暴力で

もって抵抗するな、この三か条だけ伝えてきた人たち。

この人たちがロシアで話題になるのは、日露戦争の時、ロシアでも徴兵制がひかれる。

徴兵制によって、あらゆる階層の人たちが徴兵される。ところが、ドゥオホボール教徒た

ちだけは、徴兵の内容と自分達の教えとは異なっていることに気がついて、徴兵拒否をす

る。

そのことが、トルストイの耳に入る。調べてみると、彼らはもっとも純粋にキリスト教

の信仰を伝えていることが分かってくる。そこで、トルストイは、自分の側近をドゥオホ

ボール教徒の故郷に派遣して、どういう暮らしをして、そういう信仰を持っているのかつ

。 、 「 」 。 、「 」ぶさに調べる そして それを ロンドン・タイムス に発表する それは 思い直せ

という「非戦論」を書く 年程前のこと。ロシアにこういう素晴らしい人たちがいるこ10
とを、世界に知らしめた。

このドゥオホボール教徒は、徴兵拒否の運動の中で、自分達の暮らしの中で、およそ武

器になるもの一切を集めて焼却してしまった。食事のときに使うナイフとフォークを残し

て、刃物など殺人の道具を集め、全部燃やす。それによって自分達の意思を伝えた。

彼らが徴兵拒否をした理由は、彼らからすれば「人間は全て精霊を宿している。平等で

あって、同胞であって、本来は平和のうちに暮らす存在である。それを殺しあうことは認

められない」ということになる。

当時のトルストイの「非戦論」の中に見られることだが、トルストイは、日本の仏教徒

。 、「 」 。にも呼びかけている 日露戦争で戦うようになった日本側にも 不殺生 の教えがある

自分達もまた 「人を殺すな」というイエスの教えがある。その「不殺生」の教えを大事、

にしているもの同士戦争に反対しようではないかと。しかし、日本の仏教徒は誰一人とし

、 。 、 、て トルストイの呼びかけに応じなかった むしろ お釈迦様は殺人を禁じているけど

一切の衆生が慈悲をもって結合することは不可能である。結合するまでは、平和は決して

こない。それまでの間、調和のために戦争や殺戮はやむを得ないことだと言う。

そういう中で、ドゥオホボール教徒の主張は、トルストイの胸を打った。

当時のドゥオホボール教徒とロシアの官憲との間の問答が残っている。一つ二つ後紹介

。 、「 」すると 監獄に留置されているドゥオホボール教徒の親戚がやってきて 救ってほしい

。 「 、 。と嘆願する そこで官憲が 国家の法律におとなしく服従さえすれば ただちに釈放する

」 。 、 、だから親戚達に国家の法律に従えと言いなさい と言う すると 訪ねてきた仲間たちは

「人間はただ一人のご主人以外に従ってはいけない」と答える 「誰のことだ？」と官憲。

が訊ねると 「それは神様です」と 「自分達は神にのみに従う。だからロシア皇帝の命、 。

令が間違っているなら、それには従わない」と答える。また、官憲が「なぜお前達は銃を

持つのを拒否するのか？」と訊くと 「それは、同じ兄弟である人間を殺すことはできな、
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い」と言う 「それでは敵でも殺してはいけないのか？」と更に訊ねると 「敵だからと。 、

、 。 、て殺せば 今度はこちらが敵になる 神様は一切の人間を同じ形に作ってくださったのに

どうして敵同士になることができますか」と。また更に、役人が「もし馬を盗まれたらど

うするのか？」と訊ねる。すると「盗まないでくださいと丁寧に頼みます。それでも聞か

なければ盗ませる以外に仕方がない。実は途中で既に荷物を追いはぎにもっていかれた。

、 。 、 。返してくれと言ったけど 聞いてくれなかった しかし 私はその人を憎いとは思わない

」 。「 」 、今頃はきっと後悔しているはずです と答える よく腹が立たないな と官憲が訊くと

「キリストは、汝の隣人を愛せよと教えている。それぐらいのことで腹を立ててどうする

のか」と言う。もう官憲のほうがたじたじなってしまったという話がある。

、 、 、 、このような素朴な たった か条 汝殺すことなかれ 己を愛するように隣人を愛せよ3
暴力に対するに暴力でもって対抗するな、たったこの三つのことを守り続けてきた人々で

あった。

。 。 、 、ロシア政府は処分に困る 弾圧をしても懲りない その悲惨な姿を見て トルストイは

彼らを徴兵令のない国に脱出させる運動を起こす。そのためには莫大なお金がいる。その

ために『復活』という小説を書いて、得た印税で数千人のどうぼう教徒たちを、キプルス

経由でカナダへ移住させる。

要するに、トルストイの「非戦論」の中心は、宗教心にある。それは、その宗教心を持

った人を実際に見たということ。それが大事な点だと思う。

○政治の本質

もう一つトルストイの「非戦論」の大事な点は、彼は、政治に絶望している。政治によ

って、平和を維持する。あるいは戦争を中止する。そういうことに絶望している。

みなさんの中には、政治には、よい政治と悪い政治があると考える人がいるかも知れな

い。しかし、政治の本質は、よい政治も悪い政治もない、最終的には暴力を肯定する。暴

力を持ってある特定の人間の意思を貫こうとする。そういう行為が政治である。

だから、政治は何も永田町でだけではない。私たちは、二人人間が集まれば、それぞれ

が自分の思いを、納得づくではなく、何らかの力で、考えに同調させようとする。もしそ

れが生じていれば、もうそれは政治的状況が起こっているということです。

具体的に、トルストイは、 年のロシアとポーランドとの戦いで、ロシアの将軍・1830
貴族たちが何を言っているかというと 「双方とも 万の犠牲を出せばすむ」と言ってい、 1
。 。 、 、る つまり 万人兵隊が死ねば戦争は終わると言っている しかも 日露戦争が始まると1

今度は権力者達は口をそろえて「今度は 万人の犠牲を払えばすむ」と言っている。5
トルストイは、戦争を起こす権力者は、兵士として借り出される農民や労働者を、人間

をとして扱う感覚がない。一個の弾丸として見ている。人間を手段視して怪しまない。そ

ういう精神に住している。政治家というのは、人間を手段とすることが平気なんだと。ま

た、私たちの精神の営みの中で、人間を手段とするような、そういう一面を持っている。

そこに政治の本質がある。

したがって、平和というのは、王政を共和制に変えるとか、平和会議重ねる。社会主義

な方策を用いるとか、学芸知識を深めるとか、そういうものだけでは決してもたらされる
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ことはない。人を人として尊重する。人を手段視しない。それが宗教の中心的な教えであ

る。そういう宗教心のみが平和をもたらす。そういう結論に達する。

この政治に対する深い絶望は、世界の平和運動に脈々と流れている。日本国憲法の前文

の中には、国民と政府とがはっきりと区別されている。戦争を起こすのは政府だと書かれ

ている。国民は戦争を起こさない。国民と政府との間には大きな断絶があるということを

前提にしている。もっと言えば、憲法は、政府を国民の側から管理するためにある。政府

の動きをチェックするために作られたものである。憲法は、為政者が国民に上から押付け

るのではない。それは戦前の欽定憲法である。敗戦後つくられた憲法は、国民が政府をコ

ントロールする。その基準が憲法である。だから、憲法の中に国民の義務の規定が少ない

と言う政治家がいるけど、それはおかしな話である。憲法は、政治家をコントロールする

もの。

この政治の主体に対する不信というものが、トルストイの「非戦論」以来、ずっと平和

運動の底流として続いてきている。

例えば、ユネスコ憲章には、戦争は人の心の中に生まれる。人の心の中に平和のとりで

。 、 、 、を築かないといけないという有名な台詞がある その前提として 政府によって 政治的

。 、経済的な取り決めのみによってつくられた平和は永続するものではない 永続する平和は

。 、 、人類の知的及び精神的連帯のうえに築かないといけないと つまり 政府が力を尽くして

仮に良心的に政策を積み重ねて平和を築いても、それは脆いものであるとユネスコ憲章は

言っている。政治というものの悪を、ヨーロッパの政治思想史の中には絶えずある。その

原点が、トルストイにある。

○非暴力

トルストイの「非戦論」の中でもう一つ大事なことは 「非暴力」ということ。平和を、

もたらすために暴力が肯定されることがあってはならないということ。

「非戦」とは 「非暴力」の一つの表現である。戦争状態が起こったときに、戦争に反、

対するということは、トルストイからすれば、まだなまぬるい。戦争が起ころうが起こる

まいが 「非暴力」という立場に立って、暮らしを営むことが一番大事なことである。だ、

から、トルストイの「非戦論」は、宗教心に基づく絶対平和主義と言える。

このトルストイの非暴力的な宗教心に基づく平和運動は、後のマハトマ・ガンジーに影

響を及ぼす。彼の非暴力論は、トルストイの「非戦論」がなければ、おそらく生まれてい

なかった。トルストイの最大の後継者・弟子はガンジーと言われる所以である。

○幸徳秋水と石川啄木と内村鑑三

トルストイの「非戦論」に対する当時の日本の人々の反応には、二種類がある。

一つは幸徳秋水の考え方。彼はトルストイの「非戦論」に非常に感動した。しかし、こ

うも述べる。自分は、トルストイには賛成する。しかし、たった一点だけ異にするところ

がある。それは、トルストイは宗教心を前面にだすけど、自分はそうは思わない。社会の

仕組みから戦争が起こるということを述べるべきである。具体的に言えば、資本主義の本
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質は、弱肉強食である。その資本主義の必然の動きとして戦争が起こる。だから戦争を防

ごうと思えば、資本主義社会・経済を改めなければいけない。社会の制度を改めないとい

けない。だから、トルストイの宗教心によって平和がもたらされるという考えは、あまり

にも断定的だと言う。

もう一人は石川啄木である。彼も大変感動する。彼の結論は、トルストイの考えは確か

に素晴らしい。しかし全ての人が宗教心を持つことは不可能であると考える。では、どう

すればいいかまでは提示はしていない。

この石川啄木の視点は、みなさんが運動を進めていく上で、必ず問われることである。

「自分はそんなに平和運動を遂行出来るほど偉くはない。私はそんなに立派な人間ではな

い」と言う人が必ず出てくるはず。

つまり、トルストイの主張は、自分が信じる所が激しくなるにしたがって、全ての人を

自分の信じるところに改宗を要求する。一種の道徳的強制を他人にはたきかける。そうい

う要素を持っている。

だから、トルストイは、自分の主張、ドゥオホボール教徒たちの三か条を実行しようと

するが、実行しきれない。色んな確執があり、自分が目指す理想的な宗教心にはなれなか

った。彼の言う宗教心は、聖人的な、聖者的なものであった。トルストイが、宗教心が大

事だと言えば言うほど、自分には信じることができない宗教心だという思いを他人に抱か

せてしまう。そういうところを、石川啄木もまた感じた。

大事なのは、凡夫という人間観に立った非戦・非暴力でないと、中々ついていけない。

そういう点では、トルストイの「非戦論」は、真宗の信仰に立とうとするものにとっては

非常に大事な反面、気をつけないといけない。

この幸徳秋水の、資本主義の経済システムを変えないとダメという主張は、ある意味で

大きな力を持った。実際に、ロシアの革命がその後起こり、世界中に社会主義革命が起こ

り、社会主義経済に希望を見出した。しかし、ご承知のように、社会主義政権は、思いも

かけない官僚制というものに足をとられ、社会主義そのものが不可能である。それ自体が

間違っているということになってしまった。現在では、社会主義経済・政権に対する信頼

は全くなくなってしまった。

しかし、東南アジアの仏教の革新に携わっている人たちは、みんな一度は社会主義の勉

強をしている。つまり、人間の社会はどういう構造で成り立っているのかということを、

経済学、政治学、社会学などを勉強した人たちが、新しい仏教運動をひらいている。

確かに、社会主義になれば戦争はなくなるというのは単純過ぎる考えであるが、幸徳秋

水が指摘した制度の問題を全く無視して、宗教心だけでは十分でない。しかし、私は「非

戦論」に立つ限り、制度におんぶしてはならない。最後はやっぱり人間の心です。その一

点を忘れることはできない。しかし、制度に全く無関心であってはいいとは考えない。凡

夫が様々な社会的実践をする中で、凡夫は過ちを犯す。その過ちを少しでも少なくするた

めには、やっぱり制度や法をいかに運営していくかについて、知恵を出し合うことが大事

と思う。
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年から 年にかけて、日本社会は、日清・日露戦争という大きな戦争に遭遇し1904 1906
た。戦争にどういうスタンスを取るのか、色々議論された。

特に 「非戦」という言葉を強調したのは、内村鑑三。なぜ彼は「反戦」や「不戦」よ、

りも強調したのか 「反戦」は、幸徳秋水的な社会の制度を変える立場がある。自分達の。

平和運動は、社会的な制度を暴力的に変更することによって達成しようとする動きと一線

をかくすために 「非戦」という言葉は、宗教的信念にたって、戦争に反対することを表。

明する。もっと言えば「非暴力」と一体となっていく。人間の暮らしの中に生じる紛争を

暴力によらずに解決していく。そういう立場が「非戦」である。

「非戦」という言葉は、戦争に関してだけにイメージされてはいけない。もう一つ大事

なのは 「非暴力」という言葉の中で考えないといけない。、

○高木顕明

さて、それでは、日本の仏教は戦争に対してどのようなスタンスをとったのか？

幸いなことに、私たちの先輩の中にも、トルストイに負けないぐらいの「非戦論」を展

。 、 、 、 、開してきた人がいた それは お東のほうで この 年程 同朋会運動の高まりの中で10
見出された高木顕明さんというお坊さん。彼は、愛知県のお菓子屋の何番目かの息子とし

て、たまたま東本願寺の学校を出て、それが縁となって、お東のお坊さんになった。そし

て、和歌山県の新宮にある寺の住職として赴任した。そのお寺の門徒の多くが被差別部落

の人たちであった。その方々との付き合いの中で、その暮らしのむごさ、悲惨さをつぶさ

に体験された。そして、彼らからお布を出させることはできないということで、自分の暮

らしは自分で維持した。そして、少しでも余裕があれば、子ども達のために、本や筆を買

って、読み書きを教えるということをされた。

また、被差別部落では、経済的な苦しみから娘を女郎として売り飛ばすこともあったの

でしょう。そういうことで、排娼運動の先駆け者でもあった。また、水平社のはるか前か

ら、被差別部落の解放のための活動をされた。

特に私が印象深いのは、日露戦争が始まって、仏教寺院でも戦勝祈願を始めた。寄付を

集めて戦勝祈願の法要をした。その時に、高木顕明さんは、親鸞聖人のお書きになった、

どこに戦争に書いてあるのかと、戦勝祈願を拒否された。すると仲間のお寺からは疎外さ

れた。そして、気がつくと、当時の社会主義者たちとの交流が深まってきた。彼らは、貧

しい人たちの解放のために、人権を回復するために色んな運動をしていた。そんな運動に

共感していき、彼らと行動を共にするようになる。

○仏教と大逆事件

そして、そこで起こったのが、 年の大逆事件。大逆事件とは、山形有朋という支1911
配者が、天皇制国家を安泰するために、日本中の社会主義者、アナーキストを一網打尽に

。 、 、したいと考えていた ちょうど長野県のほうで 爆発物取り締まり違反で捕まえてみると

その爆発物を皇太子に投げつけるという計画だと分かった。これはいい口実だというこ

とで、いわゆる大逆事件をでっち上げ、日本中の社会主義者やそれに共鳴している人を一
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網打尽にする事件が起こる。このときに、高木顕明も、その嫌疑で逮捕される。

大逆事件は、面白い事件。クリスチャンはいない。仏教徒が多く関わっている。死刑の

執行を受けた内山愚堂は曹洞宗の人。他にも臨済宗の峯尾節堂。もちろんこの高木顕明も

死刑の判決を受ける。このように仏教者が関わっていた。

なぜ大逆事件に仏教徒が多く関わっているのか、それは大事なこと。おそらく、廃仏毀

釈以降、なんとか仏教を社会的に復権をさせようと様々な努力がなされた。特に東西本願

寺は、新政府を支えることで自分達の地位を高めていこうとした。実際に莫大な献金を新

政府にした。また、新政府を作るときには、本願寺に議会を一回作ってみて、それをモデ

ルに上手く行けば本格的に採用する。特に、山口県は、そういう意味でも、明治国家に非

常に深い関係がある。

何とかして、徳川時代の誹謗中傷とか、廃仏毀釈に代わって、明治国家をリードする、

そういう地位を得たいという思いがあった。そこで、東西本願寺は、真宗の信仰に忠実あ

るよりも、国家にどれだけ役に立つ宗教かを前面に出すということになる。実際に、大逆

事件が起こったときに、教団は、そういう天皇制に弓を引くことは「申し訳ない」と言っ

て、ただちに彼らを擯斥（ひんせき）処分にしてしまう。

教団の中枢は、政治と、国家と一体となって、自分達の地位向上を諮ろうとした。一方

で、一般の宗教者達は、仏教の教えが近代社会の中でどのような可能性を持っているか、

。 、 、試そうとしていたのではないか 仏教が近代社会の中で 人々の共感を確保するためには

どんな形であるべきか、色んな形で模索していた。

内山愚堂というお坊さんは、僧堂の暮らしを社会に適応したらどうだろうかと考える。

僧堂の雲水は全く平等である。持ち物も自分のものはごく僅かで、あとは全て共有です。

そういう僧堂の、民主主義的な、お互いが平等であるような暮らし方を、明治以降の日本

社会の中で実現できないか、そういう意図があって、彼は社会主義に近づいていく。

この高木顕明も、浄土真宗の信仰に立って、新しい明治社会をどうしていくかというこ

とが彼の頭の中にあった。

そういう意味では、 年の段階で、大逆事件で弾圧されていなければ、日本の仏教1911
というものは、おそらく、今よりもはるかに活発で、社会と深いかかわりをもった姿を見

せていただろう。それが、 年の大逆事件で弾圧されてしまった。教団は偏に国家に1911
忠誠を尽くす道を歩む。一般の信者たちも、信仰が国家という壁にぶつかった時に、それ

以上先に進もうとしなかった。そんなことがあったのだと思う。そういう意味では、日本

の仏教の近代化は、 年でストップしてしまった。1911

○浄土真宗の社会的可能性

高木顕明が何を言っていたのかというと、彼は「余が社会主義」というメモを残してい

る。そこに、真宗の新しい社会的な可能性を見出すことができる。

1904 40 50 40年、日露戦争開戦の時、彼は 歳だった。 歳で、秋田の監獄で亡くなる。

歳で 余が社会主義 を書く その中に 念仏をしながら戦勝祈願ができるのか？ 万、『 』 。 、「 」「

歳を叫べるのですか？」と書いている 「なぜとなれば、名号は万人を平等に救う教えで。

はないのか？敵と味方を区別していいのか？敵味方の別はないのではないか？ また 念」。 「
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仏をして、エリートや権力者に擦り寄ることができるのか？ 「民衆を蔑視すること、」。

人権を抑圧することに、念仏をしながら手を貸すことができるのか？ 「なぜとなれば、」。

名号は力の弱い大衆の救いを第一の願いとしているのではありませんか？ 。また「念仏」

をして、生存競争を肯定できるのか？念仏者は全て将来平等に仏と成る存在のはず。本来

平等である存在が、強者と弱者にわかれて、強者が弱者を悲惨な目にあわせる。それが名

号に許されるのか？」と述べている。

彼は、信心を獲ると、今までの自分の思想が一変するのだと言う。そして、阿弥陀仏が

、 。 、成そうと思っておられることを 自分も成したいと思う 阿弥陀仏の行ぜしめ給ふことを

行じる。阿弥陀仏の心を持って心としたいと思うようになると言う。信心を獲るというこ

とは、その人に何らかの展望を起こさせる。時間が経って、徐序に変わるのであって、劇

的に変わることはないかもしれない。しかし、信心を得て変わらないほうがおかしい。や

はり変わるものである。高木顕明は、その変わり方を 「阿弥陀仏の成さしめ給ふことを、

成し、阿弥陀仏の行ぜしめ給ふ事を行じ、阿弥陀仏の心を以って心とする」というふうに

受け止めた。そして 「念仏をしながら、戦勝祈願をできるのか？ 「念仏をしながら、、 」

エリートに擦り寄ることができるのか？ 「生存競争を肯定でできるのか？」といった問」

いになっていく。実際に、戦勝祈願を拒否し、権力者に擦り寄ることを拒否し、生存競争

を拒否する暮らしにはいっていかれた。

彼の生き方は、二つの言葉に象徴される。一つは向上進歩。もう一つは共同生活。

向上進歩の内容は、非戦論に基づく平和の実現・実践、それが向上進歩です。何も物理

的に生活が便利になるというのではなくて 「非戦論」に基づく平和が徐々に実現してい、

くことが向上進歩である。もう一つ大事なことは、差別が社会から消していく。それが向

上進歩の中身である。

共同生活というのは、人間は一人では暮らしていけない。様々なレベルの共同生活を営

んでいる。その共同生活の中身は、生存競争から解放された暮らしである。生存競争の恐

怖に追い立てられている人間の暮らしは、本当の共同生活ではない。そして、共同生活の

中で行われる人間の労働は、搾取のための労働であってはならない。何のために働くのか

というと、宗教的真理を味わうことができる暮らしができるための労働でないといけない

と言う。

。 、 、 、明治国家がやろうとしていたことと正反対であった 明治国家は 戦争 何らかの暴力

法律に違反すると監獄に入れるとか、そういう暴力装置によって国家が成り立っている。

そして、明治国家は大変な差別をした。明治国家・社会を成り立たせていた暴力や差別か

ら、高木顕明は対峙していった。それが大逆事件になっていく。

○阿弥陀仏の事業に参加する

高木顕明の実践を通して、私はあらためて名号とは何かを考える。真宗信者にとって、

名号の意味がはっきりしないと 「非戦」という実践運動も、いつかは政治運動に取り込、

まれてしまう。みなさんは、第 条のために、様々な活動するでしょう。その時に、これ9
は市民運動であって、政治運動ではないとはっきり言明できないと、いつのまにか政党に

利用されたり、内部的な亀裂が生じたりすることがありうる。
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それを避ける唯一の方法は、この 条改悪の反対の会は 「念仏者の会」である。念仏9 、

者であるということの意味を了解しあうこと。

私は、念仏をするということは、必ずしも十分に解決されてこなかったのではないかと

。 、 。 。 。思う 確かに 名号によって私たちは往生させていただく それは有難いこと その通り

しかし、名号とはそれだけなのか？という気がする。

改めて名号とは何か考えてみると 『重誓偈』などにはっきり書かれている 「我於無量、 。

劫 不為大施主 普済諸貧苦 誓不成正覚 。大施主となってあまねく諸々の貧苦を救わ」

ずんば、正覚を取らじ。阿弥陀仏とはそういう仏。諸々の貧窮。この貧窮を、宗学者の中

には、精神的な貧しさと言う人がいる。でも、精神的な貧しさだけではない。サンスクリ

ット原文にも書かれているように、これは物質的な財、経済的な貧しさからの開放をとい

うことも含まれている。つまり、多くの貧しい者に、多くの財が与えられなければ、苦し

みが克服されなければ、自分は仏とは成らないと述べている。

また、私は『歎異抄』の冒頭の言葉に関心がある 「弥陀の誓願不思議にたすけられま。

いらせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんとおもひたつこころのおこるとき、す

なはち摂取不者の利益にあづけしめたまふなり」とある。この言葉を、従来は阿弥陀仏の

摂取利益を被るという受身的な理解であった。しかし、この「摂取不者の利益にあづけし

めたまふなり」の「あづく」という言葉は、他人の物事の一部に自分も加わって、関係を

持つ、責任を分担するという意味を持っている。参加させられる。ご馳走にあづかる。ご

馳走にあづかると、その人のためにちょっとは働きたいと思うでしょ。阿弥陀仏の摂取不

、 、 。「 」捨の利益にあづかると 凡夫といえども 阿弥陀仏のためにはたらこうと思う あづく

とは、そういうこと。

つまり「あづく」とは阿弥陀仏の事業に参加するということ。だから、念仏は、私が救

われると同時に、阿弥陀仏のなされようとしている事業に、凡夫であっても参加していく

という意味。だからこそ、高木顕明のような人が生まれてくる。彼の主張には、明らかに

阿弥陀仏の事業に参加させてもらっているんだという、自分は参加しているという喜びと

確信にあふれている。

名号と共にあるということについて、どうも私たちは自信がなかったりする。確かに、

お念仏の声は高らかにかかるけど、お念仏と共に、お念仏をしながら生存競争を肯定する

ことはできるのか？そんなことまで思えば、それは大変なことである。

そして、大事なことは、阿弥陀仏の事業に参加していくことを、トルストイのように聖

人になるのではない。凡夫の立場から参加していくことが出来るということを教えている

のが浄土真宗。そこに浄土真宗の大きな強み、役割がある。

○本願念仏に生きる

先ほど トルストイの主張は 非戦 だけど 根本は 非暴力 だと言った この 非、 、「 」 、 「 」 。 「

暴力」というと、例えば、デモに行ったときに、機動隊が殴りかかってきたときに、無抵

抗であることだとイメージする人がいる。しかし、実は「非暴力」という言葉はあまりい

い訳語ではない。この「非暴力」という言葉の新しい展開をしたガンジーは 《サチャグ、

》 。《 》 。 。 「 」ラフ という サチャグラフ とは真理を語るという意味 真理の力 それが 非暴力
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の力です。

「 」 、 、 。だから 非暴力 とは 私たちの立場から言えば まさに本願念仏に生きるということ

阿弥陀仏の事業に参加することによって生じる力。阿弥陀仏の慈悲を暮らしの基準にして

生きる。それに忠実であることによって生じてくる力。それが「非暴力」の力。それが、

戦争に否定する見方になる。もっと具体的な暮らしの中では、差別に反対していくという

ことになっていく。

法然上人は、念仏者に対して、このような生き方について訊ねられた時に、念仏を第一

とすべし。念仏を申せる生き方をすべしとおっしゃられた。それ以外何も言わない。念仏

を大事にする生き方を選びなさい。もし念仏が難しくなれば、その場から立ち去りないさ

い。その暮らしを厭い捨てなさいと言う。これは、簡単な言葉のように聞こえるが、高木

顕明ふうに言えば、阿弥陀仏の慈悲を暮らしの基準として生きなさいということ。

、 、 （ ） 、 。法然上人の時代 念仏を第一にするときに 独身 出家 では難しければ 妻帯でいい

一人で難しければ、群れを作って、仲間を誘って念仏をすればいいという言い方だった。

現在の生き方で言えば、あらゆる暮らしの中で、右にすべきか左にすべきかという選択に

迫られたときに、阿弥陀仏の慈悲を基準にする。そういう生き方が、念仏を大切にする生

き方である。

それを物理的な窮地に陥っても念仏さえすればいいというような解釈をしてしまうと、

世のなかがどうなっていようとも、念仏さえ口から出ればそれでいいとなってしまう。し

ばしば、聞くのが、娑婆のことはどうだっていい。大事なことは、後生の一大事である。

それさえ解決すれば、戦争であろうと平和であろうとどちらでもいいと言う人もいる。

そうではない。念仏申されるように生きるべしという意味は、阿弥陀仏の事業に参加す

るということ。

その参加の仕方は様々。決して一概ではない。浄土真宗の教えの素晴らしさは、あるア

メリカ人に言わせれば 「真宗という宗教は、キリストの教えと違って 《ノ・アジェン、 、

ダ》だ」と 《アジェンダ》とは、人間がしなければならないものという意味。人間とし。

てなすべき事柄といった決まったものがある。それが浄土真宗にはない 《ノ・アジェン。

ダ 。それは大事なこと。それを、私の言葉で言えば、人は業縁に縛られている。一人ひ》

とりの業縁はそれぞれ違う。したがって、画一的な人間の生き方を強制できない。人は人

それぞれ業縁に従って、励むしかない。それを 「こうすべきだ」と一律的に決めると、、

できない人がでてくる。念仏者にとっては、念仏申されるように生きるという言い方以外

にない。だから《ノ・アジェンダ》です。しかし 《ノ・アジェンダ》であって 《ノ・、 、

モラル》でもなければ《ア・モラル》でもない。そこには、阿弥陀仏の事業に参加すると

いうことがある。

ところが、これを、従来の教団は、道徳を守りなさいという教えにすり替えてきた。そ

こに大きな誤りがあった。念仏者は、念仏を申せるように生きていく。それは、阿弥陀仏

の慈悲を暮らしの基準にするのであって、道徳を基準にするのではない。阿弥陀仏の慈悲

を基準にする生き方はきわめて大事である。

しかも、阿弥陀仏の慈悲を基準として生きるとすると、生きることの出来ない難しさが

一杯ある。例えば、非暴力と言ったが、私たちの住んでいる世界は、暴力そのもの。暴力

というのは、物理的に戦うということだけではない。人間の暮らしの中で、様々な制度や
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構造といったものまで、実に私たちの暮らしは暴力のさなかにある。

例えば、飛行機の音に苦しんでいる人たちが一杯いる。私たちの暮らしの便利さは、そ

れを確保するために、どれだけの人がいるか。

東京の山手線の電力はどこから来ているのか？あれは新潟県の地震のあった小地谷市か

らきている。山手線を動かす電力はあそこにある水力発電で確保している。小地谷の人に

は何の関係もない。もし小地谷の人が使えれば、どれだけ豊かになるか。でもそんなこと

関係ない。それは、原発も同じ。原発がある場所は、大体、浄土真宗の盛んな地域。それ

は、浄土真宗は、世俗の権力に抵抗しないということが有名である。そういう悲しい現実

がある。また、たとえば、コカコーラ。世界中にいきわたっている。あれは暴力の象徴。

なぜなら、土地の飲み物を破壊した。代々伝わってきた飲み物を捨てさせて、コカコーラ

を持ち込んでいる。

だから、私たちの便利な暮らしは、たくさんの犠牲の上に成り立っている。それ自体が

暴力である。そういう中で 「非暴力」をもって生きるとは、大変なことである。、

○念仏者に絶望はない

しかし、本願念仏のすばらしいところは、凡夫は「非暴力」の実践において絶望するこ

とはない。なぜなら、もともと失敗することが分かりきっている。何か愛情豊かになろう

としても、やさしくあろうとしても、すぐにつぶれてしまうことは、百も承知。

だから 「念仏者九条の会」は、おそらく、こういう運動の中で一番長続きするのでは、

ないかと思う。それは、こういう運動をすると、絶望する人が出てくる。燃え尽きる人が

。 、 、 。出てくる 誰も振り向いてくれずに どんどん孤立を覚えて もうダメだと思う人がいる

しかし、念仏者は、そういうことは当たり前だと判りきっている。中々賛同してくれない

ことなど分かりきっている。自分自身もまた、のっているときは一生懸命になるが、一旦

何かあると運動から遠ざかってしまうということも分かりきっている。だからそんなこと

におののく必要はない。絶望という言葉は、念仏者にはあまり効果がない言葉である。あ

らゆる絶望はもう承知の上。だから、しっかりと落ち着いて運動をしていけばいい。

しかも、私たちは阿弥陀仏の慈悲を暮らしの基準として生きていくと、それと違うこと

と何度も出遇う。その度に、阿弥陀仏の本願を仰げば、また力が出る。だから、阿弥陀仏

の慈悲の事業に参加して、大いに絶望して、その度に本願に出遇う。そしたらまた力が湧

。 、 、「 」 、いてくる だから 長い一生の間に 念仏者・九条の会 に一度だけ参加しただけでも

それだけでも立派なこと。一人の人間が 「念仏者・九条の会」を最初から終わりまで全、

うしようなんて大間違いです。裏切りもあれば、しんどくなることもある。そんなこと承

。 、 、 、知のことです その上で 凡夫同士なんだから その時その時の本願の力にもよおされて

元気の出るときには頑張っていく。そういう緩やかな連帯で、しかも長い時間をかけて。

だいいち、私たちを支えている本願力は 「弥陀五劫思惟の願」です。私たちの考えで判、

断することではない。

○宗教と政治
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最後に言いたいことは、政治との関係。政治と宗教はもっとも対極的な人間の精神のあ

。 、 、 、 。 、 、り方です 宗教は 人間の平等 人を人として 同胞として扱う それに対して 政治は

差別と抑圧と排除で成り立っている。暴力の本質は、抑圧と差別と排除です。そしてそれ

はまさに政治の姿です。一方 「非暴力」は、平等や寛容や共存を主張する。それは宗教、

です。宗教的信念を貫けば貫くほど、政治的な圧力がかかってくる。いつのまにか政治的

権力と向き合ってしまう。何も意図しなくても、そういうこともあることを知っておく必

要がある。

『 』 。 。 、歎異抄 の最後に流罪の記録がある なぜあるのか私なりに考えた 色々な研究者は

何かの間違いであそこに付いていると言うけど 『歎異抄』に、もし流罪の記録がなけれ、

ば、たいしたことではない。前半の流罪の記録までの話は、阿弥陀仏の本願に従って生き

る。信心とはいかなるものかを語っている。そして、その信心に従って具体的に生きたと

きに、どういうことが起こるかを示しているのが、流罪の記録です。だから流罪の記録を

付して唯円が『歎異抄』を私たちに残してくれたことの意味は非常に大きい。

それは、私たちが阿弥陀仏の事業に参加すれば、いつのまにか政治権力とぶつからざる

。 、を得ないということもあることを教えてくれている 何も好んでぶつかる必要はないけど

ぶつかることもある。

その政治権力はなにも永田町の政治権力だ

けではない。色んな組織や集団などの中で渦

巻く。しかし、そういう時に、慌てる必要は

ない。そんなことは、すでに 年前にちゃ700
んと教えてくれている。

だから、偏に阿弥陀仏の慈悲を実践する。

阿弥陀仏の慈悲を暮らしの基準とする生き方

を、愚直までに実践する。それが念仏者の抵

。 。抗だと思う それ以外に念仏者の抵抗はない

そこに、私たちの生きる支えがあるのだと思う。

だから 「非戦」という言葉は、たまたま「非戦」だけど 《サッチャグラ》＝阿弥陀仏、 、

の本願を基準として生きる、そこに生じる力、その力に寄りかかって生きていく、それが

。 、 、念仏者の生き方です そういう生き方の中で たまたま憲法 条改定の問題が生じたから9
こういう会が出来た。

山口は色んな意味で、革命の発端なった場所だから、期待しています。


