葉

特に無噺信施療を中心とする

日本上代仏教の経済凰想
−

相

ー

望を容認する新芽であつた︒然るにその二十年後の大宝令︵僧

たい︒これ浬巣窟の聖行晶や特に梵網霹の無情受施戒や不発誓
願戒の時代的盛行を度外視してほ理解し難い事である︒然し実

際には僧が妻子をもち私財を蓄積していた寄は公然の秘密とな
っており︑令寿解の鞋に僧の遺産はその妻子に購庶なく分配す
る辛が規定された︒この場合法弟子への遺産分蔚の規衰はなか

った︒そこに仏物と僧物の区別が曖昧になり︑寺領荘園拡大の

法の師資相承が同時に私財の舞子相続と一つのものになつてい

七世紀末に私僧房を別にする法令が出て︑そこに﹁就親っ
族た
及︒俗人である妻子を仏法により得たもので養うと無噺倍先
第信﹂とあり︑僧は榎越の特恵に依るべき事を施京している︒
頭に触れる恐れがある︑そこで実子を以て法弟子とし︑一方私財
これほ仏物と僧物を区別する意識であり︑又僧の私有財へのの
欲
世襲を考えた︒かくて待合仏教の体制は実質的に形骸化し︑
局舎︶でほ僧尾の蓄財と商行為教利行為を禁じて違犯は技官と

想の交錯についての宗教社会史的検討は別の機会に叱正を得た
ヽ ○

した︒専財は国司国師衆僧檀越の共同管理となつた︒ところで
風潮の申に︑末法燈明記や往生穿集等をはじめ無晰信義の禁成
四分律や梵網寝では︑歳物の所有権者を﹁仏を含む四方僧﹂
が一層強く叫ばれる所以があつた︒その後の仏物思想と僧物思
とする説であつた︒然し当時官僚支配下の僧の地位は信任く
︵僧局舎仏の超越性は日と牒に高く︵大仏造立など︶︑寺院に

八幡神が懐悔によつて神封を朝廷に返納した︵続紀天平捗宝七︑

たもので︑社会生時の過程︵個々人と彼等が単位をなす組織体

用法からの塀推を用いる︒しかしそれはデュルグムに示唆され

−∨

おける尭物一切ほ≡宝物即仏物として理解され︑僧は唯その監
理権と使用権を共有した︒神の祭とその面会ゐ習俗をもり民厳
宗教の機能的理解
にとつて︑その理解ほむしろ容易であつた︒これら社会横棒化
された僧伽形態を通して︑寺はもはや仏像奉安所的性格から離
阿
部
重
夫
脱して多数僧侶の集団生活の場となり︑社会に対してはその経
済的進展を企図する一方︑内においては僧伽共有を乱す個人
こ的
こでは専らテドクリフ・プラクソの機能の考を述べる︒桟
私財行為を︑心の内側から制約する戎法の樹立が志向され
熊た
の︒
語の用法は従来さまざまであるが︑プラウシほ生理学での
三︶ごときは︑かかる思想の時代的表現であり︑国法化された

顎

骨

∵

或法の箭治者の例の実践にあらわれた初期の記事として注と目
のし
活動や相互作用より成る︶と社会構造の存在の必須条件と

研 究
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の間の相応に於て認める︒そしてこの意味に用いられる機能を
部分活動が全体精勤に対してなす貢献と云い︑又社会的に標準
化された行動様式や思想様式の機能とは﹁それの社会構造に対
をする﹂点に見出されるとする︒従って彼ほ始めから社会的機

する関係であり︑後者の存立と持続に対して︑それがある貢献

マリ′ウス肯−の機関説とは傾向を異にする︒プラクソによる

関を問題にするのであつて︑生物的欲求を敢砥において考える

て発見し得る︒それらが個人に及ぼす心理的効果の考察によつ

と︑ある制度︑習俗︑信念の機能はそれらの効果の観察によつ
て心理的機能を︑それらが社会の団結や持続に対する社会的効

ラサールにあける

カトリyズムとその展開

ニ

寿

伸

−教育修道会創立者としての人格の成立1ト

安

十七世紀フラソスの由緒ある貴族の家に生れ︑富と才能に恵

まれたラサールは高位聖職者としての前途を捨て︑当椅の固い
身分社会の設を破って貧しい青少年の教育に身を投じ︑内外の

にキリスト教学校修道会を創立して現代に及ぶ発展の基礎をつ

迫害を克服して一斉教授法や母国語教育を採用し︑実業学校や
世界長初の師範学校を創設するなど近代教育の先駆をなし︑更

くつた︒本研究においては彼の生涯を環境とパーソナリティの

見は前者の考察なしには不可能とする︒さてブラウソの宗教の
機関説はかかる考方に基く︒彼はトーテミズムや祖先崇拝がそ

に働きかけるカを把握して︑彼の人格成立の過程を明かにし︑

相関のうちにたどり︑環境の人格に及ぼす影響及び人格の環境

果の考察によつて社会的機能を︑限定し得る︒しかも彼者の発

れぞれ独特の仕方で社会の団結と安定の維持に貢献することを

その中に非宗教的環境︑人格の相関に見られない独自の宗教的

明らかにした︒そしてこれらの研究に基いて︑更に広く宗教の
機能に触れ︑宗教は社会の団結に役立つとか︑社会を団結せし

要素の存在とその展開を見ようとした︒
宗教改革以後カトニリック教会は新教の攻勢と民心の動揺とに

指導者上なつた司祭や友人たちの勧告と依頼が彼をこの方向に

なつていた︒これら時代の要望に加えて︑苦いラサールの集約

国された貧しい青少年の教育ほ両面の要望にこたえる緊急事と

の争いで重税に苦しむ庶民の救いは教会の強い念願であり︑故

対し学校教育を通しての信仰の擁護を重視し︑この方面の組織
的運動に対する要望が強まりつつあつた︒他面分裂した国家間

めるc色ne邑だとか云っている︒彼はこれを集約的・地域的研

究に基く︑更に広汎で組織的な研究のための仮説として施哀し
たまでであつて︑それだけの意義は認められよう︒また彼が社
会学的見地からする機能の研究を通して︑未開宗教が幻想であ
るにしても︑それは社会の構成の本質的部分をなし︑これなし
には社会の進化や文明の発展もあり得なかつたゆえんを明らか
にしたことは︑これを多とせねほならない︒
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故に職漂釣竿校より︑また進歩的であるが故に保守的な人々よ

決定づけるに至った︒彼が始めた学校は無月謝学校であつたが

っある者にとつて最大緊急事である︒基督教倫理が従来強調し

する不平︑特に己れ自らに対する不満の数々に心を悩まされつ

々を正しく認識することこそは︑戦後に於ける社会の現状に対

てきた回心︑神への絶対的信頼服従︑自己忘却自己犠牲︑恕し

り生育に尽し難い迫害を受けたが︑彼は会の独自の歩みに対す
った会を統率し︑精神的には青年時代にスルビス神学校で畢入

る教会の認可を持得する一方卓携な紙箱カをもつて各地に広ま

の生涯と説教と死と復活によつて父なる神の慈愛の一層深刻な

端たる正義︑寛恕︑同情︑慰籍を明かならしめ︑遂にキリスト

く覇わしうるものほない︒更に預言者を通して神はその心の一

り神をほめ歌わん︑との詩篇的表現を除いて我々の態度を正し

︵荘三︶

して人類ほあらゆる感謝の誠を尽すべきである︒わが生くる限

宇宙の創造︑その永遠の統御︑無限のいつくしみ︑審判に対

にもたとえられる︒感謝を知らざる教会は教会といいがたい︒

書は神への諸々の表警もる記録を山苧る

としての愛︑社会奉仕を生みうる最も究極的秦素として神への
感恩を考えたい︒

された自己放棄の精神に徹底して日らも堪え︑弟子たちをも鍛
えあげた︒彼は独創的な才能には欠ける所があつたが︑寛い柔
軟な心情を有し︑凡ゆる点に於て先人の漸新な理念を綜合し実
現する不屈の意志を右していた︒迫害は寧ろ彼の信仰と修道会
の地歩を固め︑またスルビス神学校同窓の有力者などの協力も
あつて会は次第に発展していつたのである︒しかし彼の生涯を
かし︑彼を此の道に堪えさせてその事業を完遂させたのほ︑実

通じて最も光彩を放つのは信仰の精神である︒はじめに彼を動
に生き生きとした信仰の精神に他ならなかつた︒

紀

元

若宮せ︶も徹頭徹蕗神の恩寵なること︑そ

感恩の倫理ほ打算的国民には実現困難なるも︑純情の国民た
る我々には不可能でほない︒神への感恩に生き淡く心境は︑帯

と畏健とを以って御心に叶う奉仕を神になすべきである︒

ぅる特権をも明かならしめたことである︒我々は感謝して恭敬

の物働きて益となり︑勝ちえて余りある老︵訂空至芸卑焉こたり

の結果として﹁キリスト我がうちにありて生くる﹂感激︑凡て

︵r官七再TぎミRて

の賜物は与えられた︒パウロの寄与は︑信仰も命に至る悔改め

ラサール白身がその全生命の原動力として§EspritdefOi≒る自己犠牲的次元が明かにされ︑死の恐怖を少からしめる永生

を強調し︑これを自己生涯と会のモットー卜した理由は神学署

野

の申にあるというよりは寧ろ彼の生涯の事実の申に存したので
ある︒

戚恩の倫理

飯

師友への忘恩にも増して普遍的であるのが︑神に対する忘恩

究

報
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である︒神の青い尽し得ぬ賂物︵una亡霊pr鶉h詳訂Gabe︶の数地の心境に比較してその長所を発揮し︑悲観論も超克し︑より

研
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四

以下全部正の相関係数が出た︒又知能偏差値との間には一戸Nu

以下全部正︑積極的行動性︵＋︶対消極的退嬰性︵こでは＋P恕

一戸N￠以下全部負︑顧他性︵＋︶対日己中心牲︵こでは＋P鴇

P塁以下全部負︑対人的外向性︵＋︶対対人的内向性︵こでは

以下全部負の相関︑思考的外向︵＋︶対愚考的内向︵−︶でほ I

情性︵＋︶対過敏で不安な感情性︵こを表わす行動群は一戸∽印

と人格の特性を表わす行動との相関を計算すると︑安讃した感

間轟の妥当性を裏づけるものといえよう︒そこで宗教性偏差値

高き立場から︑他の稀有の倫理即ち自己実現の倫琶幸福追求 −ダーを得ることの出来る正則中学三年生五十八名をサンプル
の倫理︑夷用主義︑形式主義︑権力倫理︑利己的倫琴稗想主 としてえらび︑各々の宗教性偏差値をしらべその度数分布をカ
義的倫理のなしえざる所をはたし︑感化カの強い︑不摸不屈の 自棄により検衰すると︑その分布が正規分布とみなされるこ
イ
少数党を生みて新たなる歴史を作るであろう︒
とがわかつた︒これは宗教性の一般的存在という南港及びこの

高

志

賢一︑JOど野i亡ie︐○弓六nO旦乱geOfG乱．p．N声
撃一︑ZdsF巧re−ReどrntOCすi象a邑ぎp．研研．

鞋三︑詩篇︑一四六︑二︒

家

票数性とパーソナタティの相関について

豪

A︑西筑摩郡者村における御嶽講概観

長野県西筑摩郡にあける御嶽信仰

宗教性と人格との相関を相関係数という形で表わす為にほ︑と負の相関が出た︒故に過敏で不安な感情性︑息考的及び対人
その両者を数値で表わさなけれはならない︒ここでいう宗教性
的内向性︑顧他性︑積極的行動性︑及び低度の知熊偏差値と宗
教性との聞に相関があることがわかつた︒
とは︑特に宗教的な人のみでなく普通一般人でも程度の苧﹂そ
あれもつている無限庫位的な存在に対する意識や感情をさすも このような方潰によつて︑宗教性の分布︑その人椅との相関
のとする︒故に一般人もこのような意味の宗教性をもつている
を地域︑年齢︑性を異にする集団について更に検討を進めて行
ことを前為として出発する︒この宗教性が日常生汚に表われる
きたいと患う︒
程度の強弱を測定して数値化する為に︑評定尺度型式と自由記
を与える︒その評価の合計を標準得点のT得点に換算したもの

述型式を併用した問題を八開作りその各々に翌月OT−2の評価

を宗教性偏嚢債と名づけ︑これと人格の主要特性との聞の相関
池
上
広
正
係数を算出することにより︑人格との相関を考えるという方法
をとつて行く︒かかる方法による一つの試みとして︑正確なヂ 木官御嶽︵三〇六三栄︶の信仰が︑著しい庭園を見せたの
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後である︒随って︑御嶽信仰ほ﹁諌﹂によつて支えられて来た

き︑更に両者の努力によつて各地に﹁御嶽講﹂が生れてから以

は︑覚町が天明二年に黒沢口を︑普寛が寛政四年に王滝口を開

辿るかが明になり︑之と同時に御嶽信仰変貌の姿が凍えられ
る︒

すると︑中座を欠くことによつて︑講が如何虻る変質過程を

事の日に移行している︒之専一群の変則的講の機能を比較醗列

ては︑紆日も本来の大日待町甘に行わずに︑他の民間骨仰の行

B︑御嶽衰の一形態

一

黒川の五つの﹁組﹂ごとに一つづつ御

嶽講が作られ︑各家は︑新入者をのぞき全部加入している︒講

黒川の御嶽構の構造

酉筑摩部新開村黒川の御嶽講ほ︑天保年間につくられ︑現
在︑御嶽山費の村々の申で︑今なお︑活動のさかんな講の一つ
である︒

啓

と言える︒ここに︑他の山嶽信仰に比べて︑御嶽信仰の一つの
特色がある︒
現在︑酉筑摩部では︑講は︑凡そ都の中部にある上松町を境
にして︑北部一帯の帯村に多く︑南部に砂く︑全体的に見て︑
講は中座︵神懸りの役︶︑前座︵先達︶︑四天︑一段請負等

監明釆が多く普寛系が砂い︒

志によつて構成されている場合よりも︑紆︵但し旧村︶の全戸

によつて構成されているのが普遍的である︒請負は同心者の有
が加入して結成されていを方が多い︒後者の場合は︑講は村全
体で営む社会的生活の一部を分担している︒
講の機能ほ︑真の﹁御嶽萱拝﹂行事と請負全部が集って行う
﹁御勤め︑御座︵神懸り︶﹂行事が主なものであるが︑西筑摩

朝

食

々は特殊の家柄の着

ではなく︑村人一般

から希望者が出て修

初めより続いている

下条組でほ︑明治の

行の結果役に就く︒

達・中座数

現在の先達・中座の

数は︑黒川全部で三

の中心指導者である先達︵前座︶と中座には︑村人があたる︒

刹では御嶽登挿よりは後者に重点が置かれている︒随つて︑講
にあつては︑神腰を行う中座が最も重要な構成要素と言える︒

〇名である︒この人

の︑更に︑中座は勿論前座も四天も欠いているものもある︒こ

ただ︑講の中には︑中座を欠いて︑前座と四天︑諸員だけのも
のような講にあつては︑読本来の機能が次第に喪失して︑新に
別の機能が生れて来る︒即ち︑読は鼻作物の豊凶を簸で†ぅ
か︑ 同で露文を唱えて酒食の饗宴を為すか︑更に︑慰安の為
めに一同で酒食を共にするだけか︑極端な場合は村の諸問題の

究
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整賢ゑ管を代行する場合すらある︒更に︑之等の講にあつ

研

現在の黒川の粗ごとの二先

二七戸のうち︑現在中座か先達をやっているか︑或いは︑曹て

御嶽への萱摩は︑請負の義持ではな

やつたことのある家ば︑十七戸︑大朝故に達する︒この人々
は︑ふだんは自家の職業に従事し︑村の役職にもついている︒
黒川の御嶽練の行暮

六

村

C︑意識調査による御嶽信仰の契態

野

暢

清

調査方法︒この地域ほ御嶽信仰に関して南北の二つの部分に
分けられる︒その二つの部分の代表村として開田村田立村を

較に重点を置いて述べてゆくり山を拝むという行動︑．萱拝前の

の各個面接調査をなした︒この報告では他の二つの山々との比

のである︒中座は訓練により次第にこの様な状態に入り得る様
に凍るのである︒周囲の人々が見えなくなり︑無意識の申に喋
れる様になるには相当の日時を要する︒中座の意識の変化過程
について一二の事例を述べた︒処で︑この様な中座の行動が大
きな意味を持ち来るのほ︑この行動を人々がどの様な意味のヰ

り︵読点部落員︶中座に甘の神がつき請負がこれに神意を聞くも

の中心的位置を占めていた︒お産とは襲︵Ⅳ︶の如くに人々が集

拝む行動の多さ及びお山への感じに関するものである︒
次に︑他の山々への信仰と異なる要素に言及する︒最も重要
な要素はお座の問題である︒かつて︑このお座の問題ほ御嶽信仰

し︑他の山への信仰と比較しっつ述べた︒表︵Ⅰ︶表︵∬︶が山を

精進︑登る際の意識︑山の上での意識︑お山への感じなどに閲

いつて︑組の中に病人のある時︑請負全部が集って祈癖をす

後の調査により本文の通りに訂正させていただきたい︒

四九貢−五二貢参照︒なおその五〇貫の先達・中座数は︑その

﹁村落における山岳宗教の組織﹂︵﹁宗教研究﹂第一四三号︶

く持っていて︑村落における御嶽信仰の受容の典型的な一形瀞
とみなされる︒

から先達・中座がえらばれ︑村の公共生活と結びついた点を多

以上の点で︑この村の御詠講ほ︑地域集団を単位とし︑村人

る︒寒の聞ほ︑寒行がある︒

㌧
凝った︒年齢別性別を考慮し︑各村より約90名の担m旦eを選
定各人約一時間の各個面接調査をなした︒︵岩木山出羽三山調
った中座から︑作の豊凶や天候︑はやる病気︑たたり年などを
スケギヨウ
査と同様の項目に関する︶更に中座先達16名各一時間半の別種
開く︒この日は村をあげての行事の観がある︒その他︑助行と

く︑講でもあまり電要祝しない︒最大の行事は︑旧正月に各組
オウヒ▼ヂ
ごとに行う大日得である︒適当な家を宿と定め︑婦人や子供も
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：孝○

適！こ再出

訃 笥
訂加．渕詞如

一ひ

で日己を超越してゆ−く道程である︒しかしここに生ずる新旧二

諦脇
段階の必然的連関は繹験する意識自身にほ明かでなくその
を傍観する我々哲学者にとつてのみ明かであるとされる︒
せ海
道程の一助々々が意識の側とその全道程を見通す我々哲学
側という二万向からの光の交錯に於て成立するとするなら
寄毒．密書
々現
のとして受坂るかによる︒このお座に対する人々の
意象
識学
ははその出発に澱てこの両方向を根源から包む絶
立場を先ず開いていなければならぬのではないか︒もとよ
表︵暮︶ABの如くである︒開田村男子ではFr籍Ass邑ati昌
識の自己克服の道ほ単に思想に於ける操作というものでは
の結果︵表︵1︶A︶及びその他の質問への回答︵表︵l︶B︶を
意識自身の経験する道程なのであるが而も猶そこに傍観す
のとしての我々の立場が有るとされるならば意識の連動

蘇合して考えると好％がお座に対して肯定的態度︵強いもの

もごく弱いものも含む︶を取っている︒田立でほ肯定的態度は

慶

和

いうのもこの点を指摘するものと考えられる︒これと同
ことが数行倍証に放ても見られる︒所謂三顧転入の論理
九︑廿︑十八麒という向上の方向に於てのみ成立しでいる
でほなく到達点たる第十八麒の立場はその木質からしてこ
憎的な向上を放るものであり而もそれから離在するもので

れのみに終るものではなくそれ自身底に絶対知の立場が開
殆んど見られない︒なお開田村でお座の立つのは大
体
病
気
治
療
が主である︒このお座と云う現象がこの山への宗た
教勉
意で
識の
に意
他識
のの連動ということでなければならぬ︒ハイデ
ーが萱
この
山とは兵った色合を与えている︒更にこの山ほ女子
の
拝意
を識
禁の経験を絶対者の意志がその絶対性に於て
もとにaロWm籍nせんとするそのPwa−tの畜許nであると
じていない︒これもその宗教意識に特殊の色合を与
えている︒

田

宗教に於ける論理的なるもの

石

ヘーゲルの精神現象学の叙述は自然的意識が次々
己自
の己
諸を
形限定し転入を実現することに澱て第十八願た
そに
こに
態の系列を遍歴しその結果自己白身を完全に轟験することによてやはり転入ということの成立する棍源に集
る
こ
と
か
ら
し
って己が本来的に何であるかを知り己を精神に造厨
純の
化立
す場
るが
道開程
かれてありそこから転入の論理が成立してい
であるとされる︒この場合意識の自己克服の道は意識がその都かかる開煙から宗教に於ける論理的なるもの
考
え
ら
れ
る
︒
度己の真理蛭を喪失し絶望の庵没落して棍拠に帰る
と通
いが
うひ
仕ら
方かれる︒
解の

野菜律についで

石

田

瑞

霊空によつて代表される安楽律の主張については論ずべき幾
つかの間轟があるが︑仮受小成に就いていうと︑これほ最澄の

麿

四条式の文を作意なしによむと嚢空の︑王墓のように︑十二年の

四条式に出で︑窮戒論で数行された極めて基本的聞額である㌻
龍山を終えた得業の人ほ利他化益のため山を出︑そのために仮

小成の得不浄という粛体に連なること︑であるヶその説附には

時にほ徹底した歴史解釈があり︑原典批判があり︑叉正しい菩

薩としての自覚が見受けられる︒又この安楽律の主張ほ当時の

玄旨帰命の瓢義によつて乱れはてた本覚門の雑乱せる天台学を

鶴来天台によつて批判して正しい軌道にのせるに多大な貢献を

て来たことは特に留意されるところである︒

したものであり︑又これによつて学問的な厳正な批判が養われ

親鸞の宗教に於ける歴史性と超歴史性

之

親鸞の宗教が全般的にその出世した鎌倉時代的な様相︑歴史

充

性を帯ぶるものなることは云うまでもない︒然し︑その宗教内

田

わした点は見受けられない︒しかし嚢空の主袋でほ龍山終了後

流のように︑十二年という年数︑得業という問題をひねくりま

容は恒に︑我々が主体的実践的に接する場合︑かかる歴史性︑
歴史の時間的な隔りを越えて︑我々の心内の望奥に直接するも

石

の化他の生活こそが最も大切であり︑従ってそれに対する仮受
ヽヽヽヽ
小成が絶待の妙或であるとおさえられるから︑最澄が生涯をか

は︑真に宗教的なと見放されるものの一般的性格であるとも思

越える鷲歴史的な性格とを見出さざるを得ないのである︒それ

を素朴に理解したものと云えるが︑それだけに彼に反対した真

受小成するということになる︒彼の立場は︑その意味で四条式

けてその建立につとめながら遂に登別勅箭を見るに至らなかつ
ヽヽヽヽ
た円頓菩薩或は↓往の相持戒であるということになる︒それで

今は︑かかる性格のもとに見出される親鸞の宗教それ自体の

われるが︒

のをたたえている︒即ち︑そこにほ︑歴史的な性格とそれを

ほ最澄が何故相持戒を建立しようとしたか︑このことを説明し

内面的な構造の上に︑かかる性格が親鸞それ自身によつてほ如

て︑最澄ほ既に南都の戎が開会の戎であるから︑初修業の一向
しかしこのような主演のためには軽々の疑問が解かれねばな

骨

一一′

弼鸞の宗教それ自体の構造内容に顧みるに︑恒に︑三産七祖

何に取扱われているかみてゆくこととしたい︒

大乗の椀を摂するために相待戎を立てられたのであるという︒

顎

る歴史的事実に反するということ︑二は得業ということ︑三は

らない︒その一は智証の授決集や師錬の元手釈書の中に説かれ
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一′

聖徳太子専伝統の指示によると云う所謂歴史的な過去の体験の﹁他者の問題にこそ倫理の開雫われら何を為すべきかの聞い
♯笑牲と︑然も︑それを︑師法然或ほ同門の堅覚・隆寛や又はがある﹂と述べている︒これは︑従来倫理学が行為を論ずると
当時の宋代の先覚者R照・用欽・或度・宗暁等￠指数を媒介し
しても他の主体を抜きにして人対日然の関係に視点を向け︑単
七理解すると云う所謂歴史的な現在性による態度の相互融合の
に個人意識の分析に終始した価人倫理の学であつたことから考 え
性格を以って︑構成されていることが注意される︒︵﹁数行倍

東

洋

一

カトル・バルトは三基層十三章の体と肢の詳解に頂て︑

伊

ないことと傲懐によつて制限をもつもので︑しかもこの制限ほ
実は反って連続観を自覚させそれを打破させる契機なのであ
る︒全備と部分の関僑は﹁部分ほそれ自身全体である﹂ともバ

の連玩親を基礎とする︒然し部分としての単独者はその．慎みの

うであればバルトの
鉦﹂行巻︑正信偽和讃銘文等参照︶︒
他者は︑他なる主体として即ちそこに於て倫理の成立しうる対
それは現在と過去に放て︑過去を現在に放て︑常に歴史的事
人関係に於ける具体的現実的な他者として考えられてよいかど
業性を通して見出してゆく性格態度である︒当時同一法然門下
ぅ注
か︑これが隼一の閉経である︒
でも︑親鸞ほど七祖聖徳太子等の・伝統と︑宋代新仏教思潮に
確かにバルトほその様に考えてよい表現をなしている︒即ち
目する人は玲である︒
然るに︑親鸞の宗教の場合︑かかる歴史的事実性へ徹せん 体と肢の曹喩は全体と部分の問題であるが︑その説明に於て
ヽヽヽヽヽ
とする性格と共に︑かゝる歴史的事実性へ徹し更に一転飛躍し
﹁個々の人間﹂﹁単独者﹂とそれに対する﹁他の単独者﹂更にそ
て︑それを自己の現在の今の主体の望奥の環実の一点に投じて
れらの結合としての﹁ゲマイソデ﹂ ﹁キリスト教的団体﹂ ﹁隣
人﹂という表現を用い︑﹁繹験的﹂﹁直観的﹂なものであること
体験してゆくと云う超歴史的性格が遜らされていることに注目
を明らかにしているからである︒その意味では此処で倫理を真
せしめられるのである︒そこに永生救済の通が明にされる︒そ
に夜扱うかの様に見える︒
こでは瑠歴史性を基盤として返て歴史的事実性が再反省されて
くるのである︒このような親鸞の宗教の性格ほ当時の仏教界に 然し乍らバルトに放て体と放としての全体と部分の開港ほ有
損体説と同一視されてはならない︑香有機体説を排除すること
特異のものでもある︒
によつてこの関係は真に理解されるのである︒有機体説は部分
メルトの﹁他者﹂について
を細胞と考えるも￠であるから︑そこでは可能体から現実体へ

232

ルナが云うことからして︑両者の間に断絶︑絶対の否定を通し
て始めて可能である弁証法的関係でなければならぬことは明ら
かである︒かくしてバルトの他者は繹験的直観的な他者から一
転して超越的な他者に移る︒倫理の成立する場は﹁第二義的﹂
ところでその様な超越的他者はバルトに於ては﹁一切の直観

．となつてしまう︒1﹁倫理的行為は第二義的である﹂−

問題が﹁第一義的﹂であると考えられるのである︒

▲ぎ至言㌻

が律法

本︑泰

︵乱盲旦︶

波

によつて人間のうち

ヽヽ
に来らせたるものなるが故に︑恩恵︵誌ミュによつて義︵靭へ干

監三毛ま∵ほ

ヽヽ
qか盲 にかかわり来るものなるに対し︑道元の死と生とは全き
ヽヽヽヽ
不相対待にあるが故であを 00

急き芦品が神よりの生命．︵へ息乳かミス︶と相殺的対立に於いて

をその内容とする︒然るに道元の﹁死屍﹂は無量凝の死灰なる
か掛か敵中か掛外車か和掛野底である︒それほパウロに焚ける

00
ヽヽヽヽ
る人間の叩き︑恐怖にみたされし心情の動乱︵＝r已ミき鼠も

の死による支配の確立である

ぎ倉≦︶とはパウロによれば︑人間

岩

死Iパウロと道元の対比Ⅰ

﹁死の体﹂︵a盲：ま

のqか盲に於ける罪︵ぎ竜r㌻︶

﹁先験的自我﹂﹁永遠の自我﹂﹁ゲマイソヂ

が故に︑それは屍上しての静止的存在ではなく︑最終的に発す

的具体的汝の主体﹂

忙対するゲマイソシャフト﹂﹁個々の他者の彼方の一着﹂﹁他と

﹁他者性﹂なので

ヽヽヽヽ

並ぶ一着でも︑一着に放ける細胞でもない個体﹂﹁聖なるもの﹂

である︒結局バルトに於て﹁幕一義的間窺﹂は﹁神は神であ
る﹂ということで︑しかもこれが倫理学の﹁前島﹂となるもの
である︒故にかかる他者は﹁あらゆる所与性の税源的な綜合・
で︑しかも﹁時間の瞬間毎に現在するもの﹂

関係・概念﹂であり﹁個々の肢に対立し綜合し条件づけるもの﹂
ある︒従ってそこに文具体的直観的な汲も﹁永遠の単独者﹂に
関係に於ける人間である﹂との体系的位置が与えられ﹁新しい

魚︵鼠主に結ぶへ息とは絶対に相容れない断絶にある︒罪に

ヽヽ○ヽヽヽヽヽヽ

人間にかかわり来る必至の課題である︒然るに道元に於ては︑

で︑罪直観的他者を志向するもの上して﹁大攫乱﹂であり︑

それほ宗旨丁品と曾ふとが二者択一的に迫り来る両偶の↓㌻

顎

骨

一三

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ 易的なるものと異なりて︑生はただこれ生︑死
ヽヽヽヽ
ヽヽ
ての一万究尽であり︑両者は関聯にわたる己前に於いて際断な

究

ともこの時期︵一九一九年代︶のパルiに於てほ超越的他者の

研
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﹁人間の攻撃としての倫理学﹂の位置に止まるのであつて︑少く

死も生も共に法であるが故に︑死は法の滅︑生は法の起で

﹁琴一義的﹂で︑クルベルク等も云う様に倫理学は﹁神の栄光

従いて死に至るか︑恩恵によりて生命を受けるか︑は相殺的に

ヽ

の為の教義学と同義﹂となるか或は﹁神学の一部門︑補助学﹂

要するにバルトに放ては繹験的具体的直観的な他者の問題は

人間を身につける﹂地盤が可能になるのである︒

対する﹁誘因﹂となりうる契機が存し︑﹁信者は彼等と神との

ヽ

一匹

識されている︒概念のビラミグド︑秩序を考える場合といちぢ

れているのである︒たとえば訂F

F軋訝は心を曹ばせる︑皇

る不相対待の法である︒

るしく対既約である︒更に訣鼓r−Om腎が言葉といぅ意味の

●
ましいものといつたようなある主体にかかわる事物の特質が意

ヽヽ
斯くてパウロの自由︵冨邑巾舌︶はイエスの死による罪と死
ヽヽヽヽヽ
ヽヽ よりの解放︵巴巾邑巾忠もなるに対し︑道元の日受用三昧は生の
ヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽ 全現成︑死の全現成なる究尽の大道としての透脱である︒m−？

れた事実を読めしている︒これらは更にひろく旧約聖書のもつ

他に︑王体の活動によりまた確倍によつて成就し︑または実現さ

ヽヽヽ

邑巾忠良とは霊の急によつて肉の念を殺しゆくへ息か宗旨rQり

る︒ボーマソ

ている事物の比喩への愛好の僻向とも関係があるとおもわれ

ヽヽ

かの肢賂を踏みての御嚢︵苧品盲︶による戦い︵号音諾㌻︶なる
ヽヽ に対して︑透脱とは﹁悪︑人ををかさず︑人︑悪を破らざる道

べている︒人格的な活動性とか︑実践的な智煮はこのような意

︵↓FぎコPan︶やケェーラー︵L●只籍E巧︶も鼓

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ 理の在籍﹂なる美作のカ音義成である︒巴巾名句息8は創造にあず

かるキリストによる新たなる歩みであるか︑その敷金︵乱計㌣ ヽヽヽヽ

として造られたことに讃

イスラエルが神の﹁辞﹂

味で︑事物もすべて蓼透しているものと解せられるであろう︒

︵hO打m−

このことは宗教と哲学の中世的な特質を無視しては考え

識にたいする特質をつたえている鞋釈であるとおもわれる︒

られないが︑智慧の順序は神学的であり︑しかも旧約の事物認

L考︶

計画を京めす智慧﹂とに分類している︒︵MOreFサ訂す宍b−ヨ．

の仕事についての智慧﹂﹁道徳の原理としての智慧﹂﹁巧妙さと

ab︶を神の知識に導くための真理への智慧と﹁労働する者のそ

られない︒中世のモーゼス・マイモニデスが﹁智慧﹂

としての事物にたいする態度と内面的に無関係であるとは考え

美の詞を語るラビ・アキーバの信仰も一枚的に考えられる﹁器﹂

︵︑amOn︶

芭は﹁唯これを捉えんとて追求むべき﹂永遠の私塾︵冨⁝ヱ
ヽヽ

ヽヽ
ヽ
ヽヽ
ヽヽ
にかかるに対し︑透脱にありては真如への向は背と共に邪であ

重

雄

る︒一何故なら︑真如は向背であり︑向背の各々これ真如なりと
ヽヽヽヽヽ

の境なるが故に︒

田

尭尽し︑邪も亦真如なりと脱落する全規成の当体は︑徹到無慮

ヘブライ人の事物観

植

ヘブライ人の思惟方法は人格的な主体的な表現によつて貫か
られる人格的な表現はまた事物一般にも及んでいる︒事物はた

れていることは︑一般に知られている︒思惟の特質として考え
だあるがぎまに客観的に存在しでいると考えるよりも︑ある日
的に役立たせるためのものとして︑用具牲の観点から取上げら

234

江

田

朝鮮仏教の碍中心金一他の過程

顎

骨

俊

雄

は仏教に於ても反対出来ず︑公認されなくなつた宗派は自然に

天台︑撼甫の三を禅宗に他の四を教宗に纏めたが︑禅教の分線

衰亡して待つた︒かくて毎三年の遠試ほ禅は伝灯と指項数ほ華

厳窟と十鞄を以てしたので︑他の教学は顧みられなくなつた︒

そこへ壬辰役に僧将として功のあつた清虚休静が神教の棟梁と

一五

現在朝鮮の寺は漠然と禅宗と称し︑兼山は禅教両宗大本な
山ると
や彼の﹁禅教釈﹂や﹁禅家亀鑑﹂の知熟を継ぐ︑王教従の息
看板を掲げ︑宗派の対立がない︒禅は仏心︑教は仏軍禅主教 南北を風靡し︑門下の四派亦各地に栄え︑加うるに﹁海東仏
想
が
従の宗旨を以て︑禅中心に禅宗的仏教に金一化されているが
祖
源︑
流﹂ほ曹渓宗の伝統のみを詳記し︑他宗を抹消したので︑
その歴史的過程如何︒
朝鮮仏教は禅殊に雪渓宗とする気運となつた︒
三国時代にはまだ宗派はなく︑新鹿統一時代になると義湘の
華厳宗︑慈蔵の得宗があつたが︑文献に宗派名が明らかに見え
五島青方教会の御水帳
たのは高麗大覚国師善天の墓誌銘の戒律︑法相︑漫窄法性︑
円融︑禅寂の六宗である︒然るに彼の他の碑には天台︑軍首︑南
海 老 沢 有 道
山︑慈恩︑嘗漢とあつて新たに天台が加わり︑禅寂が嘗演とな
った︒之ほ義天が九山禅門の禅寂宗が教勢を拭い︑笠蹄として初年の肥前地方天主教会の洗礼原簿については従来全く
明
治
の靂教を排し︑以心伝心︑不立文字に執するに僚たらず︑
手教
が蔵
つけられていない︒本来的に教会外に出る性質のものでは
級銀にも禅寺を菅ず︑僧科にも禅を圧迫し︑華厳の外に天な冶
いからであるが︑その研究はカトリック復活史における貴重
の観門を以て禅に代えんとし︑教の中に禅を摸せんとした
なの
史に
料であり︑それらの綜合研究によつて復活当時の数多を適
対し︑禅では嘗渓山の六祖禅を強調し︑五教の外に天台と
確並
にん
知ることができるほかりでなく︑再建教会の人的構成や受
で帝京ゐ呼称が起ったためである︒斯くて晋照国師知熟出でて心︶年齢︑新信徒と潜伏切支丹及びその後裔︑さらに信
洗
︵
同
定家双修を唱え︑定を以て若を︑教を以て親を摂せんとした︒
者
の
移動︑婚姻・家族関係などを知ることができ︑かつ幕末明
しかし農宋李初に十二宗が並立したが︑排仏の李朝は専制
初の
の土
復活︵潜伏︶キリシタソの︑そして半襲半漁村の宗教社会
田を奪わんとして七宗に滅草した︒更に経済的理由の下に︑嘗 題究明の基礎的資料を先供するものである︒
学
的
諸
問
渓︑華厳︑慈恩︑中神︑地南︑始輿及天台の七宗を世宗は首
こ渓
の︑
度はじめて平戸教会のその断簡が看見に入り︑潜伏時代

研 究

加

以来の呼称によつで洗礼薄が御水幌と呼ばれていることを知り
︑その記載様式を紹介したのが縁となり︑潜伏キリシタン研売
通島の青方教会明治十年現在御水幌を浣供せられ︑その研究

家として知られる南山大学田北耕也教授の御好意にょり五島中
を委せられた︒記載教会員五三世帯二九二名︑その両親︑曾祖
ぎないが︑前記の諸問題を始め大村藩外海地区からの移住状

父母︑水方等知られる人名六八七名︒なお一教会の御水根にす

一六

た︒即ち﹁近キ世のわろき事﹂と﹁いにしへぷりのこころこと
マコト ばの正実﹂なることを悟ったのである︒この事は古典の語意訓

れるに至る︒古事記の研究に入ることによつてそれほ漸く具体

話上の聞題に止まらず︑神道思想の上に於てはつきりと把握さ

心説となつて展開する︒記に於て真心を知れば知るほど漢意は

化する︒近世の悪キ事とは漢意に外ならず︑古意の正実は︑真

事々に排斥されねばならなかつた︒真心は上代の直き人々の上

外ならない︒神より生れた人間はその神賦の真心を確保し得れ

保有するものである︒神と人とを直ちに結ぶものはこの真心に

タT

に止まらず遂に神に達する︒実は神こそ真心の極みに屠り︑宣
況︑慶応迫害期における受洗状況︑また従来文献史料に名しか
知られぬ多くの入物の霊名︑年齢︑・本籍︑受洗年︑受沃地︑居 長は一面真心の理想像として神を観たとも言えよう︒而してこ
の神の御霊によつて生を享けた人間は︑その本来に於て真心を
住地︑五代にわたる系譜等とが確認される︒

ば他に何等の智も教も必要としない︒しかし現実は漠意が放属

これらを通して潜伏教会の強さが︑キリyタソ部落全体が殆

し得る客観的条件が備えられていたこと︑生児受洗が復活後漸

春

夫
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と対立するものである︒かかる意味に於て︑近世は全く信仰の

心を失っている︒然れば如何に古伝の正実と︑神への倍順を説
くも歴史的癌疾たる漠意は除き難く真心は覚醒し難い︒然ら

であろうか︒それは殆ど不可朋な事である︒かかる時﹁禍津日

ば神︵真心︶と人︵漠意︶との関わりほ如何にして求められる

神﹂が見出される︒この惑神は︑神と人との対立を解く一の鍵

に︑省えば漠恵も惑キ﹁神﹂の手中にあつた︒ここに否定は即

と考えられる︒一切は神︵善意両神︶の御所為に外ならぬ故

ち肯定に移る︒かかる神意ということに頂て︑漢意的人間性へ

フカキヤ

性別及び年齢構成が人口構成と殆ど変らず現今の教会と較べて

し︑人は千有余年釆︑真心を忘失している︒漠意ほわが古伝説

ど弟︑姻戚関係にあり︑かつ家族全員が信者であり︑潜伏をな

原

友神々に対し凍義を抱きさかしらを演磨ふ心であつて︑当に神

く一段化したこと︑霊名が極めて限定されていること︒教会の
極めて健全な型態を保っていること︒その半面︑婚姻の秘蹟性

笠

がくずれ離婚・再婚が多く複雑な家庭状況にあることなどが証

明せられるのである︒

宣長に於ける神と人

小

宣長は︑契沖︑真淵の書に接することによつて明限をひらい

′

′

原

政

敏

の追求は更に内に深められることなしに解決される︒追求の鉾
先は入野より転じて神へと方向を換えるのである︒

笠

ビタリクン革命に於ける宗教的自由と政
治的自由

小

共和制に至る革命の政治思想︑特にピウリタン左派に於い

は或る意味でカルダィニズムの超克であつた︒

て︑自然的自由平等︑社会契約︑主権在民︑国家は人民の基本

的自由に立ち入れない︒以上の思想と宗教的意識内容との関係
は︑一︑基督者の自由は世俗的領域に移行し国家の個人への干

由な国家トの概念に終着︑この場合︑Cb弓CFcOくe置邑の概

渉を出索るだけ排除︒二︑基督者の自由ほ﹁自由な教会﹂ ﹁自

念と自由国家のそれと密接な関係︒三︑予定論と一般祭司論は

化されたと考える︒

田

重

マリノフスキーの機能概念について

岡

マリノフスキーにおいても︑機能の概念ほ︑一段的図式の中

精

の密接な関係は前者が後者から直接由来したと考えるのでな
く︑後者によつて色彩づけられ︑内容

領域の神の法として把握︒以上︑政治思惑と宗教的意識内容と

を純粋に世俗化し︑両領域に於ける相応ずる諸原理を見出す︒
五︑国家の基本法︑個人の眉由平等の依存する自然法は自然的

ビワリタン革命に於ける宗教の問題ほ何より﹁宗教の自由﹂
基督者の平等のみならず自然的鍔域に於ける個人の平等に移
の間陛である︒これは宗教が国家の干渉から自由であるとの︑三 行︒四︑政教分節は一万に於て教会を純粋に霊化し︑他方国家
溝で︑間騒の領域は宗教と国家の関係の領域である︒革命の歴
史は国教︑乃至︑国家的宗教に対しそれを受け入れないもの達
の自由であり︑更に従来の自己に対する自由の要求が限界はあ
ったが他のものへの自由を含んだ勉に革命の大きな宗教的意義
があつた︒その宗教的棍拠を専心ると︑一︑革命軍並に革命政
府の指嶺者クロムウェル自身の宗教的確信︒二︑革命軍の主流
ス︒三︑革命軍の主派﹁独立派﹂は宗教的に﹁組合派﹂罪でそ

がピウサタンの中間派︑更に革命軍は宗教的にヘテロヂニア
の教会訳︒四︑﹁独立派﹂独特の内的啓京の霊視︑更に︑基督
リタソ左派の強い影響︑霊俗二元論の徹底的主張から政教絶対

君統治者の特殊な蓑措から限界ある日由︒五︑革命軍中のビワ
的分離︒基督者の自由に対し自然的自由の主張︑これは宗教の

l七

とその

の演ずる役割として京される︒然し

で文化の一要因︵faROr︶

告

彼の文化理論が生物学的︑個体的観点に立ち︑N語d

報

る日然法自身による宗教の自由︒以上の﹁宗教の自由﹂の主張

究

眉曲が単に政教分離の原理によつてのみならず︑国家が依存す

研
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充足のyステムに基いているところから当然機能はN乱の充

足に関しての効用性︑関係性としておかれでいる︒
ここでN邑み概念を検討してみると︑それは文化的なもの︑
又要件︵imp2rati扁︶として性格づけられており︑個人ほ単に

望蔓−の主体として抽象化されねばならない︒かくてZ邑は

︼八

部

る︒︵莞首ple．E．D．−a邑C旨．C．SこPri星esOfA宇

ともあれマリノブスキーの機能の項扱いほやほり賢uR弓e

tFrO苫−Ogy−−曾巧．︶

或は叉詮tusや邑eの観点︑つまり彼が伝統︵traditi昌︶と

度社会︵in邑uti︒邑

無常威と罪惑戚

−∴﹁宗教の二つの源泉

岡

−

本

素

光

能の概念ほ明確化されなければならないと考えられる︒

の具体的把奄ということにより︑彼の機

して放置している間簸の精密化︑更に彼のさす機能範囲たる制

生活体における生活の必要条件を意味するのである︒ここにお
いて N邑 と文化乃至社会とが結ばれ︑次元を具にするがデ

ュルケムや従って叉ラドクリフ・プラクソの機能理論ともあ竜
相応性がみられるのである︒

︵2r阜⊇−︶ 或は叉d葛fun象Onを認めないという立場が示さ

さて︑彼においてはかかる文化の要因はすべて積極的職能を
担うものとされる︒それらは穿孔を充たすのでな竹れば存続
し得ず︑存在する限り機能をもつものとされる︒そこに磯存

れ凛々非難されるところとなる︒︵笹ROb已声2訂ユOn．S？ ァーリヤソ民族の五河地方の定着並東湖は極めて安らかに平
da−T訂○童a已∽邑−Stru旨e−−準こたしかにこの点は穏裡に行われたようである︒そして彼等が定着した印度の東西
彼の機能理論の問題点であり︑目的論的色彩が認められ︑文化のこの二大河の沿肯は極めて豊かな土地柄であつた︒安定し
変容に関しても問題を残している︒だが半面多くの難点を含み 心七豊かな生活環境から生れて来る人間の自然感情は如何な
民
ながらもこの観点が人類学における特に心理学的方向への展開
るものであろうか︒それは人生の幸福︑現庚の歓楽に対する愛
着とこれが持続を欲求し之を失うことを憂うる感情であろう︒
点となつており︑いわゆる平衡︵遥邑ibF一き︶の理論として開

港とされていることは見遁すことが出来ない︒例えばチ†プル
即ち無常というものに対する痛切なる恐怖はこめような実情か
及クーソはこの観点から対人関係を棄扱い︑更にそこにおけるら生れるものであるとい︑21とを古文献から察知することが出

な文化把握への非難に答えていることは注意され

華絢爛たる祭祀は自然環境の暑かさを倹って始めて可能となる ＋

SiEa昏ゴに注目しマリノフスキーの状況連関︵cOnt篤tOfsi来
T るように患うのである︒数百頚︑時には数千頭にも及ぶ馬の
gtiOn︶ の問題を畏関して1一段に機能主義にむけられる︑
犠牲式︑羊の犠牲式などが度々記されているが︑このような豪
￠jChrOnic

と患われる︒苦行者の多かつたこと︑乞食が容易に行われ得た
様相の相違を方向づけていると患われる︒
ことも同様の視点から説明され得よう︒
これに対してメソポタミアの馬連の実情ほ全く異っていた︒
キルケゴールにあける真数性A・Bの間宮
殊にイスラエルの民族は呪われた宿命的悲運の下にあつた︒其
勉には血観い民族間の必死の闘争が行われ︑速読した︒生活
小
′
豊
治
ほ穣度に昇乏した︒そして最後に故国を奪われ流離敗亡の史上
輸有の放浪の民となつた︒かかる生酒領境から自然に生れる所 宗教性A・Bは︑﹁哲学的断片へ爪後等﹂において︑所謂実
の感情は庵命を欺きこれを呪う感情であろう︒神の正義を信じ
存の三段帽説の最後の部分として論じられている︒それ琴三
最後の審判を期待するのもかかる現実感情からであみうと思 段階説の構造︑性格との関連で考えなければならない︒
う︒かくして不等なかかる現実感情の説明として罪悪説︑現実 三段階説は︑その木質的衛造として﹁無限の二重駒運動﹂
の感情としては先天的罪悪感が生れたのであると患う︒
︵ガイスマール︶を含んでいる︒各段階は否定され︑拒否され
宗教の本質論ではないが︑共襟の生活感情から此等二痩の宗る乱と︑積極的に意義を与えられる両とを持つ︒審美的段階と
教感情が歴史的に現われて︑それが仏教と基督教となつて発達
倫理的段階の叙述の申にこのことをたどることが官きるが︑宗
した︑また東洋と西洋との精神傾向を特色づけたと見ることは教的段幅ではこの二重性ほ極点に達し︑彼はこれをAとBの二
出索ないであろうか︒この二軽の炉型は更に細分して仏教の中つに分けねばならなかつた︒しかもなお︑Aには二重性が強く
にも見られ︑また基督教の中にも見られると患う︒従ってかか
現われている︒低次の段帽の坐礁を媒介として高次の段幡へと
る宗教の二つの類型はその木質を裁定する上に無視することの 断によつて質的に飛躍してきた三段隋説は︑宗教性Bを中軸
決
出来ないものであると患う︒
に反転して︑しかも宗教性Bの立場を確保しっつ低次の段暗に
このような性格は例えば両者の蛋の上にも反映していると 揖穣的意義を与える下降の方向へと向う︒この下件の方向に︑
患われる︒即ち仏教の戒律はその根本に於て贅沢を成しめ之を人間の太東約な現実的在り方としての﹁実存﹂が成立する︒従
抑制するにあつた︒最少限度の生命の絆持ほ琴易に得られたのって﹁契存﹂は︑くOrGO洋のEr誌tとして成立した︒

朝

食

一九

転しないような超越ほ︑抽象的な﹁外面的な﹂超頼であると曹

点に彼等は居たからである︒此等のことが爾後の同者の発展の

である︒之に対して猶虎教の戒得は征服的生産的尉争の棍漏と この実存の内面性としての内在性は︑絶対的惑顔正字えられ
た︑それの具体化としての内在牲である︒かかる内在性へと反

究

レての性格を持っている︒もはやそれ以上の忍苦に堪えぬ限界

研
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われる︒内在性の宗教性としてのAと︑超越的なキリスト教信

今日神学の問題として理性に内在化し得ない啓示の類題性を

仰としてのBとの関係は︑このように考えられている︒

に強調されて︑啓元の超越牲の実存的内在性への反転が無視さ

考える際にも︑近代主義の内在性を拒否することのみが一方的
れるならば︑かかる啓元の超越性は抽象的な相対的超越に堕し
の跳躍台とされたが︑彼の鬼憑には反転して現実の具体性へと

てしまう︒かつてキルケゴールの思想は近代主義の克服のため

偉

一

下降する面が伴っていることを︑今日もう一定考え直す必要が

あると思われる︒

奄美大島調査中聞報告

口

A︑奄美大島におけるノロの行事

小

神政政治の一形態としてのノロ︵祝女︶の制度ほ琉球服萬時
代に行われたものであるが︑比較的後期︵十五・十大世紀︶に

それ以前の民族信仰とどのように結合し︑その後どのように変

組鞍化されたとおもわれる︒この調査は︑ノロの信仰と行事が
化したかを明かにすることを目的としたが︑今回ほその残存形
愚の分布に重点をおいた︒
︵名瀬市内︑旧三方村の大熊︑有

本島・離島にわたつて調査した結果︑現在なお部落行革とし
て存続しているのは︑輸内

二〇

置︑伸餅︑浦上の各部落︶︑大和村︑実久村の各部落︑鎮西村

なお今回の調査は︑九学会連合の奄美大島共同調査に参加し

である︒

与論島︶で消滅した原因をたずねることも︑今後の課題の三

もわれる︒ノロの行事が離島︵喜界島︑徳之島︑沖永良部島︑

行事への他の要素の影響としては︑真言宗統の仏教的要素と
ユタの呪術的要素を見逃しえない︒特に大和村の今里の行革に
ほ︑修験系統と推定される山岳信仰的色彩が強く︑シヤマユズ
ムを基盤とするものであることが明際に認められる︒
ノロの相続方法も︑本人の兄弟の娘が継承する形式が正統ら
しいが︑城の場合などもあつてかなりくずれており︑これにユ
タの占術が関係していることもある︒
全体的に︑現存の行事にはかなり新しい要素が加わつてい
る︒おそらく明治新政府の政策に伴う弾圧によつて︑明治初年
から中期まで断絶し︑明治三十年以後に再組絆されたものとお

の一部にすぎぬことが明かになつた︒私的た形で司祭者として
のノロが現存している部落に︑龍郷村の円︑住用村の川内︑田
仲間などがある︒
部落行事として吋山の神をまつるものと海の神をまつるも
のとの二形態に分かれ︑前者は︑輸内および大和村の国直︑湯
湾釜に︑後者は大和村の大棚以西に見られる︒両者の混合形態
は実久村と鎮西村の与路島に見られ︑与路島の行事が原型をな
しているようにおもわれるが︑現在︑与路島では部落行事の意
味が稀薄になつている︒
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︵精進川︶におけるシ

い︒たとえば︑沖之永島部島のキリスト教︵ホリネス︶では病

じめさせたり︑新らしい祭神を祀らしめたりすることが多い︒
ユタの信仰は︑島人の民間信仰にあらわれるさまざまの神秘や
宗教儀礼を代表的にあらわし︑かつ他の宗教への影響も大き

ョージ︵精進︶を家人の女にすすめ︑ショージの結果月待をは

また︑ユタは願をかけると︑ジョージゴ

したかつて︑ユーユタを通してかなり普遍的に信仰がひろが

夫

て待ったもので︑特に芳賀日出男氏︑日本民族学協会の閑散曹

安

氏︑宮本延人民︑日本民俗学合の掘一郎氏の協力をえたことを

木

っているのであつて︑表面上はユタを軽蔑し︑退けている人々
も︑家人が亡くなつてユタと接触するようになることも多い︒

附記して感謝の意を表する︒
B︑ユタについて︑

高
1︑大島の民間信仰のうち︑聖職者あるいほ街着が介在してい

気を治療しているが︑この治涜の結果治癒する場合︑汗をかい
るものは︑ノロ︑ユタ︑ホゾソ︑モノシリなどであるが︑この
てはじめて治ることになつている︒ところがユタのとなえ言の
なかで最も普遍的な分布を表しているのはユタである︒
ユタは明治政府の警察権が確立したころから圧迫をうけてき
中に︑﹁汗となつて下せ﹂という句があつて︑病気その他のさ
たが︑今次大戦と共に徹底的に取締られ︑▼戦後急速にユタ信仰 わり除去は汗になつて下されることになつている︒
が復活して︑各島にユタが復活した︒しかし︑ユタの分布は必
ユタ信仰の分布は︑喜界島では早町村に多く喜界町に少く︑
ずしも全部落的で打なく︑後に述べるように部落によつてはい
この事界町には大東教や天理教の信者が多い︒そして︑この市
ない所もあり︑ユタ信仰の復活していない部落もある︒
町村間には産業構成や発露過程の差がみられ︑沖永良部島にお
いては︑台風被害が多い処に信者が多く︑水を天水のみにたよ
2︑ユタほ人々の生活とつぎの二つの面からつながつている︒
らずにすむ農業の安定した鞄域には信者がすくない︒このよう
a︑フズヌユユ︵神の祝 − 新顔成就の場合︶︑ハ︑︑ヘウルシ
な差異の連関性が何にもとづくものであるか︑という問題を来
年度の研究課題としたい︒
のあつた場合三〜七日後にその魂をよぷ︶などの信者の家

︵神降し ーユタ死亡の場合︶︑ユーユダ︵タユタト死者

帝

骨

不測の事故の防止などにユタのグ

における儀礼︒これらの場合には信者の親戚一同が集って
ユタを囲んで行われる︒ ．b︑病気治療︑旅行などの

究

ワヌ ︵願︶を依頼する︒

研
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C︑奄美大島の稲米儀礼について

堀

二二

︵ネ︶

の祭

か五大十日に過ぎず︑この期聞が島の農業磨から言えは︑本土
の碁正月に当る年のかわり昌なのである︒だから今日でも行
事︑儀礼はこのニケ月を中心にしている︒旧暦六月に初穂を抜

となつているが︑民間各戸ではイニyキョマ︑シチュマ︑y

いて行デアラホバナの名は︑僅かに残存する′P︵祝女︶専有

とシュグ焦が︑いずれも収樺後の先祖祭であり︑刈上薦であ

月のウヤフジ層︑即ち基地に頂ける先祖祭上︑種つけ祝として

れていた︒当時の摺種ほ旧暦九月から十月初めに行われ︑本田
への移債は苫が一尺近くも延びた翌年の正月であつた︒この稲
尤旧暦︺ハ月に黄ばみ︑七月に刈り載った︒それで牧の期間は避

y︑アーゴメ︵赤米︶︑フソニ︵本稲9・︶と呼ばれる在来種が作ら

一パー
餅貰い席の各戸訪問の呪術儀礼︵今は盆か九月九日に転用︶が
行われているのである︒
こうした状態にありながら︑その農耕儀礼と年中行事は殆ん
ど全く滞米と先祖とを中心にして営まれている︒稲は稲ガナ㌢ 1本朝骨は昭和三十年庶九学会連合奄美大鳥共同謂査委員会
と樽に尊称をつけて呼ばれ︑先祖祭や行事にほ欠くことの出来 弟l固調査報告の一部である1︒
ぬ食物とされている︒稲の改良以前即ち明治中期までほトーボ

ど砂糖黍による黒糖の生産に依存している︵年間輸出の八五・

り︑腐りや闘牛を伴う祝宴である︒そして播種を中心として九
従って農民は大部分甘藷︑蘇欽粥を常食とし︑貨幣収入は殆ん

土から輸入している︵年間輸入の七八・二パーセントは食嘗︒

奄美大島の産業別就業人口の八三・九パーセントは農業であキュマ︑ウチケヘーの名で︑抜穂をし︑この数粒の新穀をまぜ
て米飯を炊ぎ︑先祖の位牌に供え︑家族中食べる初穂祭があ
る︒しかし耕地面積ほ一六千町歩に過ぎず︑ 戸当り平均水田
〇・九反︑畑三反という零細農業である︒米作は完全水田は僅
る︒この時の穂は次の播疎まで床の間か座敷の鴨居にぷら下げ
か讐一パーセントで他は湿田か天水田であり︑地味は痩せ︑親
ておく︒七月に入ると薩摩薄により強制された急が︑新穀のみ
風と病虫の被害を免れないので︑一九四〇年以来奥羽一号を導
入して二期作を行っているが︑それでも一九五四年虔の収量は
四五︑六〇〇石︑瓦当り二石を越えず︑不混米約八〇千石は凍

劫12

氏子の意義ほついて

小

野

祖

教

氏子は何故に氏子であるか︒これは神社の国家管理が廃止さ
れた為に起って来た問題の一つである︒
明治以来︑一定の土地に住む住民は機械的に一つの神社の氏
子とよばれ︑祭祀に参与し︑その義跨を担うべきものとされた
が︑倍数自由の憲法下︑さうした形式的関係を以って住民の信
仰を拘束することが許されないっ
神社本庁は宗教法人法の盈告等の対象と庵る氏子は氏子名薄
に登載した契約的な信者に限つているが︑他面︑一社の慣例に
ょる氏子というものも実質的に認めざるを碍ないでいる︒問題
一見解釈困難に見える氏子制は︑本来神社神道の不文の教義

は後者が何に根拠をも
によつて特性づけられたものであつて︑明治以来の裾扱いが形
式的︑機械的であつた為にその根拠を曖昧にした︒

し︑中世には地域的な庚同祭祀の色を濃くし︑やがて地域住民

氏子剃は上古の氏族制度当時の氏神と氏人との関係の発展し
たもので︑血縁兵同体の特定の神社に対する祭祀権を母胎と
の全部を含む形を生んだもので︑霊的な特殊関係が外形的には
血縁や地縁の範囲によつて表明せられるものである︒

報

古

従って︑−個人の信仰的覚醒によつてはじめて神との関係を生

研 究

仰のつながりとしている︒ここでは︑信仰の自由はこの先天的

ずるという入信の形式を欠き︑先天的な嚢的関係それ自体を停

関係を信じない自由であり︑揖棲的に異端者の立場に立たない

限り︑氏子としての霊的関係は失われない︒ここに機械的︑形

式的な外形がとられる敵地がある︒

神社神道の氏子教化は︑新たなる信仰関係をつくることでは
なく︑本来の霊的関係の想起︑自覚︑再認識でなければならない︒

新に氏子をつくることが主でなく︑本来の氏子が氏子の意識と

辺

息

拾

の変った信仰結合様式をつくつていると見なければならない︒

それに基く信仰生活を堅めるのであつて︑独自の信仰類型がこ

某傲と科学

海

科学は客観性の追求と言ふ所にその特質がある︒然るに宗教

宗教と科学との関係をその基盤の問題において考へて見る︒

の世界は自己を離れた客観界でなくして︑主体的世界乃至自己

の関係する世界である︒然らば科学の客観的見方と宗教の主体

的見方とは何処において結びつく棍を持つ七ゐるのか︒若し宗

において成立せしむべき場を自己の税源に肴してゐるのでなけ

教の真理が絶対的真理であるならば︑科学の客観的見方を自己

る︒それは如何なる基盤であるか︒

ればならぬ︑そこにのみ科学が宗教に結びつき得る基盤があ

二三

243

ニ四

相界にその客観性の根をもつものである︒文人対神︑衆生対仏
に向つての沈潜や︑単なる客体への対象的認識によつてではな
の宗教もこの真如の世界︑無の世界において成立の根拠をも
くして︑主客の世界がそこにおいて成立してゐる根拠への自覚
つ︒即ち科学も宗教もかかる無の宗教的世界において成立の場
によつてはじめて可能である︒自己と世界についての真の自覚
とその根をもつと言ふことが出索るのである︒
は自己を超えることによつて成立する︒かく自我が絶対否定さ
れ︑主客対立性︑主観主義を超えた絶対の場を実相の世界と
見︑そこに一切の根拠を見る立場は西洋ではミュステイークの
ドストエーフスキイにぁける神と人間
立場にみられる︒
例えばエックハルトほ自我と対象︑香︑自己に対する神との
貞
井
笠
関係すらも倍対立の世界であるとし神そのものさへも準えて︑
彼ほその底に一切の対立性を絶した無の世界を発見した︒即ち ドストエーフスキイは偉大な芸術家であるだけでなく︑思想
家であり︑ロシアの最も偉大な形而上学着であり︑彼の作品ほ
宗教の神と人との関係も︑科学的認識の主客対立性もかかる関
哲学的人間学︑歴史哲学︑宗教哲学︑道徳哲学にとつて重要な
係対立性を超えて︑然もそれを成立せしめる場としての一なる
ものであり︑彼のテーマは人間と人間の運命であると︑ベルヂ
世界を見た︒かくて宗教の主体的世界も科学の客観の世界もは
ヤーエフは言い︑︵Berdjajew−N●⁚DieWe−訂口衿hau巨g D？
じめてそこに一なる扱が見出されるのである︒

斑て科学の認識は対象的認識なる所にその時教邪あると患は 文仏教においては仏聖二身ありとするが︑その中︑法身ほ報
身の体であると共に衆生の実相である︒それはl切の様態を超
れる
え一切の入梅性や対立を絶した真如法牲であり︑寂静にして空
された世界としての客観性である︒そこでは主体は捨象されて
である︒但し真如は単なる寂静ではなくして︑静即動︑無即有
ゐる︒たとひ主体が捉へられても︑それは主体の客体的側面に
なる真空妙肴の世界である︒然も﹁真如法界無レ自無レ飽﹂とあ
外ならない︒併し真に現実の世界は普通に客観と考へられてゐ
る如く︑対象的に我に対立する世界︑対象化された世界でな る如く︑この裏如は単なる主体︑単なる客体ではなく︑むしろ
そて
れは主客を翠冬王宥和対がそこにおいて成立する場として絶
く︑主体がそこにおいてある世界︑一即ち我を包む世界でなく
対の世界である︒それほ主我性や主鱒王義を超えた純粋事実の
はならぬ︒その世界は日己の立脚根拠であるから対象的認識で
世界︑絶対客観の実相界でなけれはならぬ︒されば科学の主客
把適されるものではなくして︑根源への自覚によるものでなけ
相関界・対象的認識の世界の客観性はかかる絶対の客観界・実
● ればならない︒かかる世界の自覚ほ単なる意識的内在的に主体
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StO甘宅洛ijs・︶トゥルナイゼソは弁証法神学の立場からとらえ︑

は︑キルケゴール的実存嘗学との類似点を見出せるし︑また†ハ

心意識語の原意及びその発達

教

ルナ的弁証法神学との現濠も指摘できるのである︒

︵9de●Andrm⁚D象t象甘く∽す

俊

テーマは神であるとする︒︵TF弓n竃汚ロー河●⁚D畠tOjew裟i．︶．

ジイドは西欧文学は個人と個人白身との︑もしくは個人と神と
とが他のすべてに優越している

の関係を扱わなかつたが︑ドストエーブスキイが放っているこ

又

印度仏教における心理研究の申に心意識説と名づけてよい思

勝

想があり︑原始仏教より阿見達磨仏教を霹て大乗仏教に至る問

︹旨ic−e∽etCau紹ユes︺P●3︶と讃美している︒

ドストエーフスキイのテーマは︑神及び人間︑そして神と人
格との関係であると言えるであろう︒彼の根故にはキリスト教

に著しい発達変遷が認められる︒そこで心意識説の原始的意味

磨仏教になると︑新たに心意識は六隷心王であることと︑名・

ころ一段を指し︑時には輪廻の主体とも考えていた︒阿見達

先ず原始仏教では心意識は同義語であり︑刹那滅・無常なこ

発達を促している点に注意を向けたい︒

との深い関係を指と
摘それの発展諸型態とを明らかにし︑特に意識体験の区分法の

的な膚仰がある︒そしてキリスト教のうちのギリシア正教の系
るのであるから︑Orie邑a許Christiaヨ

統であり︑カリリシズムもプロテスタソティズムも排撃してい
できる︒神の前にあるもめとしてのキリスト教的︑聖書的人間
観が︑彼の理想である︒
彼ほ彼の究極の真理である神を探求して一生涯菅悩しっづけ
たのである

唯識論害の中︑解深密盛の心意諸相晶では心を阿頼耶識となす

る︒彼の作品中の人物には︑一・方には神を否定し︑自己を神と 義・世・業・施設等の法相分別的解釈とが現われた︒進んで禄伽
する傲慢な入神論者ラスコーリニコフ︑スタブローギソ︑イヴ

され︑かくして伝統的な心意識説を尊重しっつ︑それを発展せ

新解釈が現われ︑穐伽論では更に意を染汚意となす新解釈も表

心を阿溝耶識︑意を宋部識︵染汚意︶︑鼓を大鼓とすることは一

しめて八識説成立の根拠となした︒ところで玄英訳詩論書では

アシらが︑他方にほ謙譲な神人論者のリーニヤ︑アリョージャ
の子キリストの背理︑逆説を信じて︑信仰と愛に生きる人々で

らが屠る︒前者ほ神と正義を否定して結局自ら滅び︑後者は神
ある︒

顎

骨

二五

は相当の理由も認められるが︑譜源的解釈を主とすれば不徹底

染汚意︵心︶ともし︑意を阿黎耶識とも染汚意ともする︒これに

ドストエーフスキイとしてほ︑神人キリスート信仰の具体化と 定しているが︑真諦訳摂論釈や決定蔵論では心を阿黎耶識とも
しての倫規を見出して︑根本問題の解決ができたようである︒

究

ロyア的実存主義の祖と呼ばれるドストエーアスキイの思想

研
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ニ六

皇冒ぺきである︒仏性論の説も正しくない︒次に拐伽窟・起 許相教相の問隠として修行生活における最重要事とさ
教
温
か
信諭直なると同じく心意識説を尊重しながらその内容を著れし
︑く
鳥の双翼︑華の両輪の如しとまで云はれてゐることほ注意
変化せしめ︑新たなる思想を形成せしめている︒即ち拐伽
す経
べで
きことと息ふ︒伐て以下密数的修行における行儀と教理の
は特に心において阿黎耶託と如来俵とを調和せしめ︑起信
心諭
理で
的関係について考へてみたい︒
は心において心真如と如来蔵と阿黎耶詠とを調和し︑意ほ伝統 より手相とは密教的修行の行動儀礼を規定する行儀にし
も
と
的解釈によらず全く独自の解釈を施して五意︵五級︶の分類を
て
発
生的には衝動的な無意義なものであると云へる︒故にこの
なした︒
や
う
な宰相が重視せらるるのは一に教相による意義何が行はる
これを穿するに心意論説はこころの主体的︑基本的なもる
のとの
ころにあるといほねばならない︒従ってこの両者の関係は
探求を獣疫となしているが︑心意鼓説の伝統を尊重しっつ︑し の双翼︑革の両輪の如しとはいひながら両者が二元的に
単
に
鳥
かも新解釈を契機として次々に新たなる思想の展開をなし
あて
るお
理ではなく︑事柏は教相の裏付を得て︑即ち象徴としての
り︑ここに印度仏教における思想発達の特異な一型態を認
みめ
有う
意義な存在となつてゐるのである︒ここで象徴の意味をみ
るのは興味深い︒
なければならぬが︑象徴とは抽象的なるものが具体化されてゐ
る場合その具体的なるものについていはれるのである︒従って
密教的行法に於ける心理と教理
象徴化されると抽象的なるものは具体化さるるため理解し易く
なり︑人ほこの象徴を通して一般性そのものではないとしても
準一般性を手懸りとして其の一段性に到達し易くなるのであ
加
藤
章 一
る︒即ちこの意味において事故二相の関係をみるならは︑人は
事相を適して教相の京す厳木教現に到達し得ることになり︑教
従来の宗教的行動．に関する宗教心理学的関心ほ博捜問題に集

相ら
をれ
ほなれた宰相は考へられぬことになるのである︒換言すれ
中されてゐた感がある︒その後宗教的修行の問顛が取上げ
ば密た
教的修行における行儀と教理とは単にそれらが二者として
るとその行動の行儀や教理についても関心されるやうにな
つ
あつ
るて
のではなくその間に象徴といふ特殊な心理関係のあること
が︑一般的修行においては簡単な行儀の繰返しが中心とな
を理解せねばならぬと息ふ︒
ゐる形があり︑数理的問題がとり上げられながらも特に重
要な
意味をもつとも云へない︒然るに密教的優待においては行儀や

24G

光

事

ワッハの宗教社会学の前提とその課題

月

弘

艶するのに︑ty凰Ogi邑．me旨︒dを採用し︑その規準として

更にTy罵∽OfRe厨iO亡玩・E舛邑琶躍

の中で宗教史研究にお

数社会学の重点を︑﹁特に宗教集団の類型におく﹂と明示し︑

ける類型化の開港に触れ︑これが宗教史家にとつて最後的課騒

なのかとの間を投げかけ︑一応肯定しているやに思われが︑決

してそうではない︒汎して宗教史よりも更に分析科学でなけれ

伊勢神宮にあけるけがれ

ワッハの宗教社会学ほ二つの前払の上に立っている︒即ち串ばならないとする彼の宗教社会学にあつては︑炉型的盤理のみ
一に︑宗教は広義における心理的な経験のみならず︑それが外
にとどぇつて事足れりとすることの非なることは請うまでもな．
面に襲現せられる場面において考えなければならない︒それ故く︑
︑炉型化は彼の宗教社会学の前提であつて課題ではない︒
彼ば宗教を経験的なものと表現的なものとに区別し︑更に後者 然らば彼の宗教社会学の究極的な課題は何かと言えば︑宗教
経験並びにその表現の多様性を認識し︑その昔遍的特質を明か
を理論的・実践的・社会学的表現の三分野に分つのであるが︑
彼の宗教社会学とは正しく夢二の社会学的表現の研究をさすもならしめ︑すべての宗教に適用し簸る妥当性のある親準を打ち
樹て︑宗教的なものと宗教的ならざるものとを明確に区分する
のである︒琴一に︑この研究を進めるに当つて彼ほ︑宗教と社
会との関係を金平且客観的に調査せんとし︑出来るだけ資料をことにより︑宗教経験そのものの色々な側面をよりよく理解せ
広く求め就中宗教史を重要視する︒この広範囲に亘る資料を整んとするにあると青い得よう︒
c−a乳邑 の概念を挙げている︒彼によればこの概念は︑或る

琶コn

となるが故に︑普遍的な価値

知し得る範囲に取つて概観したい︒
であり︑
この際︑先づ損れ︑禁忌︑思慮の区別をみなけれはならない

一定の価値から出発し︑この価値に相応せる現象を至純に分
析し︑それらを矛盾なく再構成することによつて得られるもの
鎌
田
純 一
で︑弾力性のある相対的な客観性の原理に基づく発見的な概念
である︒それ故この方法化よつて得られた類型というものほ︑ 伊勢神官を中心としたけがれ観の史的変遷を︑文献史料で察
一つの相対的な意味での

OugどtO訂という目安によつて生じた訂sicty罵

究

報

告

二七

化を試みている︒しかも彼は汐ciO−○喝OfRdigiOnの中で宗る不浄そのものであつて︑古くより一日︑五日︑七日︑三十日

をもつとし︑彼の実質的な展開において蜃々これを適用し帯塾が︑それほ﹁禁忌隻唾﹂による造なもく︑けがれとは常態を破

研
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二八

の項れが規定されて居り︑禁忌は︑けがれでなく︑それに至る
浸茶席図顕讃文の研究
かも知れぬ為に︑いみ︑さけることであつて︑一日より百日ま
での裁定があり︑思慮︑喋ることは神前において慣らねばなら
ぬことで︑当日或いほ当分の戒めである︒これが時代の下ると
鴨
宮
成
介
ともに混乱して采ているのである︒
さて﹁太神官諸雑事記﹂等より察するに︑奈良・平安時代は 日蓮が国頭したマンダラの御真蹟と鑑定され現存されている
このけがれ観が判然としていた時代というべきで︑禁忌等と混一二三幅︵大石寺関係の数幅を除く︶が御本尊集︵立正安国会版︶

72が一例だけある︒B説の用語並に書体は全く不統一であり乱

鎌倉時代になると様相が一変して来る︒即ち︑一段人の集散滅年数をめぐつて四説が対噂して現代に至るも未解決の状態で
ある︒そこで私はこの国頭讃文を手がかりとして︑マソダラの
が盛んになるとともに︑項れの方は変化ほ少いが︑﹁古老故実
伝﹂ ﹁文保記﹂等にみられる如く禁忌事項が殊に多くなるの上
でにあらわれた矛盾解決に手を染めた次幕である︒
ある︒然し︑その多くなつたことはよく守られたことを意味せ 一︑マンダラ用語並に書体の使用状況よりの検討
ず︑既に崩壊して来たことを知るが︑室町期になると︑更に多 A説ほほ︵御本尊集番号︶にほ針恥ヤ用は対刻尊1︑44は湧某
く複雑に規定しながら︑もはや崩れ︑積れと禁忌とが﹁永正 ●00ヽ○廿● 揺の異例を除いては 吊湧各心︵甲⁝⁚ア︶個湧茶庭︵乃〜鋤︶
記﹂にも窺える如く混同されその解釈も陛昧で︑当然触鏡とす 0廿ヽ
べきをしない場合も多くなり︑戦国期には一層の混乱をみせ︑
内宮・外宮でその解釈も異なるようになる︒江戸時代には更に例も連続的に用いられていることほ︑先づ以てB説の異例的存
畏敬兢の変化︑神観念の変化等より︑幕府側よりその禁忌事項○廿◆ 在たることを物語る証拠である︒次の用語は②湧茶題が亜5153
0●ヽ
等多く出されながら︑非常に混乱して采ていることを知るので54566163の八倒が間断的に存在し
︑⑧湧鼻血は505255訂5860
ある︒
0℡ヽ 64656674乃の十二例が先の②と交互的に混在し︑次に④湧茶壷

乱することもなく︑その解釈も極めて順調に発達した︒又けがにコロタイプされている︒図覇詩文はマンダラに向つて右下の
れ︑罪二者とも祓除によるというけがれと罪とを同様に扱って
部分に書かれているものであるが︑この文中に古来より大問題
● を起す﹁仏滅︵度︶後二千二百二十余年﹂︵A説︶と同じく﹁三
いるのは神に対し純粋に恭順な時代であつたとみて一よいので廿は
なかろうか︒
十余年﹂ ︵B説︶の仏滅年数が含まれている︒古来よりこの仏
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聞に連続的に用いられた似湧茶庭の書体がB説では弘安元年四

雑である︒A説においては弘安三年三月から同年四月の一カ月

側において果されてゆくことを要求する律法は︑人間の不可能

を律法において体験する︒香︑待法は︑神の要求の如くに人間

しルッターのルブターたる本領ほここに表われる︒彼のごまか

神は審判者として︑怒りの神として彼を攻撃してくる︒しか

しなき無限へとつづくからである︒

〇〇ヽ 月から二年四月遷一カ年間に亘って㈱の湧各心と殆どを交
宣互
言に
す近
る︒やればやるほど人間の罪は深くなり︑それはほて
い造に用いられる貯至っては︑全く矛盾乱雑も亦棲まれりとい
るマソダラが混入しているのに反して︑B説は大部分が疑惑あ

ぅべきである︒第一項の検討によつてA説は一部分的に凝惑あ

るマソダラによつて占められているという凝間がここに生じる

ていく︒ここに彼は﹁新しい側﹂が彼の方へ︑即ち神側が彼の

すことなき良心は︑ここにじいつと︑その忽の座の月中に耐え

博

範

の真偽開港を検討︵印度学仏教学会において発表︶して︑仏滅

報

骨

二九

Auf払t籍Nur葬r註en的＄りhicどe．せd●Ⅰ■LutFer⁚−やあ中の

義が︑パサロの恩鴇の救を説きつつなおひからぴてゆくのはか
かる点にあるのではないか︒︵只ar−亭邑⁚ 夢mmdte

ける人間が開港である︒これほカール・ホルがいうごとく︑彼
が独通人であり︑ヨーロッパ人であるからではないか︒福音主

のカをもつた人間が問題である︒怒りの座にじいつと耐えつづ

る彼が︑なぜ︑神に固執せよというのであるか︒固着するだけ

なる彼が誕生させられる︒問題は︑しかし︑かくの如く救われ

る︒新らしい自己がかくして生れしめられる︒罪人であつて聖徒

人間は︑本当ほこのゆるし︑恩寵に支えられてはじめてありう

りに神の前に立つことである︒これが彼の信仰である︒彼は︑

ぅことだ︒キリストが神に対して白身を十字架に殺して彼の代

側の変化を彼は神対神と小う言で表現する︒神が神が対して聞

る︒罪のゆるしの確か嘗をはじめてここで体験する︒この新しい

ぅとする神を見る︒怒りは神の愛．のマスクであることがわか

側へ変ってくるのを見る︒罪人そのままなる人間に交渉をもと

に至った次第である︒以下十数項に亘ってAB両説のマンダラ

野

年数の異説に関する帰結を求めんとするものである︒

救にもいてな去残るもの

河

ルックーは救の確かさを求めて修道院に入る︒そこで彼が見
たものは︑高慢な︑うぬぼれやの幸福追求者としての私︒独逸
神秘主義にも彼の救はない︒酔しれて神性の海に沈潜するには
ると患う瞬間︑とことんまでそれは自己追求HchsucFtである

あまりに彼の良心はとぎすまされていた︒神と人とに仕えてい
自己︑しかもそれがしらじらしい鋭いまなこでみている︒救わ
彼は最後に聖書においてバクやと同じく︑律法の不可能と体

れざる残されたものとしての自我である︒

究

験する︒神に迫っていくことが︑人間の限界を超えていること
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ルックーの宗教観を中心に︶

森

茅

蔵

日本基督教団﹁信仰告白﹂の神学的考察

北

野

一

義
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二rO

これを打開する方法論は一つしかない︒すなわち︑﹁信仰義
ヽヽ 認﹂というキリスt論的卓ティーフの外にあるテキストを︑キ

ヽヽヽ
リスー論の﹁うちに﹂包むという構造である︒かくして始め

つ︑しかも﹁信仰のみ﹂というプロテスタソト的信仰告白が貴

て︑キリスト論外のテキストがその固有性において立てられつ

かれ得るに至るのである︒

紀

神学は結局のところ聖書解釈の聞題に帰着する︒今日のプロ 昭和二十九年制定された日本基督教団信仰告白ほ︑この﹁う
ちに﹂という表現を明確に採用している意味で︑割期的である
テスタソト教会に如何なる神学的課題が残されているかという
ことは︑今日のプロテスタソト教会の聖書解釈が如何なる点に
と患う︒
問題を残しているかということに帰着する︒
私の見るところでは︑ブロテンタント教会の聖書解釈が残し 菩薩教団に関する一考察
ている最大の開鞋の一つほ次の点にある︒1J クーによつて
ヽヽ

なる真理から

て在家信者であり︑仏塔を中心とする借着団の努力はマウリヤ

仏陀入滅後︑インドで仏塔を管理していたのは比丘ではなく

王朝以後急速に増大している︒この信者団の中核をなしていた

一義化は聖書

いうことと如何にして相即し得るか︒カール・ホルは﹃聖苦解

のは大都市の資産着帽級︵grha琶ti︶であつたと考えられる︒

聖等は﹁信仰のみによりて義とせらる﹂という一
ヽヽヽ
読まれるという一義化が成し遂げられたが︑こ

ーの一章的な聖書解釈法が決定的な意義をもつにもかかわら

や資産着であることはこの事実を裏書きしている︒これらの信

法華経や絆産経における主要登場人物がはとんど都市の大商人

る︒大宝悪都伽長老会第十九に言う﹁恭敬を生ずと蜂も心ほ
中に住ぜざるなり﹂という言葉や︑首携厳三昧経巻上に言う

なく︑敬して従わずと言った態度で比丘に対していたようであ

者団は︑初めの間ほ比丘教団に対立するほどの強大な存在でほ

ず︑このような読み方ほ一つのテキストによつて他のテキスト

れていない︒

中には必ずしも﹁信仰義認﹂と相容れないように見えるテキス
ヽヽヽ
下がある︒それらのテキストの固有性を生かして︑しかも﹁信
仰のみ﹂の信仰告白を貫くという神学的方法詭が未だ明確化さ

を﹁圧迫﹂し﹁曲解﹂する危険をもつと批判している︒聖書の

釈法の進歩に対するルターの意義﹄という論文において︑ルタ

ヽ

の つヽル

という言葉などがそれを裏書きしている︒しかしこうした宥和

﹁一切の二乗の法を現行して而も内には諸の菩薩の行を捨てず﹂
的な感度ほBCWサイⅠ世紀の頃には破れて︑比丘教団から在家

bOdhT

として仏陀に直結する立場を明確にするに至る

信者団に走る者も続出し︑在家信者団ほ自ら菩薩教団︵bOdFT
∽at冒a・明月a︶
の′である︒法葦経が地酒菩薩の群れを称する時にのみ

Satt毒・笥眉 と言い︑地酒菩薩のみに法重患想の伝道の使命を

村

日

印度大乗仏教民間信仰妃上に於ける

密教の重要性

木

紀

印度の純部密教が内に股若︑葦厳両系統の教義及び中観︑唯

式とを綜合したことは否定出来ない開港である︒またこれと同

識の両思想を摂取し︑外に婆羅門及び印度両教の諸神と供養形

上に密教の重要性を認めたのである︒従来純部密教は部派仏教

合している︒この点を検討し︑其処に印度大乗仏教民間信仰史

時に大乗仏教の発展に伴い発生せる民間信仰を極めて巧妙に結

托している事実がこのことを裏書きをしている︒こうして附確
が起される︒︵﹁この教法の結集の時︑同志的結合が生れるであ

な自覚を持つに至った菩薩教団の中から更に新経典結集の連動
ろう﹂︒−−−−法華経安楽行品︶︒その時期は大体紀元前後であろ

Guha時
．代より第一期琴一期大乗仏教へかけて発達した雑部密教を投

が仏塔と共に有部に寄進せられ︑甫印

地方で

うと推定される︒その頃には仏塔建設を否定していた部派まで
−

︵例えば中印Matbur砂

合組織したものであるといわれているが︑その雑部密教とは結

が仏塔を建設しており
まh腎a − 西紀前後

局民間信仰に外ならないのである︒今︑民間信仰の特殊性を考

ける幸福が目的である︒目彼等ほ菅門の本尊以外に各自が希望

えると︑H民間信仰の目的は死後問題よりも︑現実の生存にお

冨garj斧邑a大塔−竺世紀の−寄進銘には化他部の名
義が半ば失われかけているからである︒経典結集の頃には菩薩

るには当然﹁息災﹂﹁増益﹂﹁敬愛﹂

する一門の仏︑菩薩を崇拝する傾向を有す︒伺現実の幸福を祈

さえ見えている︒︶︑仏塔を中心に動いて来た菩薩教団の存在意

教団にも在家出家の区別が生れ︑主として出家菩薩によつて結

顎

骨

三一

表われている仏︑菩薩の像にある刻文を見る七︑前述の第一と

達した印皮の考古学即ち西暦前一世紀−西暦十二世紀へかけて

る︒ガンダーラ時代からマブラ時代を経てダブ一夕時代へと発

る︒国事相の実優には必ず指導者︵阿闇梨︶を要するのであ

を示す者なれ﹂という︑ 亦修行法として陀擢尾︑印形︑檀︑供養法等の宰相が必要とな

﹁調伏﹂の四種法が生じ︑

集されたものであることが︑法葦経勧持品の﹁比丘たちよ︑汝
等は汝等白身の辞 ︵sく抑已k晋y旨i︶

究

新経典結集に対する異教徒遠の非難の言葉の中に暗示されてい
るのである︒
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第二の項目が明かに表われて︑一般民ほ現実の幸福の為め︑一
門の仏︑菩薩を信じていたことが実証されている︒この点は大
かに表表されている︒所謂純部密教ほ斯る民間信仰を巧妙に結

乗経典自体も︑亦現存する大乗仏教梵本の宿昔の敬諌号にも明
合し組織立てたものである︒この点は英数義︑事相の上に以下
の如く表京されている︒H民間が信仰せる菅門一門の諸仏請書

薩を頼合したのが其の本尊︒国現実の世界以外に浄土を説かな
い︒国領実の幸福を目的とする四瞳法の強調︒囲三密等の事相
を説くこと︒国指導者たる阿闇梨を尊重すること︒粥現実の生

本

喜

美

共通する婆鹿門の供養法と印度教の供養法とを巧みに摂取し綜

存を妙有化せんと理趣経的実修を強調すること︒国民間信仰に

合組織したこと等である︒

論証に於ける阿甜陀仏論

串

﹃論証﹄は天親の﹃浄土論﹄を曇漕が註釈して︑弼陀願力回
向の網格を発揮し︑瑚陀不其の別徳を彰し︑方便法身の体徳を
曇に曇懇の釈に溺れた阿硝陀仏観について次の三点からみる

崩したものとして重んぜられている︒

Hには︑性功徳の平等に即する智慧・慈悲からみた阿弼陀仏親

ことが出来る︒
日には︑浄入園心茸の二唾法身からみた阿弥陀仏観︒
伺には︑五念門からみた阿頭陀仏観︒之︒

三二

︵此度は時間の都合で目についてのみ速べる︒︶

阿禰陀如来の真実は︑真実功徳相を以てあらわす︒浄土の全
体が性起の義であり︑浄土の現起は法性に契い︑諸荘厳の当体
に真如の徳がそなわっている︒阿瑚陀仏は全牲修起して因位の
願行を成就す︒
性功徳釈に蛙を釈して四義とする︒
相性は本の義
似損習の義
㈲法蔵の発願
㈲必然不改の義
右によつて禰陀は四義在って二利一体に成じ︑諸仏と径庭の
墓ある所以を示す︒
次に慈悲の三縁につき︑龍樹はさきに無縁の慈悲の究極的性
格を明し︑暴悪は︑更に之を浄土の禰陀の性格を示されている
と見られる︒

悲︑即ち理智悲不二のはたらきをもつ．

陸功徳からみた阿禰陀仏観について云うに論証全体の意が牲
功徳にあらわれている︒性功徳ほ因果であらわれ︑不虚作住持
功徳が頻る︒清浄功徳の釈に︑﹁安楽是薩慈悲正観之由生如来
神力本願之所建﹂等とあるのも︑之に摂る︒清浄功徳は国土の
絵相で︑不顛倒の義であり︑隆起の義である︒
国土荘厳申︑体徳にあたる牲功徳は︑平等に即する智意と慈
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的感情は感性的感覚を対象とするのでなく︑先天的正邪感を受
宗教的戚情の二類型
容し︑これを愛し又は嫌悪する︒ここに憲知的感情作用が成立
する︒さらに︑私的感情と公共感情の調和において道徳的感情
− ヒユームとシャフツペリーをめぐつてI
ほ成りたち︑これが宗教的感情と考えられる︒
ヒユームは自然的災害︑人為的災害にみちた自然を表した︒
栴
正
弘
人間ば常に災害におそわれる可能性におかれ︑不安定性の中
哲学史︑倫理学史上︑あまり連関して考えられていないシャ
に存在する︒彼は可能的災害に対する恐怖︑災害をさける希
フヅベリーとと．ユームとを比較する主な理由は︑両者がともに
望という情緒の中に宗教の根拠を︑心臥学的分析によつて指摘
近世ヒューマニズム︑ことにデイズムの思潮の中に位置し︑さ
した︒災害の原因ほ︑理性的推理によつてほ知り得ない︒想像
らに両者が宗教の棍拠を︑人間の感情の中にもとめた事︑猶︑
や
空
想によて災害の原因が擬人化される場合に︑宗教の原初形
かつ︑両者の間にほ人間存在の把握︑感情の構造論転相違があ
態
が
発生する︒災害が多様である如く神々も数多く︑宗教ほ多
り︑宗教に関する情緒的な理解に︑二つの炉型性を指摘するこ
神
的偶像崇拝より始まる︒そして一神教に移り︑また再び多神
とが出来るからである︒家柄等の点においても︑シャフツベリ
教
に遣る︒この干満の連動が心理学的に解明される宗教の自然
ーは貴族であり︑ヒユームほ農民の代表者としての地主であつ
史である︒宗教の根拠は神学︑倫理学︑形而上学︑存在論を媒
た︒
介としない純粋に具体的な琴経験の申に打つて︑当面の情況
ジャフツベリーは︑その存在論的な所説の中で︑人間存在を
に左右される一時的︑可変的内面的情緒にある︒かかる感情に
生物学的︑宇宙聯関の中で把握した︒あらゆる存在者は孤立的
は︑一種の盲目牲がみられ︑合琴王義姉立場と異った宗教感情
でなく︑内的い外的に有機的な存在聯院をもち︑かつ︑宇宙全体にが存在する︒これにもとづくと考えられる宗教ほ民間宗教であ
り︑民衆の信仰である︒
通ずる目的論的な秩序において存在して居る︒人間は此等の存

在者群の中で︑特に社会的存在であり︑目的論的に宇宙の中心
的存在者である︒然し︑他の存在者群との板木的な相違点は人
来的な存在聯関を認識する︒感情作用に受容作用と志向作用が

間の道徳性にある︒人間は道徳的感情を通して︑宇宙全体の未

究

報

告

あり︑志向作用は愛用作用そのものを自己の対象とする︒道徳
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大分県を中心として

九州にふける庚申待
−
窪

ー
徳

息

現在︑日本の良・漁村に残存している庚申待には︑道教の三
といい︑日本でも徳川時代迄は同様によんで︑共に徹夜を実行

戸信仰と塀似する点が多い︒中国では庚申の日の徹夜を守庚申
していた︒現在では徹夜を行っている地方ほほとんどないが大
分県立石町松尾でほ明治末年遷ほ．徹夜を行い︑山香町向野では

庚申待・お日待はねることを忌んで徹夜をし︑もしねた者には
胡椒をふりかけ︑墨をぬるなどしてねかせなかつたという︒三
なお一部に徹夜をする者がある︒同町上ワy谷でほ十二時頃一

重町上田原でほ十四︑五年迄徹夜をしており︑同町牟礼では今
応散会して翌朝また集るが︑これは徹夜の名残りであろう︒な
お鶴崎市瀬戸に︑長崎県亨要村の﹁庚申の娩は︑他人事いうと
も構寝はなるな﹂との伝承ほ︑この日ねないことが原則である
腎を示めすものであろう︒
庚申の日に男女の同会を戒めることは︑全国的であるが︑九
の子ができる︑沸いぢめをするなどといわれ︑島原市でほ双生

州地方でも同様である︒その理由としては︑盗人になる︑片輸

からいわれている︒﹁庚申さん﹂は大体道案内・作の神と考え

児ができるとされている︒中国では︑このことは六世紀の初頭

三四

られているが︑治病神ともされている︒また﹁庚申さん﹂ほ赤

不浄︵出産・月詣︶を嫌い︑黒不浄を好む︑死を好む︑人口の

と︑死を好む神ともいう︒これほ直ちに中国通教でとく三戸の

少いのを喜ぶ︑人を病気にし︑持っている弐で人を焚殺すなど

の三戸が人の命を短くする﹂と伝承があり︑八代市には三戸と

機能を連想させる︒さらに向野にほ﹁庚申の昌にねると︑体内

明記した庚申塔銘が二基ある︒故に日東では三戸の名及び機能
を知らなかつたということはできず︑庚申待の一源流は三戸信

しかし︑股苦心経・庚申真言・祝詞を唱え︑祓を行い︑もし

仰にあるとすべきである︒

くは庚申生れの子に金に緑ある家の名をつけ︑おはぐろをつけ

も附せられている︒そこで九州の庚申信仰は︑三戸信仰・仏教・

ず︑婦女は髪を結わず︑五穀豊穣を祈るなど︑日本だけの習俗

神道・修験・固有信仰の複合体で︑三戸信仰の日東的変容であ

建

造

なお︑猿田彦・背面金剛と結合する以前は︑地蔵・阿琳陀・

ろうと思われる︒

釈迦ともされていた︒

粒

綜合駒伝道学の構成と基本的諸問題

小

伝道に閑し其取本義として︑伝道者と硬伝道者との︑結び合
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究

朝

食

三五

民は
に当
奉仕すると言うが︑これは大衆に対する生活科学の間裔
いが目的であつて︑其結合は伝道者の持つ信仰に成ること
然である︒此伝道的接触に依って起る︑種々の心理を探究あ
すつ
べて︑各個人の生命︑魂を真に救う道ほ宗教である︑此の
き伝道心理学︑叉ほ伝道社会学︑伝道地理学︑等の研究課決
題が
を重要問題になる︒
必要とするが︑特に世界的社会思潮について最も深く考えなか
現代信仰に於ける宗教的希求の傾向
つたならば︑其伝道的効果ほ発揮出来得ないものである︒
伝道とは︑其の宗教の持つ信仰そのものを︑庶民大衆に対し
金
光 建 這
其の魂の生きる道を教えることである︒それ故に庶民大衆から
離れたり︑或は大学の講座の如く︑只其の道を説くばかりが伝
今年の七月八月に日本宗教全段に亘り全国的に質問紙法によ
道の目的を達したとは亨えない︒どこ遷も伝道者と硬伝道者と
る調査を実施し︑回収したものの中から無作為的に五〇〇通の
の︑結合でなければならない︒
資料を抽出して︑特に﹁入信の動機とその宗教的希求の関係を
特に重要なる間趨は︑社会改良論者の言う︑現代の宗教家は
中心宗
として﹂究明しょぅと患う︒
彼等の︑真理を科学以上のものとして知性より徳性を重じ
︑
人観
は神仏を信ずる限り有形無形の何ものかを︑これに希い願
教的情操の滴養︑道義の商学﹂れ等は︑其の個人の意義が主
わないものは無いであろう︒今彼等の宗教的希求を回答によつ
的に如何に純真であるにせよ彼等社会科学的立場から見れ
ば
︑
て的
整地
現して見ると︑身体の健康︑病気平癒︑災難のがれ︑精
社会の反動勢力或はさく攻と支酎とに依って︑自己の宗教
修養︑事業の成功︑金もうけ︑出世︑安心立命︑家庭用滞︑生
位を維持しょぅとしつつある︑これほ権力帽故には︑最も
好
都
酒る
安定
合であるが大衆の利益の存在でないという︑此の思想であ
︒等の順序で極めて具体的物質的なものが全体の汀％︑精
的高
なものほ僅かに17％︑その他が2％︑何も願わない者4％
即ち宗教というものに対し彼等は︑執念的事実として︑神至
と玄
なの
つている︒これ等の﹁願いごと﹂がどの程度かなったか
無上の価値として︑大衆の哀愁︑感傷の情に訴え神祓や幽
るに︑かなつた者78％︑全然かなわない者1％︑わからない
世界に導き入れたりして︑人間大衆を陶酔させようとする見こ
と
者し
21
は︑これを宗教の伝道と考えて屠る彼等に対して︑如何に
て％で概して大願はよい成揖で成就している︒
さ真
てこれ等の人の生活環境を一管するに先づ衣食住健康に対
宗教の観念論的真理を真に信仰上から︑ほとばしり出る其の
し伝
満道
足六割強︑普通三割強︑不満足一割弱で︑現在の収入乃至
理との其の間に︑人間社会の生活科学と結合して行くかが
職︑
業入
に満足な老犬割強︑而も生活内容は終戦直後より現在の方
の重大なる問題であつて︑良く改良論者は人間解放を称え

所
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を肯定させ或は体験させる程で︑夫々訂％という数を京して

三六

入勉として霊視してはいない︒重視されているのはむしろm？

が向上し︑これにより信仰心が強くなつたと答える者が最も多
藤体験の一緑色とその含意
く︑病気は信仰で治るとする者は七割故に達している︒
入信の動機として︑親ゆずりの信仰︑自分の病気︑安心立
命︑肉親の病気︑人生が暗いので︑肉親の死︑家計上の不安︑
坂 本
弘
人のすすめ︑来世を考えて︑仕事の不安︑不幸不運が続いたた
め︑繁栄を願って︑住居上の不安︑文事伝導︑災難︑家庭の
こ不
こにいう禅体験の一特色とほ︑見聞覚知を入勉とするとこ
和等の順に答えている︒曇で特に注意すべきは入信の動機
ろと
︑宗
換言すれば霹験に即してさとるところを指している︒とい
教的希求が直幕強力に結び付いている点で﹁親ゆずりの信
乍仰
鶴﹂
無論見開覚知を入勉とするのが禅体験に限つているわけで
は概して既成宗教に多く︑その他の動機は新宗教に多い傾
は向
なで
い︒われわれは東西の宗教的体験の記録に度々その形跡を
ある︒
見出すことができるであろう︒しかしその多くは︑それがいわ
この人達の入信時の感銘や︑その後の教えの受取り方に
ばも
偶そ
然の事件であることを物語っている︒そして体験者眉らも
の特徴が現われている︒かくて宗教的希求心ほ﹁虫の知ら
そせ
こ﹂
に神の手を感受することほあつても︑特にこれを本来的な

さらに︑それは実地の問答︑接待の上に具体化されて︑禅体
験・禅的修道の著しい特色を打ち出しているのである︒
さて︑この見聞覚知を入勉とするということは︑単なる修道

dに
i蛋
いる︒人は死に臨んでさえも求め且つ祈る︒況んやこの世
生iOnこ︒n旨p−註︒目等の神鱒王華約沈潜の方法である︒
を有する限り神仏に祈願し希求し止まぬ心を胸に秘めている
と︒
ころが禅にあつては事情を具にしている︒すなわち見開覚
知そ
をの
本来的な入勉として確認しかつその修道上の意義をも強調
捻じて宗教的希求は入信の動機と密接な関係を有する︒
し比
て例
いる︒例えば︑
動機が現実的具体的物質的であれば宗教的希求はこれに正
従に
事上待解若気力壮︑−少室逸書参照−のみならず禅は︑
し︑逝に精神的の場合も亦同様である︒而して新宗教は前者
参尭に当つてつねにここに着意すべきことを反復教表してい
属し既成宗教は後者に罵す傾向が認められる︒更に宗教的
希
求
るれ
︒る
例えば︑学通人︒唯認見開覚知︒蒐為動作︒空却見聞覚知
の傾向がその宗教の性格と密接な関係を有することが伺わ
のである︒
心路絶︒無入処︒但於見聞覚知勉認本心︒−伝心法要参照︒
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る︒それでこそ本来の入勉となるのである︒見聞覚知とほ︑そ

上の手段・方法に止るものではなく︑存在論的根拠に立ってい

れによつてわれわれが存在となる識別露廠の最も単純簡明なも
のに外ならぬ︒そこで神体鹸は︑識別経験を媒介として識別以
前もしくは存在以前を体得的に認識する︵恵得・承当︶もので
ある︑と云い直すことができよう︒ここにいう識別以前或ほ存
在以前とは勿論時間的・心理的なものではなく︑識別の端的︑
存在となり出る端的︑に当つていわば被照明的に認識される具
ヽヽ
次元・深次元のものである︒言葉の腺路上以前と名附けるにす
ぎない︒ところで︑識別は単なる識別に終るものではない︒識
別とともにわれわれは存在となる︒識別とともにわれわれは博
執を生ずる︒従つで識別経験は情執経験としての反面を宥しな
ければならぬ︒
すでに識別にほ背反︵識別以前から背き出ること︑孤負︶の
ヽヽ
意味が含まれているが︑それほこの情執面の反省によつてより
ヽヽ
あらわに︑より感じ得るものになる︒それはやがて罪障或は存
禅は本来識別緩鹸を入処とするものである以上︑単純簡明な

在障の自覚に通ずるものである︒
知覚経験とともに情執的により顧薯な経験からも入り得るもの
でなければならぬ︒しかし実際上禅はこの方面には発展しなか
った︒大体において単純簡明な知覚経験に入勉を求めるに惧い
た︒われわれはここに禅の︑実存論的でありつつしかもなお主

究

報

告

知主義的な性格を見ることができるであろう︒

研

氏神の他借仰塙取の問題

桜

井

徳

太

郎

氏神が主宰管密する領域に︑外から異質的な地膚仰が侵入し

てきた場合︑両者の間にいかなる摸触現象が惹き起きれるもの

であるか︒この間匪を宗教民俗学ないし民間信仰史の立場から

追求しょぅとしたのが小論である︒

ここで他信仰というのは︑地域社会内に持ち込まれる外来信

ト教などの外来宗教せ含めなければならないことはいうまでも

仰の一切を含む︒したがって︑その中には仏教・道教・キリス

ない︒しかし︑ここでとくに採り上げて問題にしようとしたの
ヽヽ
は︑そのような︑明瞭に外来信仰と日される外来の宗教ではな

しに︑同じ日本民族の間に成立した神道的な信仰でありなが

ら︑氏神信仰にとつて他信仰と意識されるところの外来信仰で

ある︒それほ一見︑氏神と同質な性格をもつもののように考え

られてきたのであるけれども︑必ずしも一概にそう結論できな

外来信仰を摂駁する際に執った日本の氏神の態度は︑いたつ

い場合が多い︒

て寛容性に富み︑大きな包擁カを発揮したようにいわれる︒神

仏習合︑太地垂迩などがそれに当るであろう︒実際︑村落に鎮

らも︑このことは否定できないようである︒しかしながら︑氏

座する氏神の境内に︑数多き雑杜︑石像が混在していることか

lニ七

25ア

ヽ

きない︒そうした状態にいたるまでには︑幾段もの変遷があつ

神のこうした実情は必ずしも在来の姿であつたということはで

て︑その権威がかなり強く氏子に働いていることなどから類推

たのである︒氏神が自己の管轄する地域社会に対して︑大きな
拘束力をもつていたこトは︑氏子入・氏神祭などの神事に際し
されるところである︒また︑御師や修験者などによつて布教伝
が︑村々に入りこむ場合には︑必ず在所の氏神の承認を求めな

道された熊野・伊勢・三峯・戸隠・出羽三日等の神道的詩信仰
ければならなかつたのである︒そうした事情は︑村落内に結成
された与﹂みの︑これらの霊杜を崇敬する信仰団体である代参

藤．正

順

講の講習俗せ︑子細に検討することによつて明らかとなつてく

るのである︒

八戸市周辺の巫俗の業態

佐

東北各地の巫俗調査を待ったうちで︑八戸市周辺のミコの業
東北各地の中小都市周辺にはミコが存在する︑わけても八戸

態を中心として述べる︒
市周辺に多く存在し︑集団的組織化せる三八盲女信仰会なる同
業組合組織が形成され︑四十四名から構成されている︒分布図
ほ別紙の如し︒借上北盲人会︑下北盲人会の如く︑旧南部領に

見られる︒

三八

当地方に特に目立つ著しい現象である七日盆又はイタコ祭と
称する旧七月六日︑七日に百石町法運寺外四箇寺に於て︑ミコ
が多く集合し︑参集する一般人の求めに応じて夫々口寄せがな
される行事がある︒この行事の発祥ほそう古くなく︑法連寺が
最も古くて明治十七年以降と伝承されている︒そして段々波及
して行った︒この傾向はミコに対する社会的要求︑当地の巫俗
社会における機能が綴抵に横たわってあると考えられる︒行事
は口寄せを中心としている︒語りは産土神文は内神を降し︑デ
イビネショソがあり︑次いで先祖から順序に新しい仏を寄せ
る︒一段人は熟知のミコよりも︑未知のミコに依頼しょうとす
る様に︑未知のミ七が集るこの機会に多数参集する傾向を京し

ている︒

東北各地に広く見なれるミコがその日宅︑或は依頼者の家で
行う所の口寄せは︑当地では新口の外︑春秋彼岸に寄せるのを
常としている︒春彼岸には鞄嶽探しが語られ︑両彼岸とも供養
のため潜られるのが主である︒オシラ遊ばせほ旧正月長者物語
を語り︑青凶禍福︑作占︑漁占等の予言が月を追って語られ
る︒オシラ神ほ一部落又は数部落に一箇あり︑ミコが俵赦され
廻って歩くのが常であると言われている︒神降しは何時でもよ
く︑予言が中心となり︑病気︑共助︑方角等の依頼が多い︒他
に卜占︑数珠占︑祈頑に依る革もある︒仮子として病弱の子を
萌む風習も見られる︒前売せる分布図が示す多く︑ミコの密な
地域と疎なる地域とがある︑密なる地域にては分業的職能化の
傾向を示し︑疎なる地域にては未分業的傾向を表している︒農
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実存の診断は実存の意識を通じて掠合の秩序を目ざして行われ

をそれとして置いた他者たる神を通じて神へと自己を基礎づけ

る︒併し斯かる綜合として置かれた自己となり得るのは︑自己

村社会の要請から日成駒に業態の特相が達成せられたのであ
寄倒は省略した︒︶

ろうけれども︑呪術宗教的であると考えられる︒︵分布図並に

に神によつて可能となる︒実存の覚醒駒診断が教化的診断たら

ることによつて可能となるのであるから︑実存の診断は根源的

ぬ︒そして﹁死に到る病﹂では斯かるキリスト者の無限に恐れ

学の棍直にはく吉○訂nにもとづく宗教的実存がなければなら

さて哲学が哲学的実存からの哲学であらゎばならぬ如く︑神

ねばならぬ所以である︒

本朝骨は︑東北大学宗教学研究室を中心とする綜合研究に関

本

しての調査精兵の一部である︒

死に到る病に対する一考察
島

っつけ︑根源的に質的差異のある神に面して斯かる実存が罪で

題として︑その実存の絶望というKrisi00を打邑i拷hに霧呈し

る死に到る病を明かにするために実存の自己の問題を自己の問
が︑そのためには教化され覚醒されねばならぬ実存の在り方が

﹁死に到る病﹂は教化と覚醒のために論述されたものである
何等かの仕方で明かとされていなければならない︒それを実存

両して生起する実存の只ユ乱sを

あるょいう神からの診断の下に︑なを且つ絶望せる自己が神に

キ

ュ

メモてム

木

光

緊張の下に死に到る病が診断されていると患われる︒
エ

世界教会論の一課題

鈴

世界教会論は︑神学的であると共に実践的である︒いな︑深

武

る︒それ故教化的診断と覚醒的診断とは相互に助け合ってその

kritiscFに診断するのであ

の診断とでも呼ぶとすると︑﹁死に到る病﹂に現われている実
実存とは自覚存在としてその自覚紆−訂t訂wu邑乳nの契機

存の診断の性格は凡そ次の様ではないかと思われる︒
として自己自身に関わる意識関係性を荷っている︒そこでは自
ある︒この意味で実存とは﹁意識の秩序﹂に属する自己とでも

己意識の上昇過程として意識が増せば増すほど日己が増すので
いうべきものをもつている︒それと共に︑キュルケゴールは人
ら置かれた関係として﹁綜合の秩序﹂に属するものとしての自

間をキリスト者たらしめようとするのであるから︑実存は神か

三九

れほ︑各教会の神学論の中止︑妥協︑からでなく激しい神学論

骨

く神学的であるからこそよく実践的であるのである︒それ故こ

報

と﹁掠合の秩序﹂は互に他の契損なしではあり得ない︒従って

究

覚存在である︒斯くして実存の自覚にあつては﹁意識の秩序﹂

研
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の主張と紆聴を通して発展するのである︒勿論︑それは単なる
仰と聖霊の革新を祈りつつなされるのであるが︒従って︑ここ

学問の論議ではなく使徒速からの唯一の重なる公会における信

四〇

際

拾

が︑仮令えば︑ニュービギソやクェデルに見られる様に︑起る

であろう︒

木

在を思惟しっつ︑︵つまり辞はW認昏に外ならぬ︶人間を如
何なるものと考えたか︒此の事は根拠への関係を問う事であ

縮たる﹁ドイノの哀歌﹂に於て︑如何に詩作していつたか︒存

此の困窮せる時代d昏卓igeNeitの最中にリルケほ晩年の凝

鈴

﹁
では信仰の相澤撮制の苦学﹂そが重要な課題となる︒例え ば︑正教会の
聖ド
母イ
マノの哀歌﹂に於ける実存と愛
リヤ学や聖職の使徒承継説の如きは重要な
課題でなければならない︒
周知の様に︑世界教会論は︑ただに福音派教会のみならずカ
ト∴リブク派常教会の再一致を意企するからである︒ここに於
て︑両派無数会に於て言わば架橋的役割を額ずる職制として聖
職の使徒承継説の論議の激しく論ぜられのは当然である︒
始めに︑この説を強く支持するカーク・グアント等の立場を
述べ︑この主袋の真の意図を伝え︑次にこの主張が世界教会論

﹁人間は階層に於て孤独であり﹂

﹁頼みがたなく︑．自らの名

り︑そこに天使︑人間︑動物等の階層がみられる︒

ヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽ
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かくして互に︑自己の主張が生かされ文庫聴に依ってそれが
殺される所︑世界教会における新しい意味における使徒承継

クの分肢説の板拠となるアウガスチソの立場を知ることであ
る︒

せられる︒そして︑この事がかりとしてアシグロ・カト∴リッ

徒承継的聖職ありとの考え方についての信仰的自己批判が要求

﹁Waヒ乳認

として上昇する可能性を秘め︑中にあり乍ら外に引き出

ての深渕︵d昏f爵eNeitが京す所の︶を開くのが紆FヨerNで

す︒かくて知りえざる世界の涯に出でしめる︒そこに根拠とし

Ca忌

としてdasW汲end汲Fer完である︒而も愛は

素より人間ほ﹁胎内より生れ出でては︑飛び立つべきもの﹂

限なる存在であり︑そこに空間の秩序の成立を見る︒

条約意義︑妥当性と有効性についての神学的反省が要求せられ
と不可視の連関をもち︑世界をwdtenしているが︑﹁人間は
る︒
停なく﹂︑﹁何処ゆくとも無ならざるはない﹂︒一切の流動の最
ヽヽ
琴一に︑カト∴リック派語数会におけるカト∴リック教ヽ
会のみ
中使
にあつて︑無が先行する即ち無への存在として︑不均衡で宥

いと患う︒
附けし世界の中に生きている﹂が﹁物は僕たちを必要とし︑又
ヽヽ
第一に︑この事を傾聴するために福音派諸教会は︑聖職頼
の聖
る︒﹂生存の様相として呼び︑又︑名附ける事によつて︑世界

に放て如何に生かされるかと云う事を次の二つの点から述べた

ヽ

に死を先攻し︑不断に死への転生を呼び︑不確実なものを確実

人世を負い︑﹁不安の生に堪ゝ己︑苦悩を身に負いつつ︑此津

いるものとの︑いずれかに偏しているかのように見受けられ

摩挟であることの単なる否定の下にこれを葬り去ってしまつて

あつた︒﹁NureiゴMa亡であるが︑﹁取り消しえない﹂不確実な くは遠摩の思想に擬せんとしているものと︑それとは反対に達

なものにしよう即ち︑﹁永遠に化そう﹂と﹁試みる﹂︒それは

前者のとるべきでないことはいうまでもないが︑かかる撰述

る︒

決意と結びつき地上の意味を重からしめる︒而も超えらるべき

ヽヽ

者があつた事実を示すと見るべきであろう︒従って︑それら達

ると考えるか︑或ほまた︑かくあらしめたいと努力しっつある

持としては︑達摩の必要︑即ち禅宗︑を︑このようなものであ

は自らであり︑上昇する実存のWOra邑Finが実は﹁心の内部が作られ︑或はそれに達摩の名が冠されている事実は︑その当
に画かれた世界﹂なる事を示している︒﹁全血脈をあげての生
存をもつからに︑此の地上にある専は素晴らtい﹂と云う無さ

を根拠としつつも貴a笥に堪えようとする︒何故なら﹁悲哀
の果てゆく所︑それが反って盲び又﹁支え﹂となるからであ

大

職

骨

という句が見出されるから︑時代的に達摩

四−

南山念仏門禅宗︑浄衆宗︑牛頭宗等の如きもあつたのであつ

然し七世紀頃鹿に禅宗内にさえ禅兢と念仏との二門を拡めた

ものであろう︑などともいわれている︒

功徳は静観とは関係が無いから︑これは誤ってここに混入した

の撰ではあり得ないといわれているのみであり︑且つ念仏十穣

曹︑唐音こ静庸一︒﹂

この一巻についても︑従来は︑その文中に﹁禅定者︑西城梵

大声の念仏の十毯の功徳を説く一段とがある︒

無相禅親行とも名づけるといつて︑坐禅の功徳を示す一段と︑

れ︑初めにいわゆる七種観門が説かれ︑これを東夷道とも大乗

焼塩本スタイソ本葬二五八三尊で︑大正大蔵毒舌逸部に収めら

さて︑南天竺菩纏遠摩禅師誤用と顕する一巻は︑大英博物館

摩の名を冠きれている諸般の撰述に対する思想史的見地よりの
り︑死への成熟と兵に︑今や﹁無数の存在が心の申に生れ出て
研
究は︑むしろ禅宗思想史上の中心課題の一として重要視され
いる﹂︒それは immer乳FOn︐n寓h2．註t の生となる︒こな
こければならないのではあるまいか︒

に失せゆいた神聖の痕跡の辿りがやがては昆軋−となろう︒そ
れは仲介者を必要とせぬ実存であるが︑その明噺性の故に自ら

美

の限界︵例えば時代観の幼推さにあらわれている︶を量産して
はいないだろうか︒

口

連摩描師親門︵倣燈出土︶について

関

菩提達磨の名を冠した幾撞かの撰述が古来世に行われてお
り︑また近時轍短からも新たな数種が発見された︒それらに対

究

する従来の詩学者の所説は︑むしろ敢えてこれを達摩の説もし
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て︑この一巻の如きも更に綿密なる検討を宴する︒

渾士教展開の一考察

田

菩

−京都を中心にした旧仏教に対してi

仙

久

我が国に於ける浄土教の芽生えは︑平安時代の比叡山に於け
る念仏常行三昧堂に窺えるが︑これはあくまでも叡山に於ける
念仏であつて︑これを市井の民衆に流布したのは空也であり︑
山上に於いて理論的に展開したのは源信であつた︒しかし何れ
の場合に於ても念仏行それ自身独立したものではなく︑全て寓
め︑始めて敦判を立てて教義を整え︑行法を選んで一宗の形式

宗としての地位に過ぎなかつた︒これを旧仏教より独立せし
内容を組織したのは源空の浄土宗であつた︒彼は衆知の如く︑
れながらも︑急速に展開されて待ったのである︒特に京都に於

叡山の念仏僧であり新宗派を創立したが為に絶えず迫害干渉さ
ては︑旧仏教の地盤でありながら漸次その教線を侵透させてい
るが︑それほどのやうにして行はれたのであろうか︑丁度此の
時期は社会機構の上に於いて︑班田社会が崩壊し︑荘園社会へ
の経済的基盤としていた︑然し応仁の乱を境として荘園社会か

と転換して︑仏教ほ国家や貴族から与えられた拡大な土鞄をそ
ら知行社会へと社会機構の推移するにつれて今までの経済的基
盤ほ漸次崩壊の途を辿りつつあつたと云う社会機構の変動ほ見

四二

園

賢

了

逃せないが︑それに加えて応仁の乱を頂点とする兵火で京都の
寺院ほ殆んどが被害を受け︑それの復興修造を寺院の手で行う
事は不可能に近い状態になつていた時にその修造に貢献したの
が勧進僧であつた︒彼等の全てが浄土教の僧侶であつたとは云
へないまでも︑勧進に従事した僧侶の殆んどが︑念仏の功徳を
説一いて広く民衆からその資を募ってをり︑それによつて復興修
造された京洛の寺院︑清水寺︑誓願寺︑真如堂︑鞍薦寺等ほ旧
仏教系の寺院であつたのが︑浄土系の僧侶の手を借りなければ
復興出来なかつたと云う所に︑旧仏教の後退と浄土教の展開が
あるのではなかろうか︑そこにほ勧進僧の汚鹿が大きな足がか
りとなつて旧仏教内に侵透しているのであり︑その代表的なの
は東大寺復興の勧進をした重源がその適例であろう︒即ち浄土
教が旧仏教の申へ畏関して行くには︑その間に勧進僧の活躍を
考えねばその過程を明らかにし得ないと患われるのである︒

現存する宮寺

竹

神宮寺は白鳳時代に伊勢大神宮に附属して建立せられて以
来︑奈良朝︑平安朝に中央︑地方の著名な神社に建てられ︑鎌
倉時代を経て殆んど全ての大小の神社にも建てられた︒別当以
下多数の社僧は神前の儀式を司って︑社家︑神人の上に任し︑
神社の実権を握っていたが︑明治維新の神仏分離の合によつて

26貞

は復飾して神官となつたり︑或ほ商人や農民となつたりして︑

神宮寺は破壊されるか︑或いほ神域以外に移転させられ︑社僧
神宮寺は亡び︑神前の仏教儀礼は靡止された︒こうして千二百
けれどもこのような分離が行われずに︑現在も神宮寺として

年来の神仏習合の形態は名実共に終止符を打ったのである︒
存続し︑その機能を果たして︑いる診らしい寺がある︒故賀県近
江八幡市大字鷹飼の福円寺がそれである︒この寺ほ国字の八幡

タブーの一考察

竹

中

倍

メラネyア地方の宗教の性格はマナ観念を基調とする死者乃

常

る︒この寺と官との配置情況を見ると︑約三冒坪の境内に同居

僧眉整除大法師秀栄の弟子乗数房が造営したという記巌があ

佐々木民顔が勧請した官で︑社殿ほ寛文十三争︵一大七≡︶社

近づいたり︑見たりすることをタブーする︒この直摸朗タブー

系列に於いて見ることとする︒第一にほ︑死のタブーの最も基
本的なものは屍休そのもののタブーである︒屍体に触れたり︑

が出来ない︒ここにほ死のタブーを整理して得た結果を二つの

ているが︑死のタブーに関するウエイトはこれを看過すること

従って︑此地方に於けるタブーも︑その様相は多肢にわたつ

至死者の像の崇拝として傾向づけることが出索る︒

に寺の不動堂と庫裡があり︑社殿の正面に当る道路上に大きな

し︑境内の中央正面の奥に一間単四方の社殿があり︑その左側

から派生したものは︑死者の持物・財産・遺族・近親者等に課

神社の神宮寺であるが︑この八幡神社は更和二年︵一三五三︶

石鳥居がある︒社殿の神体は今以て本地仏の阿爾陀如来を安置

との関係に於いてタブーされる︒死のタブーの棍源駒原理は︑

せられるタブーである︒これ等はいづれも直接又は間接に死者

が︑上述の如き屍体乃至死者との関係に於いて設定されるタブ

その現象の異常性とそれに内包されるマナ観念にあるのである

している︒専と瞥との配置その他全て習合時代のままの形態を
此牟礼八幡宮の神主が出張して儀礼を行う︒しかしその祭典の

残している︒行事としてほ宮の三大節と月並祭典には八幡市の
初めに専の住職が法衣を着けて社殿に上り︑先づ大股書経を唱

ーはいうまでもなく︑マナの持つ伝染性によるものである︒タ

用して神前に於いて大股苦慮を読み︑護摩をたいて部落安全と

えなければ祭典を行うことが出索ない︒叉四月十四日の村人の
加わる祭礼にも︑前夜の十三日の守宮にほ住職が素綿五条を着

の色々の儀礼の原理たるにある︒デュルグームが探求して待っ

ブーの宗教的機能は︑このように∵万に於いては︑対象を個別
化すると共に︑他面︑タブー対象の伝染性を阻止防禦するため

部

骨

四三

これに対して︑死のタブーの他の系列に死者の名のタブーが

たのは此部面であつた︒

五穀豊穣の祈願をする︒その他宮の行事に住職が揖極的に参加
して習合時代の儀礼を継承しているので︑この地方では宮寺と

究

称して神仏分離以前と同様の崇敬をつづけている︒
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四四

死者そのものを回避することを意味する︒即ち伝染の場合の如

に研尭されているが︑名のタブーも亦実質的にはより在寮的に

ある︒名と本体との閲未心理はレギ・プリユールによつて詳細

の初まりである︒﹂と述べているが︑彼にとつて︑自由は︑人

自由が働ぐ︒それは︑測り知れない神秘であり︑すべてのもの

而上学﹂に放て︑彼は︑﹁存在以前に︑何よりも深い至高の

傾向を如実に示す﹁自由﹂があげられると患う︒﹁終末論の形

学﹂

﹁人間の運命﹂等を中心に検討してみる︒先ず︑彼独白の

き何等媒介的なものを認めぬタブーである︒従ってその及ぼす

夫

を︑神人キリストに求める︒愛し︑苦しみ︑非有駒な自由の深

渕に降り得る神人キリストと︑一体になつて︑初めて︑自由な

三

せ︑この世の変形に向つて働く︒彼は︑この神と人間の統合

のにない手であつて︑神と人間は︑互に応答しあい︑終末の

主的な神ではなく︑人間も又︑本来自由であるが故に︑創造性

あつた︒彼に於ける神は︑神聖の深みから生じ︑決して専制君

間︑神︑悪等の基礎にあり︑対象化よりの脱却のエネルギーで

範囲は更に広大となるが︑逆に︑その作用カは抽象的なるが故

貞

メラネジアのタブーに関する昭和三十年度科学助成による研

に概して弱いようである︒
虎の一部をこれに当てたのである︒

口

ベルヂヤエフに於ける宗教息想特質

田

る︒以上彼の宗教思想の樽質は︑自由を基とする独自なキリス

る神の王国がひらけるというのが︑彼のキリスト教終末論であ

ト教終末静にあり︑観念的に把毒された合理的静的なものでな

﹁ロyヤ的理念﹂によ

れば︑彼の宗教思想が︑彼の強い個性より生れ︑変転の多い苦

のといえよう︒

く︑彼の個性︑生活史より生れた極めて能動的創造的性格のも

ベルヂヤエフの晩年の著﹁夢と現実﹂

る然売約非合理的な傾向があつたことが指摘される︒彼は︑苦

中

シュライエルマッヘルの字音直観

田

ょり︑客体的に立てられた対象を此方から出た光が照らすもの

シュライエルマヅヘルの宇宙直観は人間の既存の認識能力に

英

闘の生活史と共に成育し︑その背景に︑ロシヤ思想の特徴であ
い蒔から︑いかなる圧迫にも反抗し︑人間の個性を︑この世の
対象化から解放せんとする激しい情熱に燃えていた︒革命︑大
リスト信仰に到達し︑独白のキリスト教終末論を築き上げた︒

戦︑亡命生酒等︑種々の苦しい生活体験を寝て︑遂に︑彼はキ

﹁終兼論の形而上

以上の彼の宗教思想形成の特質は︑そのまま︑彼の宗教思想の
内容の特質につながるものと患われる︒
内容的特質について︑彼の署﹁神と人間﹂

26▲

報

告

四五

ではない︒何の準備もなき人間が不断些活動的な字音に働
たか
もれ
のが直観である︒其ほ字音の働きが新な自己の被造物へ
て字音の働きを見る者にさせられる︒宇宙の働き以前には直鏡 事であり︑宇宙自身の屈折が人間においての屈折となつ
折
し
た
に無氾な我々が受動的に宇宙の能動の場所になる辛が働き
たを
事見
︑働きを一つにした事である︒
る我々の能動の場所になる︒宇宙は自己中心的な自我の反省に
おける日我のクラ木スの申で抗えられるのでほない︒宗教ではカントの根元惑について
宇宙の働きに直按にノ触れて人間を人間たらしめる宇宙に向い︑
自己の働きの出発点を外なる宇宙の税源的創造的活動から持
贋
造
っ︒其は独り宇宙が働き出で働きの中で宇宙が屈折して宇宙自
身を見る如き宇宙のクライスの申に我々が外から入れられる
R仕
di乳On旨F巴bderGre臼籍ロderb−0∽給n≦叩−﹂巨星．で︑
方で直観が我々の内のものとなる事である︒つまり字音の屈折亡巨旨長野色ichに宗教に至る︑というカントの官業は︑
道
徳
は
で被造物の活動の場所が開かれる事は︑一方で始めから我々が
カ
ソ
ト批判者学の運命を育っている︒実践理性の健位を蔑めた
其を持たない為に自意識的な日己の予想し得ざる外なる出
ヵ来
ン事
トは︑自由の確立によつて︑私は何をなすべきか︑に答え
と見られる︒併し中心的位置を宇宙に空け宇宙を主体とし
よて
う招
とした︒それは︑結局︑人間とは何ぞや︑に着えることで
入して生命が充足される故に︑他方で我々が我々になる事
あ︑
つ宇
た宙
︒﹁私﹂にとつてのこの問題の探求によつて理性的人間一
の能動が我々の心情の動きそのものになる屈折と考え得る︒其
段
の
普遍的課題に答えようとする点に︑カント哲学の一つの難
は我々が宇宙から生きているという両者の直接的な合一の
点神
と秘
限界がある︒カソト哲学ほその論説の当面では︑常に理性
的廃間を体験する以外には起らない︒合一と言つても能動的な 一般が有られるけれども︑実は﹁私﹂の普遍的表現であ
的
人
間
字音に対して自己のない仕方で合一の企てを無視して起り
る︑
︒英
普遍的課題の探求としてのG2已−egung2r呂eす冨鼠k
が体験の性格となつている︒故に合一以前に自己があつて
験Sitte昌や只ユ江kderp⊇ぎi籍Fenくerロ亡ヨtによつて
d体
er
するのではなく︑合一の申に溶けた自己が自己になる辛が
由体
の験
確立を果し得たであろうか︒むしろ︑彼は︑叡智界と感性
である︒自己と体験が別々ではなく合一を体験する事で始めて
界
と
の有限なる中間者が人間であることを︑我身にひきあてて
自己も自己になり︑宇宙の働きに生きて与る︒かくして瞬
実間
践は
的に知ったのである︒それ故に︑﹁私﹂の意志の問題を理
我々の出来事となり自己の中に無限者を見出し得る︒此の体験 性者一段の立場に還元して道徳律の可能を確信する外なかつ
ヽ
ヽ
が体験の中に人間の立場で屈折し反省を通して意識に高め
のら
でれ
ある︒これが汐亡enをKO冒呈に先行せしめた所以であ
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社会をカソ†に提示しなかつたし︑彼の思索の内的事情から

でなく社会的であつたであろうが︑現実の歴史的事情がかかる

四大

に実践的に立証されねばなちない︒斯る反面において︑道徳律

inte−F乳b訂a訂r5．1mer

でなく︑Frei訂it

i洛明仁t︐der

日常−

n邑寧弼であり善と同じ板警において人・間歪に共繁

に肘着するから

る︒然し︑この道徳待は再び﹁臥﹂の自由意志を通し︑自得的

Cすakter

荘l

も︑彼の確信は宗教的であつた︒彼ほ絶望の淵にのぞむのは︑悪
ほ人間にとつて吉日2Fturという根深さの自覚による︒それ

かくて︑露わになつた普遍的なる道徳待と私の自由意志宅i−

empiriぎ訂

ほ単粒ang各Oren

は神の命令となつたのである︒
弄守 との背反が︑命令への献身と確信にょってのみ克服され
る︒かくて始めて︑ausP詮cbt︵亀ich︷m師数的でない︶な行
為によつて自由は可能であるが︑その自由は内部的にほつねに

Wider笥buユ

命令への決断的献身としての

ReくOF江On即ち

によつてのみ︑その克服が期望される︒それは宗教的確信であ

るのであり︑それ故に悪ほradi訂−なのである︒かかる悪は︑社

ついての選言的命題が浪示される︒而もリゴリストたるカソト

量的自由意志による背反をんでいる︒即ち入間の善悪転
2
ほ二重性絡的中間者として自己を規定することを許さない︒そ

る外ほない︒

築かれた晶の王国が︑根元悪によ畠り試棟に耐えて板木

実践理性批判において確立された自由︑判断力批判において

こに悪の根元牲が奏践的に自覚されるのである︒それにも不
選言助命桓に直面して︑カントほ理性のオプティミズムとべy

ていうならば神の理念の追求ともいえるであろう︒それにも不

的に確苦れたのは︒の信仰的確信による︒の対象につい

拘︑最高拳の確信も︑目的の王国の確信も全よ崩れていない︒

︑︑︑ズムの聞に︑或は啓蒙と浪漫の間に立っているといえる︒か

拘︑理性の立場が固守されているのほ︑教会への批判︵不信で

鞋3

くて︑幸恵の概念規定は個別的人間の立場からは出来ないこと
であり︑実践理性批判のParadO粥

の根元惑ゎ思想は︑自由を根源的に基準つけることとなり︑最

立っているといぅ歴史的事情に基くものである︒かくてカント

der

蜜ibid−S．−ナS．￠○

Gr巾ロNen

Kants

b−0∽籍nくer邑．s．−誓．

NOte●三Ma邑n絆F已t指

る︒

も未来的意味において人間を教育するという役割を果すのであ

ない︶によるものであつて︑それは啓豪と浪塁の転回点に彼が

それはまた自由の可能性についての勺aradO舛 でもある︒
か．くて普遍的道徳律を媒介として︑人間性における悪の根深

として善悪ほ湯元される︒

さを実感すると同時に︑むしろその悪の故に自由の可能を確信
した︒それのみが絶望の克服である︒而も道徳律が神の命令で
ある︒命令こそ絶望の克服であるならば︑命令は﹁私﹂にとつ
て信仰である︒かくてカソトは道徳信仰の立場を堅持しながら
を︑近代歴史的社会立法として自覚するならば︑確信は宗教的

教会信仰への接近を表している︒道徳律の内容たる普遍的立法
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︻皆10給 ざFat史∴Die Re−i乳○宏冨i−○⑳OpEe
−の﹃．

Ra邑仏
−握
S．
把
が困難なのと︑事実を理想化する傾向をまぬかれ難いので

握せしめるものであると患う︒

から全体的目的を見る立場が着実でもあり︑統合を立体的に把

直ちに賛同し得ぬ︒後者では統合は仮説で︑文化項目の内的連
富HemannCO訂n． 謬ntゆH訂gr旨d仁ng der関
Eが
t中
hi
心k
テ−
ーマとなつている︒そこで夢二に制度の目釣の連関
S．N切−．

︵盟l●BO訂t究 Op．dt．S．田切．

S．−のP

爾

々の統合法を綿密に考察して行かねばなるまい︒

宗教︑原始宗教と世界的宗教︑現世的宗教と来世的宗教等の夫

的宗教の統合︑個人的宗教と社会的宗教︑主観的宗教と客観的

教︵その中でも多神教のそれと一神教のそれは兵る︶と非人格

なのは宗教の諸原型による統合の仕方の考察である︒人格的宗

論ぜられて采ており︑すぐれた所論もあるが︑それよりも重要

宗教を分解しての教理の統合力や儀礼の統合力が今まで度々

か︒この立場は情操論︑価値論︑パースナリティ論を包摂し得
るし︑先の第三の立場と連結し得ると患う︒

目的化︑目的附与︑選択︑拒否を考えるのが着実であるまい

的説明に流れ易い︒宗教の実現せんとする目的による諸制度の

教による個人の行為の規制も重要な論点ではあるが︑心学王義

あつたが︑社会統合はともかく文化統合の説明がやや弱い︒宗

のは宗教は自我を否定して利他心を発生せしめるからというに

が︑それはどうしてなのかを考えねばならない︒この場合まづ
全体としての宗教の統合が考えられる︒従来の学説の主なるも

委A−beユ∴貯浄宅eitNer⁚Re−i乳On∽冨i−0等号ie葬P邑︑∽−
一方宗教による統合の事実の存在は幾度か指摘せられて来た

嚢

亘Op．Cit．1Tei−．訂ぎnde詔S．−竃．

瀬

垂H●CO訂n−Op．dt．S．訟翠
奮ibidこS．∽酷f．

宗教的文化統合

棚

科学文明の危将の意識に伴って問題とされている宗教による
文化の統合の問題は宗教学的にはどのように考えられるか︑大

体について考察する︒
文化は初期は文化の可分性を前提として研究されていた︒文
化圏説でも根本的にはそうである︒然るに文化の分析科学的研

究が進むにつれて︑その極点で文化の統合が問題にされて来
た︒この統合の考え方を整理すると大体三つになる︒一ほcO守

究

顎

骨

によるin訂笥江Onの考え方である︒前者では全体的価値観の

厨弓ati02．洛 により心理学的見地であり︑二は fu宍tiOna−ist

研
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辺

﹁救済﹂と﹁倫理﹂について

田

正

英

四入

田辺元博士が﹁懐悔﹂を以って救済の媒介の必然的契機とさ

ことなくして救済の成立に到り得ないとは主張できないり

れ︵﹁懐悔這としての曹学﹂︶︑家永三郎博士が︑﹁親鸞の念仏﹂

はもはや﹁念仏﹂の域を脱して︑﹁念罪﹂において成立し︑日
己の罪悪深重の直視のみが大悲大願を膚ずるための活路とされ

仰による義﹂の宗教も﹁良心宗教﹂

︵の佗司i扮enSreF乳On︶︵声

的な意味で︶把えようとされた為である︒然しM﹂ルターの﹁信

おける倫理的行為の重要性を︑往相駒次元において︵田辺博士

他力的超越的宗教に放ける救済の論理に在っては︑倫理る
的と行
の理解も︵﹁中世仏教思想史研究増補版﹂︶︑他力的宗教に
される︒︵浄土真宗の真俗二帝及び田辺博士の往相的遺相的実践

為の必然性は︑むしろ廻心︵回心︶以後の問題として多く提出
等︶従って他力的宗教においては︑ともすれは神仏の側の向下

味内容が異なるにしても︑宗教に必然的なものと考えられると

の連続性が廻心の問題によつて断絶も否定もされずに︑その意

信仰︵恩寵︶の他力的性格を逸脱していないのは︑救済と倫理

的な救済過程にのみその焦点が指向され勝ちであつた為に呂多
く
○−−︶と呼ばれ︑F・ゴーガルテソより批判されたとしても︑
の批判がなされた︒︵法然上人の﹁選択集﹂に対する明恵上人
の寧裏書鬼心︼過失﹁推邪論﹂や或いはR・バルトの﹁信仰﹂
を﹁神の誠実﹂ ︵ロマ香註釈︶と解したこと及び真宗において

みてよい︒
親鸞の罪悪溌重の自覚も︑その背後に禰陀の本願・名号の廻向

信心を﹁如来より賜りたるもの﹂︑と考えることに対しては人間
主体の実践的可能性が失われるとの批判等︶然し此等はすべて

ヽヽヽヽ
救済と倫理の二元性を把えるの余りに︑その連続性を見失に
っ依た
って知られたことの自覚である点が考慮され︑﹁二桂一具
と考えられよう︒勿論他力的宗教において造悪無専の邪義
ヽを
ヽ生
ヽ の深倍﹂としてその把握がなされるならば︑救済と倫理が︑夫
み︑親鷹正よつて﹁薬ありとて毒を好むべからず﹂との倫々理
救的
済は他力において︑倫理的自覚や蛾悔は実存的自力におい
行為の在り方も示度されているが︑大悲や恩寵の立場の倫理的
て
と
する二元性は克服され︑所謂﹁桟欺き﹂の邪義もさけられ
行為の軽視の理由を以って靡悪惨事や信機自力の立場に遼元す
て
︑
ダイナミックな宗教的帰伏と行事は一致するであろう︒ま
ることはでき難い︒キュルケゴールの美的・倫理的・宗教
た的
︑段
それによつて宗教的廻心の前後における倫理的行為の問頴
階を辿る信仰過程も︑毒における三顧転入の救済過程の己
も証
正しい位置ずけを得るであろう︒﹁自然法爾﹂は此の立場を
も︑共にすぐれた独白な分析ではあるし︑倫理的行為の二
統律
一背
的に表したもかでほなかろうか︒
反は追求されているが︑此の過程を実践的に賃数的実存が通る
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口

美

テイクyヒ神学の方法について

谷

智

雄

々学問的性質を異にして償いるが︑ともに存在自体︵神︶への

肘に理論的客観的な哲学と基本的に実存的関与的な神学とは夫

関心性において夫々間と答として相関している︒ティリブヒ神

れに対する答として宣教の内容を具体的に説明しょうとする︒

ケ9グ▼

学は哲学的実存分析によつて人間状況の問題性を追求して︑そ

ものである︒

神学︶をその分裂にも拘らず弁証論的に結合し生かそうとする

ティリッヒの所詣相関の方法ほ哲学と神学乃至文化と宗教とこれは理性主義神学と啓示主義神学との孤立を響めて夫々を問
の境界線に立って両者を夫々間と答との相関関係として結合統と答として生かしつつ結合しょうとする幕三の行方で︑両者を
一しょうとする彼の神学の板木動機に由来する︒それは間と答
段隋的な二つの答として結ぶトマス的行方ではなく︑義認の新
との相関である故に︑両者は現実においては分裂してはいる 教原理を人間の理論的営みにも拡張して両者︵ひいては哲学と
が︑その板底には何らかの統一︵彼の所謂部分的に成就された

ッタ
クシ
♪ルトと大乗仏教
エエ
クス

終末論的統一︶がある︒このことは先ず彼の肇茄概念に見られ

る︒存在の根拠また架淵である神秘が啓示において人間の経験
てそれを受けとる人間の自己超越牲︵脱自︶との︑相関として

に入り来るが︑それは歴史的事件としての奇蹟と︑それに応じ

の記級としての文書︵聖書を中心とする︶と︑それを通して啓

mit

GOt︷籍lb00tであると云い︑Ch旨dOgya Up●︵−●

成立つ︒この相関ほ基督とその弟子達との間の原始啓京におい
玉 城 旋 四 郎
ても︑また原始啓京と後の教会との間の従箆的啓示状況におい
ても成立つ︒従って相関の一方なる人間の歴史的状況的変化と エックハルトの神秘思想と東洋思想乃至仏教とは︑種々な学
ともに相関全体も変化し︑啓京は固定的に考えられてはなら 者に依って対比せられている︒宅Ob訂rminに依れば︑エック
ぬ︒啓京における︑与える側答える側としての事件と︑それにハルトの最も重大なM葛tikは︑Iden昆i乱e2n喝de∽inn巧ST
enGr邑esder紆de︑des：︐F亡nke
応ずる人間の経験乃至理性との相関の故に︑神学的営みは事件

究

報

骨

四九

示を受ける神学者の経験乃至理性との相関においてなされるこある訂月号官の説を引き︑エックハルトのFぎk註enと
とになり︑またこれが神学の歴史的部門と組締約部門との相関ウパニyヤニフトの抑什manとが夫々︑神或は田r紗Fmanと一致
ともなる︒更にこれほ広く神学と哲学との相関にも連る︒基本せる点が類比せられている︒又Hei−巧ほ︑﹁冷静なM葛tik﹂
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てP−︒tinus・Au電設nus−及び大部分の中世神秘家を

としてウパニy†ツト︑仏教︑エツクハルトを考え︑之に対し

旧約聖書の歴史性

属

五〇

秋

重

太

郎

一ほ苦悩せる自己に対して自己のe諷e邑0の受け取り方と︑
﹁熱烈
琴一は之と塀此的に絶対者のT賢gkeitの範囲の開港である守

なM違算﹂ の中に数える︒就中︑He巴erはエックハルトの
︵u首kb恥︶との類似を指摘している︒或ほAb顎Cbi各罫eit

Abg琵E乱enheitと仏教の慈・悲・喜・捨四無量心の中の捨
とDha巨コPa扇計︵恕︶におけるpu誅ap帥冒層Fi置︵事悪の
捨てられた︶︑若しくは只堕旨akaqp・︵Ⅰ・iこ含における﹁尊

意の彼岸﹂ともまた同じ趣旨であるという︒其の他OttO．

旧約聖書の記述内容が︑どこまで歴史的事実たりうるのか
ー という問題は︑研究者の常に直面する重要課題である︒こ

た︵明繋be訂n︶もので︑歴史的真実性をもつている︒これに対

臣t昏詳b窃Licbtに依っ せられているが︑この要請S︒l−eロがどの程度に社会的現実

て認知されると云ふ︒又両者何れも日常経験の中に貴高の宗教として︑国民生晴的事実であつたかどうか頗る疑問であ
紆
i
n
を認めようとする︒然し以上の同種性を認めた上で倍はその棍
る
︒
申命記の法的要求を︑そのまま社会生汚的事実であると推
偲に漂う票数的瀞度の相違牲を見逃すことが出来ない︒其
断の
す葛
ることほ頗る危険である︒

裸のままでとらえ︑且つそれほ唯

の体験と同じ領域を指京していると見ることが出来る︒而も此 話は︑歴史的核心はあるが多分に説話的な潤色の準﹂さ
し
て
史
の領域を開いてゆく原動力になるもⅥは︑両者が何れも理
れ性
て的
いるものを言う︒
であるということである︒禅においてほ智慧を重視し而意眉
この観点から申命記を観察してみると︑申命記の﹁エルサレ
に具有する本然のものを開発する如く︑エックハルナも理
ム性
中が
心主義﹂ ﹁地方聖所排業主義﹂は︑国王の棒威によつて法
神の殿堂であり︑青々には自分の魂の中でこの様な神を︑
に而
裁も
定され︑強制力をもつ国民生層の規範であつたことが明記

2m2．bi−であるというが︑此のことは︑大乗禅に於ける﹁無﹂

て成立し︑この様なAbges註chi乱e旨eitの対象はun︵
∈箪
ng
pe
守邑もので︑思想的真実性のみをもつもの︑歴史は生起し

邑−居erAbgr亡nd乱諾SUrque巨∽へと流れ帰えることに依歴
っ 史G累bi旨eとすることが適当であろう︒説話は薄られた

もdurcFbr采henし︑真の自由は自己の筐訂tを忘却し電ら
己︑
一旧約の記述内容を︑一︑説話絆ge二︑壷話Legende三︑

乃至大乗禅との間には種々の共通性が考えられ得る︒例えばエ
の
間
題
を
解
くためには︑先づ﹁思想的真実性﹂と﹁歴史的真実
′ ックハルトでは︑自己のみならず神をも︑叉被造物た
と区
を別を明確にすることが大切であろう︒この観点か
性る
﹂こ
との

D︒rkb軋m等が両者の類比を説いている︒エックハルーと仏教

2ア0

dieRe試乳OnS層yChO層th010腎．二転昂︶及び﹁精神病愛人格﹂

例えば︑イスラユルの重要祭儀であつた過越節についてみて絆Fneiderの﹁宗教精神病理学入門﹂ ︵⁝Nur Ein琵F2ng
も︑古代資料︵IE︶︑捕囚後資料︵P︶︑更には現代のサマ′リ

にしたがつで私もこれに挟間を抱くも

ことわりしておく︒

此の問題についての序論的考察を試みるに留まつたことを︑お

ア人の間においても︑これは家庭盛儀Fami−ien＝k已tusであ．．営e謬首0層tiscbe才r亀邑註訂iten．︑L￠金︶を中心として
て．いる︒We−mau紹n

るのに︑申命記においての．み︑．エルサレム祭儀として規定され

れていたのではあるまいか︒︵勿論︑或程度エルサレム中心主

を意味するものではなくて︑ただ単に平均的なもの︑通例のも

が︑前局のyユナイダーが﹁異常というのは︑決して価値判断

ヽヽ のであるが︑エルサレム祭儀たるべしとの要請が申命記に記さ二
ヽヽ れているのであつて︑現実は依然として家庭祭儀として続
先け
づら
所謂﹁異常性柊﹂とは何かの問題に触れねばならない
義ほ実行されたであろうが︒︶

要するに思想的真実性を歴史的真実性とを峻別することが︑の︑在り来りのものから逸脱するものを意味している︒﹂として

いるのは︑正鵠を得た定義と考える︒
而して︑此の異常人格の中にもまた︑瞳々の類型が存するわ

旧約理解の一つの重要な鋳であろうと考えられる︒

けであるが︑此勉ではジュナイダーが︑宗教心理学の見地か

勇

︵同志社大学基督

なお過越前については︑拙稿﹁追越簡考﹂

骨

るからである︒

五一

の病態的心理を適しての方がより︑具体的且覇者なものを見得

状態を比較検討する時︑正常人の宗教程験よりも︑異常性柊者

ものと考えられる︒即ち︑入信を境として︑その前後の心理的

の条件として︑それらの特色が静なからぬ意義を抱懐している

あり︑いずれも︑入信−即ち自覚的に宗教に関心を持つことー

訂tu誘ichere︶︑その三ほ狂信型︵静岩戸tische︶の精神病質入で

その一は抑欝型︵de琶e乳くe︶︑その二は自己不確実型︵乳−

ら︑特に重要性を持っているとしている次の三者を戒りあげ︑
入信なる宗教積験との関連において︑考察してみたいと患う︒

教研究第二十八巻弟三・四号︶を参應されたい︒

田

の関係に就いての一考静−

1特に入信と異常性祐者

統・入信の償件に就いて

■

顎

Rurt

今回は入信の要因となるべき詩集件の中︑性格の問題を取り
あげたのであるが︑特に異常性格者と入信との関係に考察の範

究

城を限定したこと︑更に実証的資料に基く調査の前に

研

】汀1

仏の超趨陸

田

村

芳

朗

︵同︑貢二九︼ニ︶との島地大等師

︵仏教大桐︑貢二九四︶︑﹁原始仏教か

五二

倍仰が濃厚に仏教に現われてくる︒いまその庫なる一例として

親鸞の久遠弼陀︑日蓮の久遠釈迦があげられよう︒この久遠≠息
想は一神論的傾向の強いものである︒ところがこの久遠仏も︑

法を悟って仏になつたことには変りない︒かくて人格としての
久遠仏の無始牲の強調は矛盾を来す︒しからば久遠とは真理と

−

梵志晶を中心として

一

仏とほ真理たる法を正覚した者のことであるから︑仏とし
してて
の法の永遠性を云うのか︒しかしそれだけでほ人格信仰に
の釈迦は本来超越的な絶対者ではなく︑また何人も法を悟れば
滞
足
を与えない︒久遠仏ほ客観的超越的一着として実在する
釈迦と等しく仏たりうる故に︑釈迦のみが唯一実在仏でもかな
︑或は単に己心に観ぜられる理念的乃至は真理的なものか︑
い︒一方︑釈迦自らは死に際して︑自己は滅するも法は滅せず︑
現在においても論争が絶えず︑またこれが︑仏教が信仰対象と
自己なき後は法に頼るべきことを遺誠し︑更に彼は︑神のし創
造
て見られようとする時に︑ぷつつかる難問の一である︒
という如き神意説を層命論︑無因無縁論と共に否定したことが
経典に見えている点等から︑﹁釈尊は有神論ではなく︑判然た正法華経に於ける成立史的問題
る無神論者であつた﹂
らすれば︑無神論的である﹂

あつた？釈迦滅後︑その人梅迫慕が強まり︑当初ほ釈迦の遺物

皮はクyヤナ王朝の特性によつて漸く可能となつたが︑かかる

の言葉を認めることが出来よう︒ところが師はこれは可成り面
家
本
啓
祥
倒な同額であるとし︑また後述では汎神論や有神論乃至一神論
の思想も現われてきたとしている如く︑仏教史の動きを見る
︑拝の信徒の集いにその発展の基礎を見出した大衆部
仏と
塔礼
仏教を以て無神論と簡単に済ましえない問題が発生してぃはる
︑︒
一切を包容しょうという自由な思想によつて︑後の大乗的
そうしてこれほ主として弟子達の側の問騒としておきた︒
教即
義ち
の基礎を形成しっつあつたが︑僧伽において成立した待が
弟子達は人格としての釈迦を適して真理としての法を把握現し
実た
の倫理的裁範となり︑更に部派的阿見達磨によつて論理附
ので︑それ故︑人格崇拝ほ弟子達には欠くことの出来ない
でため︑大乗思想の生長も多分に抑制せられた︑その脱
けも
らの
れた

遺跡の崇拝︑舎利・塔廟の供養︑霹典編纂︑更には仏陀の
発再
展現
史︑
的契桟の一例を撮串遠多及び女人の成仏思想の発異に見
新仏の出現︑ひいては仏陀の常住に対する希求へと進み︑
るそ
これ
とが出索る︒
に関連し七仏身論も盛んにおこ㌣ここに真理信仰に対し人格
仏塔礼拝より前生へ向けられた仏陀への思慕が︑偉大なる人

2ア2

て獲得された綬記と本願との帰結として︑成仏可能性の限界の

格としての仏果の因を軋めて薩草屋想の発生を見︑それに掛っ

華経良薬遠多晶︵梵志晶＊︶において認められるが︑かかる新

拡大が史的に展開する︒かくて︑萱遠多及び女人の成仏が法
思想が既成の法華経帯晶中に挿入されて行く過程を薩桑分陀利

に放けるその形成と潤色

天武丙戌︵六八一年︶

日本神話の研究
−

椿

−

冥

a︶は正法華の﹁仏告大弁是七宝塔在京方⁝⁝解本無三乗順一

神︶を竺警消賦∵徳去化を撃一票史時代︑評押開

彦大口

﹁是時七宝浮図涌従他出⁝：可得愈病日識宿命﹂︵大正苧−笥

経と正法華経上の関係に見出すことが出索る︒即ち薩暴露の

無上真﹂︵苧−ONc⊥畠a︶に相当する部分であつて︑他の法

広庭︵欽明︶引博天原広野姫︵持統︶を第四類記録時代とする

報

告

五三

︵詣細評稿︶そしてニヒナメ集の制度化はユキ・スキニ田の国都

と祭儀・E旨−を︑同一のものの両面と考えれば︑白木神話
の帯想はエヒナメ祭の帯部の どgOme宕nと考えられる︒

儀礼において歌ったことを証する︒神話M苫h︵幹credT巴認︶

天の原の岩戸を開いて神上りたもう物語を︑この時代の夜宮の

︵髭詣る︶の皇子が天雫の八重かき別けて葦原瑞穂の国に移り︑

針

を育り︑募二炉の天皇は現れない︒そして天照大神を︑王神
皇祖神とする高天原息恕は︑原初的な常陸風土記や祝詞のより
時代の降る天神降臨説話にすら現れない故に︑持続文武朝に室
丁▼チ スヒルメ

邑︵開化︶を第二類神話時代︑御間城︵崇神︶−誉田︵応

垂経常本には存在しない︒これは妙法睾重森の﹁全身在於搭中

紀の帝警四炉に分け︑神郎射撃雀†︵瑚武︶1推粥紺習

評言善哉事故﹂と次の﹁大楽説今多宝如来搭﹂ ︵戸㍊c︶と
の間に来るべきものであつて︑正法華においては此の部分の挿

れる︒常陸風土記は昇一類のハックニyラシシミマキ以降のみ

と︑第二炉は日太の名を冠するものが多く︑第四塀ほ天字を
するものが多く︑四類の結尾に至って始めて高天原の名が現わ

要するに︑思想史的発展の結果として最初に成立した原型と

入によつて内容的に諭速の不調を生じている︒
考えられる所の蔭農産より︑法華経への挿入が正浩葦原本にお
いて初めて企てられ︵薩義経には序晶相当部と前記宝塔晶申へ
の挿入部と梵志晶相当部とあり︶その痕跡が正法華宝塔晶中に

残って居ると考えられる︒
＊梵志品は妙法華捻婆達多晶に相当する部分であり︑宋︑元︑

るためにこの部分を梵志晶と呼んだ︒勿除法護訳出眉時は︑

明本の正法華が梵志品と呼んでいるので︑絶婆品と区別させ

究

この前の宰の宝塔晶の後学に附加せられて⊥晶を形成してい
る︒

研

＝汀3

五四

動である︒宗教愛は本能愛でなく︑精神愛であるから︑精神性
制定の記事が天武紀丙戊に始めて現れることにより︑孝徳の国都
の欠けている宗教には現れて来ない︒叉万人を対象とする博愛
天照大神を主神とする神学は大化以後宮廷祭祀の主導権を握であり︑アガペであり︑慈悲であり︑仁愛であり︑上下愛であ
った中臣氏によつて旗詞されたことは斎部広成の抗議により知
る︒元て愛は自我から出る︒諸愛問の種差は詩自我問の種差で
られる︒既に津田左右書氏も指摘せれた如く︑ヤマトタケルの る︒宗教愛の母胎としての宗教的自我は︑霊的再生我で︑宇
あ
東国巡り物語は︑孝徳以後の成立である常陸国を含み︑風土記宙
に社会我としての精神的大我牲を具有し︑神の子又は正覚者と
も国瓢旦制の制定者として描かれるので︑大化以後のものであしての至高感を伴い︑その至高感から︑﹁天地は廃れん︑され
ヤ†ト
る︒日本の文字を冠する帝紀第二頼も︑大八洲統一後︑小国王
ど我が育は失せじ﹂との日信が涌き︑その大我吐からほ世界全
の祖を帝紀に組入れるために述作せられたもの
人類を抱擁して余す所なき神的の大愛が生れる︒この愛とかの
．
自信とが柏合して︑世上一切の迷える衆生に対する時︑その無
︑
宿仰を隣み悲しんで之を救わずにいられないのが︑宗教愛なる
ことを語り︑ヤマトが九州から東北迄を含んだのは孝徳以降の
ものの本性である︒
ことで︑推古遷さかのぽり得ない故に︑これらは天武朝の帝紀 教育愛もまた上下愛︑精神愛︑博愛であり︑未完成愛である
の記定になるものと考えたい︒八井耳は中臣寿詞の天八井と関
が︑宗教愛も未完成愛である︒教育愛の母胎たる教育的自我の
係するものなるべく︑天武紀丙戊の帝記記定の記事によれば中
大我性に至っても宗教的自我と塀を同じうしている︒唯異なる
臣遠大島等により録せられたものである﹂︵A●D●雷−︶したが
のは︑自我の内容である︒教育的自我ほ完成した人格でなくて
って︑太陽が皇祖神であるという高天原息想は︑悠遠の原初よ
はならぬが︑その事素として宗教信仰の必要は青法も認めてい
りあつたものではなく︑大化以後に至って完成され純化せられ ︒宗教的自我が宗教価値聖を中心とし︑超自然の霊的体験
な
い
た中臣氏等知識人の思想信仰であつたと考えたい︒
に
よつて深化された霊的自我であり︑進んでは宇宙自我である
に対して︑世俗的自我としての教育的自我とは真善美の文化価
教育愛と宗教愛との関係
値によつて︑広く調和的に確立された文化的自我の事である︒
宗教的自我の特色は霊的の深みにあり︑超自然性にあり︑教育
鶴
藤
幾
太
的自我の暗色は文化的の広さにあり︑自然性にある︒教育愛が
宗教愛に比してカ弱からざるを得ぬのは︑超自然の宇宙的杭抵
ヽヽ

愛とは︑自我の対物︵人︶的包摂関係における対象護持の情

＝汀4

を看せず︑要約再生の体験的深みを欠く故である︒教育愛の弱
さは教育力の弱さを意味する︒教育愛強化の為には宗教愛を核

然らば﹁むすび﹂が︑リグ・ヴューダのカーマ

︵愛慾︶ギリ

し高度の体系化を保つと云わなければならない︒

出するとし︑かかる感覚から昇華した信念理念が﹁むすび﹂で

の異る男女二種の人間の相互補足の営みに﹁生れ﹂の奇塞が現

始的感覚を基底与ると考えられることである琶﹁簑﹂を強
烈に印象づけるものは︑男女の交渉による増殖である︒在り方

は何か︒後者が︑哲学的な思索の結果あらわれたのに対し︑

シャ神話のエロース等の︑同じ生々の法則に比べて具るところ

儀

心としての其の構成が要望せられてくる︒人格の完成は︑真事

義

﹁むすび﹂は︑むしろ上代日本人の素朴な﹁生誕﹂についての原

−

田

美の弟範意識の高度化を意味するが︑高度化とはその宇宙化即
ち宗教化のことでなくてはならぬ︒

宗教的思惟の発生
− 神道の場合

戸

沼河此売︶そこでの恋愛感情ほ︑男女が隔てなき心身の結合を

ほ︑恋愛歌に伺える調べ高い叙情的精神である︵例八千矛神と

はないか︒かかる原始的感覚からの昇葦を可能ならしめたもの

宗教的思惟とは︑宗教思想表現を可能ならしめる息惟方法と
云った程の意味に解する︒神道ほ︑その宗教性について自覚あ

華に錬達していたからである︒この感情の純化カ︑昇華カがあ

ってこそ︑男女の交渉に﹁生誕﹂を感覚した原始的感覚は︑﹁む

はかる想いであり︑単なる肉の想いを超えている︒このような
文学表現が試みられたのは︑上代日本人が自然感情の純化︑昇

る表現を試みることはなかつた︒神話にひそむ潜在意識的直観
を︑自覚的に抽出する解釈において︑ほじめて宗教的思惟はあ
らわにされたのである︒
﹁むすび﹂である︒この信仰理念

すぴ﹂の居仰理念にまで晶められるとしなければならぬ︒かか

遠神道的なる信念理念は

′ミコトの両神の心性を解釈することにはじまつた︒それは宜

は︑古事記神話の冒頭に登場するイザナギ′ミコト︑イザナミ

ュ

ユングよ多見られた碑の悟ろ

H︒デ

今日アジアの宗教的叡智を︑個性的全人化の過程における人 5

ン

士﹁日朝神帯の研究﹂弟二巻藤一宰参照︶

骨

リ

る推移に︑神道的息惟の発生があるとみる︒人︵註︶松村鱒権博

部

モ

長以膵のこと︒宜長以降今昌に至る迄神道語学者によつて多く
の解釈が試太られたが︑﹁諸物を生成する奇嚢のはたらき﹂と
いう風に﹁むすび﹂を解する点ではほぼ一致している︒
元来︑﹁ムスビの神﹂は︑世界生成の原理の神話表現であ
る︒物実︵板木物質︶の想定と︑・物突からの生々発展の法則

究

﹁むすび﹂をもつことにおいて︑神道神話は︑他民族の神話に此

研
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間の自己完成のために︑用いようとする西欧の心理治療学は︑
C・G・ユングの心琴王義的な世界観にもとづいている︒彼に

する︒彼が広汎な緒言を書いた﹁大いなる解脱﹂

︵ドイツ版︶

五大

ブルトマソの聖書解釈の方法について

的なカに帰するような思考法である︒即ち神話的思考にlっ

ょれば﹁東洋の精神が︑西欧の意識に対して︑無意識のような
関係になつているという仮定⁝・⁚をたて得るかもしれない﹂の
中
J
秀
恭
である︒意識の世界が不可避的に限定と障壁に充ちた世界であ
るのに反し︑無意識はあらゆる微細な心理的因子の不可視的全 プルトマソの非1神話化は新約聖書における神話的なるもの
体性であり︑坐禅の行と公案によつて過度に集中し︑悟りにおの処理にかかわる︒彼によればミトスとほ超自然的乃至超人間
的な帯カが働いている出来ごとについての報知である︒また神
いて人間の本性の全体性がその本来の統一性において体験され
話的患者は科学的思考の対概念であつて︑或現象を超自然的神
る︒ユングはこのように悟りの本質を﹁全体性の体験﹂と解釈

ては︑世界と世界の申の出来ごとが︑世界を越えるカの浸入に
の著者鈴木大拙は︑かつて悟りを﹁無意許なものへの洞察﹂と
対していつでも開かれている︒反之︑科学的思考にとつてほ世
呼び︑ユノグの解釈に根拠を与えた︒
深層心理学の意味でのユソグの禅解釈は悟りの体験への新し界とその中の出来ごとが世界を越える帯カの浸入︑干渉に対し
て閉ぢられている︒
い光を投じ︑他の自然的な神秘現象の心理学的理解にかぎを与
えるかもしれないが︑禅の完全な解明を心理学だけに期待する 非1神話化ほ右のように裁定された神話の本来の意図を顕わ
ならしめようとする︒ブルーマソによれば︑もと神話ほ彼岸
ことはできない︒即ち禅の体験は形而上学的宗教的内容からも
的︑超世界的なカにはって基礎をあたえられ︑限定された人間の
重要な規定を受けるのである︒禅の悟りで把握される人間本性
実存について語っているが︑このように人間実存について誇る
の全体性は地上の煩悩に覆われた仏性に他ならず︑道元の説く

それで︑否定的にほ非−神話化は神話的な世界像が神話の本

如く坐禅は倍達の人の行として本性の自己異聞であり︑絶対的ことが︑神話の本来の意図である︒例えば︑神が遠く天に在る
なものを自ら自身のうちに求め︑それ自身の本質の根拠としてという場合︑この表現がこの地を超えた天というものを指し表
す限り一つの世界像をもつ神話的表現である︒然し︑このよう
の仏性を見出すのである︒
な世界像による考えの意図は︑むしろ神から遠くはなれ︑そのま
ユング等の見方はこのような宗教的形而上学的関係を充分検
までは神の前に出られない人間の実存を云い現わす所にある︒
討していないように思われる︒
ヽヽヽヽヽ

2ア8

来の意図を覆い隠す限り︒この世界像を批判し︑披褒する︒他

文青︵紆雷enすnOn︐更訂n症−Of営乱島諸︶

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

に次の一句があ

で︑祭司・長老・族長・家長・賢者・一段会衆というような区

する断片籠よれば︑この教団は大兵司を頭とする厳格な職緒制

いる︒ところが最近会にされた死海文書中さきの教団戒律た類

マスコ文書にもあるが︑そこでは﹁メyア﹂が単数形になつて

ラエルのメシア﹂と呼ばれる者の関係である︒同様の表現がダ

︵原文複数形︶との関係︑さらに﹁アロソのメyア﹂と﹁イス

るまで︑最初の律法によつて治められ教えられる﹂ ヽヽヽ
ここで問題は︑﹁予言者﹂と﹁アロソとイスラエルのメシア﹂

﹁・⁚そして彼らは予言者︑アロソとイスラユルのメyアが来

る

ー

ヽヽヽヽヽ 面︑甘党約には非1神話化は人間の実存について寄ろうとする

である︒すなわち︑罪−神話化は新約聖書の神話的世界像の批

神話の本来の意図を露わならしめるものとして﹁実存的解釈﹂

拾

樹

判︑破壊を通じて︑聖書の告知︵ゴ已邑邑i習ng︶の未来の意図

を開示しょうとする解釈学的方法である︒

沢

死海文書にあ労るメyアについて

中

一九四七年以来現在に至るまで死海西岸のクムラソ廃墟附近

の頭であり︑それは同時に﹁アロソの子ら﹂と呼ばれる祭司階

分があり︑﹁アロソのメ㌢ア﹂と呼ばれる者が︑それらすべて

級の長でもある︒﹁イスラエルのメyア﹂というのは︑一般会

の洞穴で発見されつつある移しい整害の写本ならびに壊期ユダ
ヤ教の一教団の文書は︑旧約と新約の間に大きな光と共に問題

契約﹂の中の﹁レビへの契約﹂︑﹁ユダへの契約﹂とも符合す

−

正

衆の頭であり︑前者に従属する︒この関係は偽典﹁十二族長の

る︒

宗教教育の一課題

！・仏教と平和

中

五七

仏陀独岳の教であり︑又根本の思想として三法印と称せられ

専

を投じている︒紀元前一︑二世紀から後一︑二世紀にかけて︑
に対して一分派を形成し︑死海附近の荒野に住んでいた︵その

骨

根

これらの写本や文書を残した教団は︑ラビたちの正統ユダヤ教

−一八九大年

ダヤ戦争︵一三二−一三五︶以後ダマスコに逃れたらしい︒こ

驚くべき住居址が一九五一年以来発掘されている︶が︑幕ニュ
れがかのダマスコ文宰︵あるいほザトク断片︶

カイロで発見 − を残した教団と多くの共通点を看することは

顎

の戒律を記した

既に指摘されている︒その一つがユダヤ教とクリスト教にきわ

究

石の死海教団−−おそらくエッセネ派す・−

めて特徴的なメyア息想である︒

研
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ヒ

五入

教の真の平和︵ジャーソティ︶と慈悲の理論と実践とへの教育

者の歩み寄りが︑今後の宗教教育の一課題として施京される所

ているのは︑諸行無常・諸法無我．漫奨寂静であるが︑無常・

以である︒

ー

静とは許nti∴シャーソティ︶で即ち心身の一切のなやみ苦し

野

豊後国六郷山について

山嶽宗教と仁聞信仰
−

中

東九州地方の山岳宗教の分布をみると︑一般妃豊前は数が少
く︑豊後は数は多いが小規模のものが多い︒中世を界としてそ
の努力も衰え消滅したものも可成ある︒その中で上代から続い

幡

無我・寂静は結局ほ寂静に中心がおかれていると見られる︒寂
みからの解脱であり︑静安とか安心立命とか︑平和とも訳され
よう︒このシャーティにすわりを置いて仏教の一切の教が畏関
やめ得ない︒怨みなき心をもつてすべきである︒これ如来真実

すると見られ得る︒法句霹啓一の五に﹁怨ほ怨をもつてしては
の教である︒﹂と説き︑不段生を戎の第一にあげるのもこの意
味で︑聖徳太子寄法条一条の﹁和を第一としてゆけば何事も成
就する︒﹂という意味もこの畏開と見られよう︒
宗教の定義ほ種々に解し得られようが︑あらゆる矛盾の相即

り脱した新しい社会の建設にほ︑偏見なく権力との結合なき仏

の︑新興国家群の反動的政策とも見られよう︒然し乍ら混乱よ

権と結びついて︑独尊的︑形式化した教義を強制し来つた革へ

育より宗教を分離している事は︑従来の詩宗教が時の権力や政

宗教的教育・宗教教育が必要とされよう︒瑞在各国とも多く教

意的の究極面における高い全人格的交流が要請される︒ここに

一般に人格と人格との結びつきであり︑教育には智的・情的・

の空回りに終って結末がないからである︒生きた人間生活は︑

根本であろう︒何事もそうであろうが︑教育は単なる理論と形
式の授受だけに終ってはなるまい︒それは際限のない朝令暮改

仁聞信仰については既に拙論を宗教研究一四四号︑六郷山に
ついては日本歴史九〇号に﹁豊後国富貴寺の建立﹂として述べ
たので省略し︑この信仰がもつ機能と性格についてみると︑こ
の山は岸本博士の類型によると夢ニ﹁のぼり塑﹂第四﹁こもり
型﹂の混汚したものであり︑﹁こもり型﹂の山としては独白の
シャマニズム的性格をもつ宇佐地方の原始信仰が八幡信仰の影
響をうけ︑叡山・熊野三山に類似した山岳修業が行われた︒

の山々で六郷山と呼ばれ︑又これは教団名ともなつている︒位
置は兼九州の中央︑伊予に対し瀬戸内海に突出した半島であ
る︒

て現在倍且信仰を持続している信仰に仁開信仰と称する特殊信
る人間の生命の発畏の姿であり︑我々の現実生活の一切はここ
にインチグレイトされ得る︒即ち仏教のシヤーン一アィこそその 仰がある︒根拠地とも称すべき鞄ほ豊後国︵大分県︶国東半島

融合と︑より高い立場への飛躍にありとすれば︑これはあらゆ

2ア8

琴ニ﹁のぼり塾﹂の山としては︑半島一帯の宇佐八幡庄園の

に関しては共通であるべきだと考えた︒したがって倫理に関す
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
る両においては︑詩宗教はともに共通でなければならぬのであ

る︒そこでアyヨーカ王は万人に対する行為の親範を述べてい

ヽヽ

宇佐庄園の八幡杜の氏子組織による集団の対象となつており︑

庄民だけの信仰だけではなしに︑中世まで東北九州に散在する

るが︑かれほそれを﹁法﹂︵dFaコna︶と呼んでいる︒

アyヨーカ王は︑幾多の動物の名を列記してその殺害を禁止

いている場合もある︒

の徳目が列挙されている︒また内面的な徳性を特に尊重して説

に対する柔順﹂を挙げているが︑その他の箇所でも大体同種類

ラモソ・ジャモソに対する礼譲︑母と父とに対する柔順︑長老

では﹁生塀の不屠殺︑生存者の不殺害︑親族に対する礼譲︑バ

その法の内容はいろいろに説かれているが︑犀崖詔勅券四章

この型の夢二遠心型と第一の局地塑の混汚した山岳登挿が行わ
れていた︒
社会的性格については上代より中世初期には人聞︑中世末期
よりは仁開と称せられたが︑これは儒教︵孟子︶の影響をうけ

たのではなかろうかという人もある︒
民俗的調査によると国東速見宇佐地方においては三地方共に
轟と信じられている︒近世になると歓喜仏が併置されていた事

幼児出産の安陣笠の存在が信じられ︑国東では農耕牛馬の守護

しているにもかかわらず︑牛一般を殺すことを特別に禁止して

が特に力説していることは注昌すべきである︒これは︑仏教が

親族に関する倫理をさほど強調していないのに︑アショーカ王

事詩に説かれていることとも一致する︒ただ原始仏教聖典では

とは︑原始仏教聖典うちにも説かれていることであり︑また叙

人倫に関して守るべき徳としてアyヨーカ王の説いているこ

民の心情から瀞離していた点が認められる︒

存続していたのに︑かれほそれに音改していないから︑一般農

はいない︒牛を特に尊重する思想は古来インド人の聞に取薗く

をみると生産呪術の存在がみられる︒つまりこの信仰は神母信
Lて待ったのではないかと患われる︒

仰より人母信仰へ︑近世に至ると農耕的生産嚢の信仰へと変容

村

アシゴーカ王にあける宗教と倫理の問題

中

アショーカ王は︑その詔勅において︑寛容の精神にもとづい

出頭したのは都市が現れ商業資本が急激に努力を増大した時代

五九

であつたが︑マウリヤ王朝時代にはインドの社会が一種の安定

て信教の自由を表明している︒しかしそれは行為に関する無制

期に入ることになつたという社会的変化に対応したものであろ

告

ろノ〇

報

限な政志を認めることではない︒社会人としての行為的実践に
は一定の親範がなければならぬ︒すなわち宗教の教義や儀礼に

究

関しては︑諸宗教は互いに異るけれども︑倫理的な実践の弟範

研

三好9

六〇

は︑療病祈願以外の要因の附加が考えられる︒それは︑栄華物語

しかし大体においてアシヨーカ王の説く倫理は︑諸宗教る
のよそ
うである︒しかるに︑進んで臨終出家の風が盛になつたに
ヽヽヽ れとl致する︒そうして︑それはどこまでも世俗人としての倫

−

康

隆

かに推測されるのである︒

拝︑死者祭祀との結合という新しい文化統合のカが与っている

ぅ︒そうしてこうした反俗化への転換にほ︑実に仏教と祖先崇

と尉生浄土の思想的発展に伴うかと想われる︒平安中葉以後遺
娼骨を専域に安置した風も︑これに相応する発展といえよ

つまりは︑常待望や無常堂︑往生講等の流行からする念仏追事

理である︒そこには特定の宗教の立場が認められない︒ の道長出家の敬白文に見られるような後生極楽の願望であり︑
宗教儀礼の価値輯移

村

− 受戒の民俗牲とその畏開

中

deくu官ri邑iOn 事の三者が併行的に見られ︑如上の露の跡をとどめているの

異質的な文化要素が異つた文化基盤中に伝播される場合︑
今慶
日の常民の受戒態度中にも︑延命長寿と原生浄土と死者追
應位置や意味の転換がなされ︑俗化と反俗化

が見られることは︑マレブトの説く通りだが︑こうした文化
で
あ変
る︒
容が一文した発展過程たる為にほ︑両文化接触の混乱が調鞋整
①さ柵構﹁仏教儀礼と固有習俗﹂ ︵大正大学宗教文化研究会
れ︑文化的再統合の果される必要がある︒私はこの一貫性を︑
刊︑宗教史化︑弟九輯︑昭和二七年二月︑所収︶︑堀一郎
日本仏教の民間受容史中に眺めてみたい︒
著﹁日本仏教史幹﹂参照︒
仏教の修道性は︑上代日素人も認めたところだが︑一波は寧 重量諦成﹁葬式蕗婁の発生とその社会経済史的考案﹂
⑨
ヽ ろそこに現世利益の験の書きを期待したので︑いわば民族
宗教
︵日本宗教史研究会塀﹁日本宗教史研究﹂所収︶︑堀一郎著

︵横記八︶の為であり︑平安朝になつて︑仁明醍醐陽成等以降天

的な鋳型に当俵めて︑仏教の実修を受容れたのであつた︒仏教
﹁我が国民間信仰史の研究﹂四四五貫︑参照︒
との相応の下に行われたのである︒出家得度の
如きも︑その修道性よりも︑多くほ天皇等の重病の﹁欲令平復
宗﹂教哲学に於ける自然性と非自然性

子貴朝日身の病床乃至産樽受戒の風習が拡まつたのも︑一に授
仁戸田 六 三 郎
感慨法を以て延命長寿の法として採用したからに外ならない︒
月輪禅閣の法然房破俵も内釜の療病祈願の授戒に招じた緑に
宗よ
教哲学に放ける一つの課題と思われるものは自然性と非自

280

官社成立の諸問題

西

山

そこに自然性と非自然性の対決が親られるのである︒

然性の対立を如何に勉理するかということである︒此処ではか場として考えられる︒︵c呂乳e−寿de邑cOm−g詳紗un
かる対立が云す一面をカントとマルセルに放て攻り上げてみよCOr層COmmei宍arn三上速の両者は肯定否定の面で対立し︑

ちノ○

こに二律背反︵Antin︒mie︶が生ずるであろう︒カントは此の

今仮りに自然性の肯定を出発としたカントの認識論が無視す
べからざる感性の限界を超越ずる場合を考えてみるならば︑そ
苦境から人間理性を救うために︑実践理性批判に於て自由の概
念を設定した︒日由は彼に於ては自然の困果待からの解放であ

ると共に︑遥徳待の制約︵匿i口篭ngd窃mO邑i搾訂nGe∽？官社とは待合時代にその社名が神祇官の神名帳に記載され︑
t籍め︶ であつた︒この意味で自由ほ非自然的なものとなる︒か
国家の特別なる奉幣にあづかつた神社をさす︒或は﹁在神武官
くしてカソトに於ては自然性の肯定はその否定の方向を示すこ社﹂ ﹁官帳社﹂等と称され︑後には式内社とも呼ばれる︒神祇
とになつた︒しかしかかる非自然性は認識論上の日然性に対し
崇重の当時だけに重要なる神社は殆んど官社に層かり︑延書式
てのことであって︑﹁純粋理性﹂は啓示を肯定しないのである
で︒
は三一三二座という大親模にまで発展したわけである︒かく

骨

六l

従って神の存在は﹁要請﹂︵P︒SどFt︶に過ぎない︒そして要請
官
社
は
辞
令
時代に枢要なる地位を占めただけ龍︑当時を明らか
はカントの言葉によればくOra宏Set巴ngである︒この点から
に
す
る
に
は︑官社をめぐる諸問題をあらゆる角度から検討する
考えるとカントの宗教論︵PhぎsOphisc訂Re−igiO邑ehre︶
はる︒かかる観点からとりあげた語間超のうち︑禾回
必
要
があ
彼自身言う如く理性︵自然的理性︶の範囲内に止る︒︵in記7
ほ
︑次の二点を明らかにしたい︒
訂−bderGreロ指nderb−○00給ロくernu邑t︶
昇一は官社の性格を知る上に重要なる史料である六国史等に
これと反対な立場を示すならば．マルセルに於ては認識論上
点在する預官社の記事に対するとり扱い方である︒従来︑この
の自然性は否定されている︒然るにこの感性は﹁信仰﹂ ︵fOi︶
記事を含む史芋の預官杜に対するとりあげ方に夫々の特色や時
を媒介とする場合ほ必然的に肯定される︒而して信仰ほ啓京に
代的差異を持つと共に︑同一の書の中にも編纂態度の相異する
ょるものであることは論を侯たぬ︒この意味に於て信仰は感覚
事
実
な
どを無視せる欠点を有した︒続日本紀以下の国史及び昌
に結摂する︒︵⁚⁚−afOidOit層rtid鼠erdeFヨt亡r本
e復
de
紀−
のa散供せる部分を補う類乗国史・日本紀略等に見える預
官杜に関する記事をとりあげ︑表現形式の上から比較して︑天

顎

招nSatiOn・︶而して肉体は﹁受肉﹂として肯定され︑自意識の

研 究

三治1

々の史昔の預官杜に対する態度を擁資した︒
琴一は︑嘉祥三年十二月廿八日及び同四年正月廿七日の雨宮
符を重視して︑これ以後神位緒も官社の一要件となつたとする
時の昇叙の慣例をひらいたものであり︑即位に伴う恩賞の一つ

説の検討である︒両官符ほかかる性格のものではなく︑諾神岡
として奈良時代以降の大神宮以下諸神社の繭宜祝に位一昭を給
う例を更に一歩前進せしめたものに過ぎず︑且つ文徳天皇の特
殊なる登極事情を背景とせるものである事などを︑待合時代に

−

三

郎

於ける官杜観念の潮流に基いて︑これを探究したものである︒

わが国にあける星辰崇拝について

幸

1十二︑三世紀を中心として

際

六二

辰が︑密教或は仏教において占めている特異な任地を示すもe

拾承二・

●●●

●●

︵御重祈︶宿曜師法橋大威儀師

御賞︼︒

御持僧中必一二人施羅尾験者必加レ之・

或有

・一二

必給レ醸

蕪秘抄・下・護身

といえよう︒左の資料は︑その一班を示すものである︒
●●●

山根記

！肴二御物付︼

1宿曜師等無レ何房々

●●●

引二軒注連一−

北斗降除院一︒・挙︼清水寺薮−︒

珍賀−華南船中卦︼惨海
域●．
新二建空也︒号二可泰請申−
●●
●●
禁秘抄・下・御祈

之由−−−︒

密教の儀礼は︑一般に︑仏・仏頂・窪・観音・文殊・菩薩・．

明王・天等の如く分類される︒．︵覚禅砂︶星辰ほ︑霊気・鬼気

−

紙銭ハ唯天等冥道奉レ之

−

彼行儀非こ

令三諸天不レ

所

・菩薩に対するものとは︑かなり異った性質のものであるこ

と共に天等の部に含まれる︒しかし︑天等に対する儀礼は︑仏

大原決云

と︑左の資料に見るが如くである︒

具二仏禁戎︼

尊皇王法是也

以二陰陽家作法−為こ俵憑−歎︵二一二五貫︶

此法三井寺秘法也

諸天−出家之人

不レ許二田家人一行二持此法︼者

仏菩薩−耳︒︵大日本仏教全書本︑九一四貢︶

阿婆嘲砂・骸盛光法
不三必奉

同・安鏡法

野

陰陽道に含まれる宗教的対象は︑極めて多種類に及んでい

作供養皆須三日礼

如レ此秘法

る︒そのうち︑章気・鬼気等については︑すでに見解の一部の

安不こ敢受一礼︵一七二七貢︶

同・妙見

発表を試みた︒この研究は︑他の一瓢をなす星辰についての概
観を試みたものである︒倍これ等の対象を︑陰陽道に固有のも

真言家所丁為

不レ可こ陳計−或挙動衣−或御鏡

陰陽師御祭祓

寓星︑玄智北極・太一・

陰陽道の行う祭祀は数十種に上るが︑そのうち盈辰に係るも

のとしてのみ見るのではなく︑わが民族の伝承的宗教観念とつ

禁祓抄・下・御祈

のの︼例を示せば次の如くである︒

密教においては︑とくに霊気・鬼気を対象として儀礼を実修
ヽヽ
するものを︑一般の真言師と区別して鹸者と称している︒星辰

畢二万六千神・老人鼻等

ながるものとして考察するものである︒

についてほ︑宿曜師と称されるものもいて︑何れも︑霊気・星

28男

精進魚昧 皆俵レ崇︒

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

レ

●

●

●

︵参考︶固・下・御祈 ！又陸揚師奉こ仕五能筆−三日斎

●

銅謂詣㌍錮酢蛸
魚妹↓博人参︑
己上北辰御燭
遊子細大略同神事︒

骨

●

●

本

三経義疏の真理説について

棟

六三

芳

契

太子亮後24年にして大化改新となるが︑之に方向づけられた

本仏教が伽雲熟に特色発揮を見た根源ほ太子のかかる政治的
英明と宗教的深倦によることで︑三宝を﹁ほとけ﹂と表象し憲
を信心にまで純化高揚した民族文化の発達過程にほ宗教信仰論
理の課題が賦せられ︑三宿とその伝統に従いつつ却って新文化
の創造に拘わしめた思想的成果としての三疏に︑独自の真理性
を蔵するのも当然である︒

イソドの僧宝と戎︑中国の法宝と定︵禅と念仏︶に対比し日

聖徳太子の仏教採択は当時として一大政治決断に属した︒こ
右によれば︑星辰祭祀が︑神事と略同様のものとして理解せ
の決断の心底に救国済世の悲壮な志願存し︑仏教樹立への決意
られていたことが知られる︒
と突傷︑餌襲弊風の抑止是正の覚悟︑それのみがこの願行達成
ところが︑右にあげた北辰奉澄の儀礼ほ︑一方では︑略神事
を
可
能
に
した︒太子製作の三疏をこの点から見る持その真理に
と同じものとみられ︑損気を忌むにも拘らず︑他方では︑神事
は
仏
教
に即しっつ之を超えるものがある︒陪宴疏の﹁帰依仏戸
の為に禁忌せられてもいる︒すなわち
越
る
行
暮﹂を戎学︑法華疏の﹁衆生が修困得果する如来一乗﹂
江家次第︑六︑三月 三日御灯事−近倒絶不レ被レ奉こ御灯−
を
定
学︑樵摩疏の﹁空観に立つ方便展開﹂を憲学の趣意に伺え
ヽヽ
是宮︑王必ト︑下申有こ損気︼由上也 然而其由御政後供こ魚味︼ば
也三
︒統一連に順次仏宝・法宝・僧宝の義を抱うと見得る︒帯ほ
御灯間 − 不レ可こ必忌口僧
仏
教に依るも国土に僧宝︑思想に法宝︑精神に仏宝を擬する
延書斎宮式 風京王将こレ入大神宮乏時 日こ九月一白−拳−
所
︑一全の体系的意義は国民教化と国家形成を期するに近き内
升早 京畿内︑伊勢︑近江等国 不レ得下奉こ灯北辰一及挙哀
に仏教の普遍的立場を失わぬ︒
要之︒星辰祭祀ほ︑仏教︑陰陽道それぞれによつて突傷せら

改葬㌔
れながら︑しかもその儀礼のうちにほ︑必ずしも仏教︑陰陽道

顎

にのみ基いたとは患われない要素を︑或いは観念を伴っている
ものと考えられるのではなかろうか︒

研 究
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口分田制︵大宝律令︶の基本理念は人間平等︵一大乗︶の人格
精神である︒当初に之を意図した太子行政ほその限りでの結実
をもつたが︑奈良仏教自体ほ太子の根源的意図に対しては逆コ

ースであり伝教・弘法が出るまで三疏に鍾刻された仏身常住
︵仏寿無極︶の真理は空文化された︒更に三疏の真理説はその
成立史的実証と相侠ってのみ全いが︑内合する思想の普遍性は
絶えざる究明と努力により深化徹底されて行かねばならぬ︒

信

勝

︵一乗章︶に西

つ勝雲疏 ﹁後隈謂衆生金作レ仏︵法深信︶而衆生無 轟作ワ トチ′カナワ

して最たるもの︒また姓酵疏﹁無量幕縫﹂引用にかかわりも

︵鞋︶姉崎先生﹁聖徳太子の大士理想﹂は三疏の体系的理解と

ーハククルベシナモシタハルコト

仏︵梯深信︶則如来常任ナルコ上明臭﹂

山

田哲学の絶対矛盾的自己同一︵論文集l︶実証さる︒

宗教学と日本仏教学

花

本学では﹁宗教学﹂という名称は︑講座開設よりも七年前︑
明治三十一年妨崎講師によつてはじめて採用された名である︒
而してそれは井上曹次郎教授が帰朝の新知識をもとに︑明治二
ヽヽ
ヽヽ
十四年﹁比較宗教永末洋哲学﹂の講義を始められたことに因縁
ヽヽ
がある︒宗教に対する学的態度と︑東洋白木に立っての学とし
ヽヽヽヽ
ヽヽ
ての印度哲学及び仏教が重視されたのであつた︒もとよりこれ
ヽヽ
より十二年前︑明治十二年には当時宗教軽視の風潮のなかに︑

六四

れていたのである︒而して明治十八年には新帰朝の南条文雄師

大乗起信論が﹁印度哲学﹂の者のもとに原坦山師によて開講さ

によつて﹁梵語﹂の講義が始められ︑同二十三年からは原︑曹
ヽヽ
谷両講師に代って村上専精師が﹁印度哲学﹂の名のもとに仏教

を講ぜられることとなつた︒同師担当の主題の一つは﹁日太仏
教史﹂であつた︒﹁梵語学﹂講座は明治三十四年高橋教授にょ

って宗教学講座よりも四年前に開設されたが︑﹁印度哲学﹂ほ
ヽヽヽヽヽ
一学科として明治三十七年に成立し︑高楠教授が印度哲学史を

講ぜられたのである︒その第一回卒業生中に長井真琴︑夢二回

﹁仏教﹂

﹁梵語﹂ ﹁宗教

卒業生中に木村蕃竪︑宇井伯寿詩先生が出られた︒印度哲学の
講座は︑宗教学講座におくれること十二年︑即ち大正大牢に漸

く開設され︑村上教授が担任された︒
以上は︑兼学に於ける﹁印度哲学﹂

学﹂の相互関係の発生過程の概略であるが︑姉崎教授の﹁日本

宗教史﹂︑村上教授の﹁日本仏教史﹂︑更に井上教授の﹁東洋

ついての研究が現在並に将来に向かつて要望される所以であ

哲学﹂のなかに︑それぞれ重要な地位を占めた﹁日本仏教﹂に

る︒大正八年以来九ケ年︑島地大等師の﹁日本仏教々学史﹂に

ついての考慮も忘れてならぬ︒
﹁宗教学﹂が疑問視されていたのは六十年の過去であるが︑

今や輝かしい五十年の学暦を迎えたのである︒﹁日本仏教﹂ほ

現在なほ学として公認されるまでに至っていないが︑今後五十

年の研究成果に待つ所以である︒
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Pr仙袋tの発生過程

原

田

敏

明

ここでは修行や得度でprie洛になることをいうのではなく︑

鼻村の変化に応じた階層分化によつて発生することに裁ていう
のである︒これに二種あり︒座の如き︑農村の神事組織が乗落

priest的な役割を

の社会経済的発展の結果︑他の乗落と違った性格を持ち︑農村
的なものから遊離し︑殊に宗教的な集団となつて神の奉斎を担
当するようになると︑栗落の各員が一種の

するようになる︒神社の特別氏子で︑事ある時にはその祭祀に
である︒農業を営みながらも専門の

官estである︒山伏修験

参与するものを社家とか杜人︑神人などいつておるものがそれ

けたり世襲的にもなつて︑寺院の形態を整えた場合も極めて多

侶的行為をなし︑遂には僧侶と同じような修行もし︑師資相承

い︒こういう立場を以て︑古く京都の基地区域であつた東山か

priest

ら︑いろいろの浄土門の寺院が興ったことを見ると︑少からず

考えさせられるものがある︒要するに農村における

房

の

全体がpriest的性格を帯びる場合と個人がpriestとなつて分

発生は︑その社会経済的事情の展開を基盤とし︑それにも集団

直

化して来る面があるといいたい︒︵実証的事例は一切省略した

井

ために論旨を尽しかねる点無きにしも非ず︒︶

平田神道の神学的背景

平

全ての宗教現象を宗教経験の表出と考えるならば︑神学は宗

教経験の理論的知的表出と解される︒ワッハによれば︑此の知

宗教学の立場から神道神学の問題を取扱って見たい︒

離して︑pri邑的な性格を持って来る︒それは農耕社会から

的理論的分野は諸民族に先づ神話として発現するが︑神話的伝

は多くこの種のもので︑僧侶のように院坊を称していても妻帯

脱落した階層であるが︑農耕以外の能力によつて生活の出来

る時ほ︑広義の神学が体系化され︑護教や論理的整理の必要か

統の組織化が行われ︑更にそれを支持する社会学的条件が備わ

の俗僧である︒又一方に一の衆落内で︑特別の人が農耕から遊

る︑一瞳のインテリーでもある︒氏子のうちでも当番や長老と

ら次第に哲学的傾向を帯びて術語を固定させる︒かかる形而上

いうだけでなく専門的に世襲のものとなり︑かくて累代の社家
も生じたといえる︒神社の崇敬が発展すると︑その宿営にも専

六五

ぅが︑叉多分に伝統を異にする思想宗教の表現方式を吸収し

告

うに吹聴し︑またそう信ずることにもなる︒殊に中世以降︑現

門的なpri袋tが出来︑遂にほ古くからの社家でもあるかのよ 学的傾斜の或る要素ほ︑勿論その宗教に固有な思惟形式であろ

報

て︑休載を整備して行くことが普通であるという︒

究

在でも死者の供養が盛んになると︑その基地の墓守が漸次に僧

研
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神道の神学的基盤はカッシラー等のいう神話的意識として既
に日本神話に所芽を見せた︒その相当量は記紀を中心とする古
れるが︑現在迄の神道神学が古典神話の研究と解釈をめぐつて

典に載良され︑他は民俗的世界観として口頭伝承の裡に理解さ
展開されて来たことほ明らかで︑此の間上代以来仏教哲学と儒

ヽ ○

教倫理の影響を意識的無意識的に受けていることは否定出来な
︑．∨

平田神道が宣長説の祖述に出重し︑文献学的制約の枠内に終
始したことほ言う迄もないが︑本居学の領域を超える篤胤独自

六六

旨御教示を戴いた︒記して感謝の意を表したい︒︶

律にあける掲磨について

僧伽が掲磨作法によつて僧伽の行事を実行するやうに

時に︑現前僧伽の組織が成立したと考えるこLができる︒ここ

きである︒故に僧伽という用語ほ︑渡羅尭木叉の成立当時から

例えば鬼婆の椴僧に因んで制定せられた﹁破僧遠諌学勉﹂の如

先づ︑僧伽という用語は︑汲羅黒木叉に度々現われている︒

には渡羅埠不文との関係において︑この間題を考察したい︒

幽世の観念が︑人間観に於て現世を仮寓とし幽世に於ける応報

於て西洋天文学の色濃い宇宙開聞説や現世と空間を等しくする

既に用いられていたと云うことができる︒但し現前僧伽という

の神道説は︑神観に於て造化三神の主宰神的性格が︑世界観に

を強調する来世観が指摘される︒かかる平田神道の形成をc干

の視点より見る時ほ︑復古神道の造統以用
外 語は︑汲尾島木叉には用いられていない︒故に四方僧伽と現

前僧伽とを区別するやうになつたのは︑汲羅舞木叉の確立した

芹ura−intera象On

に︑仏教的冥界思想や因果観︑古代中国の実有神論︑朱子学的

ぅ一つの言葉で表されている︒このことは濃度捏木叉に用いら

後である︒波羅島木叉では︑この両種の僧伽が︑﹁僧伽﹂とい

れている﹁僧伽﹂や﹁鵜磨﹂等の用語例より知ることができ

霊魂親と応報説などが浅からぬ契機として看取される︒天主教

る︒

との関係については村岡博士の啓発的な研究があるが︑篤胤に
それ自体がバイオニヤMathaeu∽Ri8．以来試みられた儒教と

掲磨が行われるようになつた時︑現前僧伽の組織が確立した

影響を与えた布教書はいづれもlesuitによる中国文の著作で︑

の習合の産物であり︑後年典礼問題を惹起せしめる因子を学ん

の語も︑ニケ所ばかり用いられている︒この外︑七城静法も翔

と見てよいが︑洗顔舞木叉には﹁褐犀﹂の語が数ケ所に用いら
れている︒また褐磨に欠席する時︑発言権を放棄する﹁輿欲﹂

でいたものだつたことほ注意する必要がある︒
︵この発表の席上海老沢有道民より︑篤胤の本教外掃に影響

の三山添学漑と訂正さるべきである磨を予想する条文である︒随つて此等の条文ほ︑僧伽に瀾廃館

した布教育三種の中︑従来考えられて来たRicciの天主実義
は︑実はGiu−iOA−eロi
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随つて汲躍県木叉の中には︑褐磨作法を予想する条文があるこ

法が行われるようになつてから制定せられたものと見てよい︒

起るものとする︒その為の儀礼を過渡及び強化rites

家族以外の人達と︑その回復を計る宗教的社会関係を持つとき

とり︑宗教的行動にも注意すべき分析を試みた︒宗教的制度

た行動を常に打ち出させる働きをなすもの即ち象徴との見解を

Of pa−

は︑個人乃至集団が心の平衡状愚を乱す危機cri乱00に直面し︑

それは褐磨作法が確立しておれば︑．当然この用語を用うべきで

とは明らかであるが︑しかし種々の点から考えても其等の条文
は汲羅舞木叉の成立過程において︑成立が古いとは云い難い︒
あるのに︑この語が用いられていない条文が若干存するからで

団的危機の回復に当る︒司祭者はこの儀礼を司り︑行われる儀

SSage許intensificatiOn

したことを元

の二つとし︑前者ほ個人的︑後

ある︒故に此等の条文ほ褐磨の確立する前に︑条文として確定

を象徴

とみるべく︑

礼ほ何れも呪術的要素を持つ

い変るべくして時間的ずれを生じ易く︑これに加え個人的順応

た場合の如く︑その私的な神を祀った技法及び象徴は︑当然伴

も平行でない︒何となれば︑一小部族が帝国の支配帽級になつ

七段階に対比せられる七つの型がある︒但しこの間塾は必ずし

が存する︒この象徴には︑社会制度の

rぎa−t釆hniques

司祭者と祈開銀顔者との間にほ︑su罵r己tura︼wOrld

国

ものではなく︑その形成の中間に生じたものであると云うこと

孝

化した旨巨−s当ヨbO−s

野

ができる︒

票数胡象徴観について

平

象の処理ほ︑宗教学の方法論にも亦参考に供すべき点を少しと

人類学を組織的に説く一環の原理として︑象徴による宗教現

虔の異なるlこと等に因る︒

を尋ねようとする試は度々なされた︒併し︑象徴なる語の使用

に区別し︑人間的意味の世界の一部を示す言葉と解するなら︑

しない㍉倍s﹃ヨbO−を単なる反射作用としてのsignより明確

宗教的行動を s当ヨbO−︵象徴︶とみて分類し︑或ほその本義

が︑宗教現象の研究に如何なる意味を持ちうるか︒また宗教学

動物的反応とは明確に区別さるべき︑人間の象徴的行動として

ヽヽ

の本来目指すところと如何なる相違があるかを問うとき︑これ
に回答を用意せられた著書のあることに心附かない︒

顎

骨

夫七

は︑更に他の諸

S当ヨbO−i∽m とも

いうべきものに至る一っの足場ともなや︶︒斯る象徴親の再常

に置
文こ
化う
科学の象徴観研究を相倹って︑h亡man

re−i乳OuS∽﹃ヨbO−ism

ただ中で︑一つの暗示を得たのはChapp訂許COOnの研究 の宗教的象徴︑そして re−igiOu∽∽﹃ヨbO−∽ の組織的研究によ
equiiibri亡m

である︒彼等は．つri宍iplesOfAntFrO苫−Ogy⁝︵一九四七︶っ
でて
︑得られるであろう

人間の行動を常に平衡状態as訂teOf

究

とする生理学的な条件反射より説き起し︑同lの条件づけられ

研
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谷

息

政

詠により︑宗教現象の群発にも︑新たなる意義を見出し得るの
ではなかろうか︒

天理教の国家観

深

ヽヽヽヽヽ
ヽヽ
天理教の原典には国という言葉が八五︵おふでさき一︑おさ
ヽヽ

しつ八四︶あるが︑その多くは大和国の如き地域を京すもの

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

おふでさきに

ヽ

ヽヽヽヽ

ここで坂あげる間願はヨハネ第一手紙の著者の名は稚かでほ
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六八

てんぢくという言葉が出て来

こうせh

いつて日本支那印度と全く無関係とは云われない︒最初ほ対立

だい世界︶に統一されるということによつて︑世界的な統一的

家が重要な課題となつていないことを意味するものであろう︒
︵訂・

11・2︶という御言葉がある︒これより見るならば政道︵天理

ものとも理解されるのである︒

ヨハネ第一手紙の著者問題

なく実質的に如何なる人物かにある︒其為に彼はヨハネ伝の著

泰

に否定するのでほないが︑国家に韓権助な存在理由を認めよう

福

としないのであり︑或一つの国家の領土的主権的絶対性は認め

る︒同一著者説ほ一段の支持する勉であるが同書簡に指摘され

者と同一人か︑其とも別人であるかの究明が其手がかりとな

啓

秩序へ至る順序としての国家のあり方を比喩的に表されてある

家的な平和と秩序と策発との目的を超えた全人類的立場におい
て︑始めて完全に達成されるのであり︑国家は民族的︑国土的

な政治共同保として一つの暫定的な存在であると考えるのであ
ヽヽヽヽヽおうほう る︒換言すれば︑かんろだい世界に到る順序として︑応法の理

がたく︑取り敢えず現実の世界ほ国家の絶対主権を否定した国

としての存在理由を持つのであり︑軋って国家の存在を今直ち

家の連合体となるべきものと考える︒

富

教︶は国家をこえるものである︒即ち天理教の理想ほ︑単に国

また政道といふほ倍も心一つに治めてくれにやならんク

抗争するこれ等が︑最後には一つの陽気ぐらしの世界︵かんろ

﹁神の世界﹂構成の三つの部分というべきであるが︑さればと

ほ日本支那印度という国そのものを端的に現わすものではなく

遠く︑成人の上からは最も連れたものである︒従ってこの三者

る︒
ヽヽヽヽヽヽ
てんぢくはからと同一性絡のものであるが︑距離的たは最も

より遠方にあり︑信仰的成人の上からは︑より連れたものであ

る︒この場合に
は現神の教乃至その始る所及ぶ所の意甥竹
ヽヽヽ
†○モ
ある︒からはに
んと対立矛盾するもの︑即ち親神の数に未知
モむ
ヽヽヽヽ
ヽ ヽ
ヽヽ ヽ
ヽ
でありへ逆くものであり︑距離的にほかんろだいのあるにはん

ヽ

しかし︑その中〃国の為めといふて存命ほたすものもあらう︑

で︑現代的国家を示すものは少い︒これほ天理教義の申で︑国

はヽほヽにヽ
ヽんヽはヽ

は直接法的であり︑一切の奇蹟的記事を排除する︒以上が分際

雄

説加担の理由である︒

富

る監其の艶由は必ずしも其によつて説附されない中

宗教哲学の成立と展開

藤

省してみょうとするのが︑未発表の意図である︒
広い意味では︑宗教についての思索ほすべて宗教哲学である

宗教哲学の存在そのものが疑問となつてくる︒そこで新しい異
聞のために︑宗教哲学がどのように成立し尿関してきたかを反

今まで宗教哲学といわれてきたもの・が次草に解体されてきて︑

現在のように宗教研究の分野がそれぞれに展開してくると︑

田

日手紙は福音書を推薦し補充サる為の添文である故︑日南者各
々違った意図︑目的の下に書かれた為︑肖両書の様式の相違即
ち一方は論戦と説教の書であり︑他は史的イエスの告知を通し
て著者の息想を表現せる福音書である為︑囲年月の経過に応じ
て著者の思想が変った為とする詳説があげられるが此らは同一
説の理由として充分ではない︒
Hセム語風︑旧約引用の有無等から福音書の著者はユダヤ人︑

手紙の方はギリシャ人或は非ユダヤ人と推量される︒目アルグ
ー︵始︶ とロゴスの概念を両者別の意味で使用する︒伺原罪

論︑聖霊諭︑藤末論の神学上重要な主題について両者は違った
見界を表明している︒輌手紙の輩者は光や愛の展性をキリスト
でなく神に帰する事によつて一層抽象的ギリシャ的となる︒国

方法を示した時に成立したといえる︒それほRe−igiO読冨i−？

から︑これは既に神話においても成立していたことになるが︑
福音書において仲保者︑キリストと神は対立的相互存在をなす
のに手紙では一神論又はモナルキアニズムの傾向から両者を更・ 狭い厳密な意味では︑只Pntが宗教を哲学しょうとする意図と
SO冨ie

し評価しようとする立場が主流をなしてきたが︑連に宗教自ら

次に︑西洋の宗教哲学においては︑宗教を哲学の理論で理解

という学名が︑文献の上から一八三〇年代に一般化さ

に近づける︒彼はロゴスの独立性を否定し︑神とキリス†を同
列に置く︑即ちキリストは神であると断言する︒関前着では信

れ︑その源が只antに発していることによつて明かになる︒

る︒掴前者でほキュチズム的性格が見られるのに反し︑此著者

の本質と価値の問題を究明しょうとすることが︑中心テーマと

においても︑知と信︑理性と啓京との関係を明かにして︑宗教

に結合する︒前者ほ間按に︑後者は直接に神・神秘主義であ

徒はキリストを媒介して神に関係するが後者では信徒ほ直接神

は罪の問題をより多く重視し活動主義を強く打出している︒此
点でパウロ︑ヨハネの繰よりほ原始教団の信仰に近づく︒道徳

朝

食

六九

なつている︒しかしその解決の仕方は︑キリスト教神学的であ

の立場に重点をおこうとする傾向が強くなつてきた︒どの立場

の強化に関してはストアを患わしめるものがある︒㈹前者の表

究

現は象徴的であり︑キリストの証明を奇蹟に簸るのに対し後者

研
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七〇

る︒東洋においては︑これに対して︑仏教宗乗的︑イスラム神
るわけである︒
学的な宗教哲学の畏開がみられる︒これらは何れも︑無意識的 ﹁信仰を軽視するなら︑その価値はない﹂性急的貪嚢をする
にではあつても︑．自己の所属する既成宗教を信仰する立場を前
宗教学徒があり︑一段にその傾向が強い筈である︒それほ尤で
島とするものであるから︑厳密にほ︑神学的宗教哲学である︒ り︑決して軽視はしない︒只方沃態度のあり方に問題があ
あ
この立場でほ︑真理や価値の主観的主張はできるが︑客観性を
る︒宗教心ほ人皆のもつ勉︑導き方いかんで開発は必ずする
欠く︒これに反し︑宗教学の終るところに宗教苦学が始るといが︑誰もかも 圧に潔い信仰に入れようとすることは無理であ
ぅ宗教学的宗教哲学が展開してきたが︑re−i乳房e Hy苫thesり
i仏
︑焦ると人間共有の反抗心を卿戟して︑宗教ぎらいを生ずる

﹁宗教哲学の成立と展開﹂の一部である︒︶

ていると患う︒︵本研究ほ昭和二十九年度科学研究助成による

われて悶死した︒

藤

本

一

雄

何という悲痛の叫びだろう︒スピ′−ザはこれをも﹁必然﹂

︵﹁エテイヵ﹂二部・定理・四四︶と呼ぶであろうか︒冷酷の響

きさえ感ずる︒愕尊も痢病に倒れた︒ソクラテスは毒盃に逝
き︑イエスは十字架上に病死した︒必然であろうか︑いづれに
せよこれが人生の常であろう︒そこに住む亨等︑何時何事が起
宗教教育は勿論宗教的教育の意珠であり︑先年同志社大学でっても︑泰然として処理してゆかねばならぬ︒その信念︵仰︶
発表した主張︑﹁宗教という譜を用いない宗教教育﹂が方法上
養成が目的セある︒
の理想型でさえある︒従って直ちに信仰間藤に突進する伝道・ 大局の目的ほ定まつている︒然し︑﹁幾度か辛酸を寝て志し
布教者の宗教教授と元より共通点はあるが︑その儀囲に差があ漸く固し﹂︵西郷隆盛︶で︑信仰︵念︶も亦同じである︒機会あ

実地についての宗教教育と信仰の問題

OriginandDe諾−○電ロentOfthePFilO等phyOf
R︒
e﹂
−︵i
夜を
良乳
寛O
伝P
︶

TOmiO Fuji訂

﹁この夜らのいつかあけなむこの夜らの︑明けはなれなばを
みな釆て︒はりを洗はむこひまろぴ︑あかしわびけり長きこの

に依存している限り︑事実の究明はできるが︑価値問題の解決
ことさえある︒然れば︑可能性を覗って︑徐ろに怠らず努力徹
はできない︒そこで︑今まで本質の究明が真理の証明になると
底の要が厳存する︒
考えられていた傾向は︑本官の問題に重点をおけは宗教学に︑ 清貧真の聖者良寛が︑その最期︑あれ程の聖者に何の業舛A
真理の問題に重点をおけは神学になるというように展開してき
RMA何の因果か︑自然作用とは云いながら︑激しい痢病に襲

290

に対えて説く︑牛歩抄造的工夫が忘れてならぬ要点である︒宗

る毎に教え︑計画を立てても怠らず誘毒し︑必要に応じ︑求め

対自由とは現実を遊離することではなくして︑現実の流にあつ
てそれを縦に断ちきり︑流の本来的な在り方を知ることによつ

であつて︑絶対自由であり︑随勉作主であることができる︒絶

教への理解がまず第一︑半信半額で考える過程もまた重要事素

て︑流の具体的状況に応じて意志し行動することである︒自由
とは法則の認識であるという如く︑現実の在り方を認識してい

である︒決して急いではならない︒余りに信仰の強い人の指導

るが故に︑現実の動きに動揺せず自由紅のである︒宗教的現実

遍妥当的な真理ではなくして︑現実の具体的行動の指針となる

認識である︒仏教の語をかれば権智といえよう︒この認識は普

あることである︒かかる決断を支えるものほ根源からの具体的

ない︒それほ現実に画して常に税源からの新たな決断において

ら現実の具体的状況に応じて一瞬一瞬を生きることにほかなら

に︑カ余って反信的態度を生ぜしめることの少なくないこと

豊

とはかかる現実の絶対否定即ち絶対批判において︑その根源か

元

ほ︑貢霊考えなければならない︒﹁過ぎたるは命を及ばざるが

野

如し﹂の戎しめは︑信仰の誘導に重要なことがらである︒

宗教的現実

星

らない︒社会科学的認識を内に含むことによつて絶対自由は単

具体的現実的真理である︒それが現実の行動の具体的真理であ
宗教的回心によつて整った者の現実を宗教的現実と名ずけ
た︒そこでは現実を支部する原理が異なつている︒以上は人間

自由たりうる︒

食

永

霊

鳳

とに大別し︑無意識を個々的なものと集合的なものとに分類し l

ユングの分析心理学では人間の精神作用を意識的と無意識的

増

ユングのIndjまd亡atjOnと碑の立場

に主体的形而上的事態に止まらず歴史的現実的に客観的に絶対

るかぎり︑それほ社会科学的認識を内に含むものでなければな

の自律的原理であつたが回心以後は神得的原理が支配してい
る︒それにもかかわらず現実ほ依然﹁肉にあつて生きる﹂人間
的歴史的現実である︒宗教的現実とはかかる神的と俗的との交
つた点である︒そこでほ俗に絶対否定されることにおいて神的
となり︑神ほ自己を絶対否定することにおいて俗になる︒むし
ろ神は自己を殺して俗となるところに神として自己を実現する

朝

のである︒かかる二つの働きが︑一つの働きと七て現実に実現
されたところが宗教的現実である︒そこでは俗に絶対否定にお
いて絶対肯定されている︒俗的生活と宗教的生活とが一体不二

新 党
／

二29

た︒価々的な無意識はアロイドの無意識に近いものであるが︑
な無意諭には三段の階層がある︒初ほ男がアニマ

︵anima︶女

集合的な無意識ほ人塀的遺産の部分をなすものである︒集合的

七二

身の修行を要語したことは興味ある問題である︒ただ彼の禅に

野

孝

を︑さきに太鼓

純

が︑さらに広く禅の全分野に捗って研究を進めるならば︑一段

対する理解は初期にとどまり︑その禅も北宗的臨済的である

抵

統﹁と以ねのまさ﹂考

がアニマス ︵animu00︶次は男が古の安着︵t訂0−d5．給mの
a已
進歩を見るであろう︒
を見る︒このセルフはあらゆる宗教に見出される

女が地母 ︵tbe昏ユb・mOtheユ轟後は男女ともに真実の自己
一着︵0諾n窃3︶の象徴である︒これに徹することを彼はlnd−

︵tbe Se−f︶

の独訳

iまduati昌といつている︒それほ真にあるべきものになること

を意味する︒ユソグは鈴木大拙氏の﹁禅仏教の入門﹂
したた

一候補地を中頸城郭櫛池村大字赤池小字鳶田に︑幕二俣補地を

いた︒今回はその調査の中間報告だが︑次の諸点から一応︑昇

︵一二七︶で従来通り越後に求めらるべきであろうと述べてお

鸞の章恵倍晩年の住所﹁とひたのまき﹂
︵Die grO∽給田efrdung︶に序文を認め︑﹁禅は仏教の広親
くし

つである﹂といつている︒そのセルフというほ禅の始祖菩先の

同部板倉村大字坂井・長塚小字飛田にあててみた︒

て大いなる思想から芽ばえた中国精神の長のすばらしい花の一
いわゆる衆生の同一真性であり︑イソディグィデュエーショy

ソに入りにくいことを暗表している︒要するに︑ユングは︑U

る︒ユソグは野心的な欧米人はこのインディヴィデュエーショ

のいた国府・栗沢︵板倉村︶・小黒︵東頚城郡︶を結ぶ三角形

子女を頼って越後へ下ったと思われるから︑これら門徒や子女

探られねばならない︒そして恵信は門徒や先にきている自分の

を付加したものであろう︒従って﹁とひた﹂ほ﹁まき﹂の申に

か広恵信書状に発信地﹁とひたのまきより﹂の八手上に﹁まき﹂
の二字が抹消されている︒これは恵侶が最初﹁まきより﹂と書
こうとしたが︑その場所を一層鮮明にしようとして﹁とひた﹂

ほそれを実践的に体得することである︒達摩禅の本領ほ真性の

悟修にある︒連声の説いた二入四行の最後称法行はすなわちこ
れを指している︒この裏性に称った行に入るには︑その前の無

集合的な無意識の棍抵に宗教精神を置き︑榔分析心理学に東洋

所求行を必要とする︒無所求行ほ無所得空に徹する実践であ

的なものを導入し︑付アーケタイプを説くに仏教的思想を参照

があ

き﹂にちなむ荒牧︵中頸城郭菅原村︶・牧

地辺に︑恵信の住所を求めるのが自然であろう︒この中に﹁ま

る︒第一候補地ほこの牧付近︑第二候補地は荒牧近辺にある︒

︵東頸城郭︶

し︑㈲密教的マソダラに新しい意味を見出し︑㈲集合的無意識
ョソを禅の悟で説こうとし︑例菅に患者のみならず︑指導者自

の基底に禅の本業面日をとり入れ︑㈱インデュゲィデュエーシ
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赤池鳶田を昇一候補にしたのは︑着信と連絡あつた子女の住

とか︑冥途の椰子樹に蘭突して戻ったのだと言って︑その間に

とかヨミジガエリとか言う譜は︑その様な意昧を表わす︒日本

見た幻覚を︑ノ蘇生してから物語っている︒日本でもヨミガエリ

霊異記中の種々の霊験的蘇生霹にも︑その様な実際の失神幻覚

所栗沢・益方︵板倉村関田付近︶・小黒は共に山間地帯にあ
らである︒そして鳶田の地名も以下のことから︑恵信当時存し

り︑これらの線に地理上︑ここが最も恰好な場所と患われるか

呪術者が麻酔をしたり︑自己催眠術をする呪術儀礼の場合とは

の個人が偶然に見る場合と︑特に此の冥界の幻覚を見る為に︑

区別しなければならぬ︒他民族では︑自ら呪術的手段により失

より出たと思われる話が多い︒然し斯様な幻覚は︑一股に普通

器が出土している︒3梨平の水嶋磯部神社が式内杜と思われ

神や異常心理に陥り︑自分の霊魂の冥界旅行を企てる事を職と

ていたと思われる︒1康平・琶治年間作成の伝承をもつ古地図

る︒4かくして赤池が恵信当時存してをれば︑赤池の小字鳶田

に赤池の地名がある︒2赤池周辺の梨窪・坊ケ池から稲生武士

の地名も既に存していたと考え得よう︒

する巫が存在している︒シベリヤ︑インドネシヤ︑メラネジ
ヤ︑古代中国︑印度︑古代ヨーロッパ等にも行われていた︒日

ているのがあるし︑その他の請書にもその様な話が多い︒その

東霊異記中にも︑明らかに後に蘇生する事を意識して失神し

幕二俣補地は往時沼沢地帯であつたと思われるが︑周辺は古
項の出土で堵唱な所だから︑当時は勿論存していたであろう︒
因に斐大村飛田の地名は式内杜斐大神社からきているとみるべ

して知られている様な洞窟や火山等で行われたが︑日太でも山

な詰もある︒ヨーロッパの斯様な実感ほ︑往々冥府への入口と

て幻覚を語るという形式になつている︒申にほ古今著聞集︑慈
心坊尊意の様に︑闇王の召に応じ︑用意万端整えて失神する様

死に方も皆急に硬直して仮死状態になり︑数日経過して蘇生し

きだろうから︑トヒタと訓読されなかつたろう︒

前

日本にぁける冥界幻覚の実像について

抵

種の修行者の修法中になされていたり︑わざく此の幻覚を見

語︑宝物集等に見られる︑立山地獄で見たという幻覚も︑皆特

未開人や古代人が死者の夢や冥府の幻覚を見たりする事を︑中他界︑地獄谷として知られた︑白山︑立山︑金峯山等では︑
真実に自分の霊魂が冥府に赴いて体厳したのだと信じ︑斯様な斯様な実修は行われなかつたであろうか︒法華験記︑今昔物
・Bタイラーや︑1・マクロック等の著明な説である︒実際︑

幻覚を基礎として種々の冥界訪問薄が発生するというのは︑E

報

償

七三

未開人は瀕死の病から回復したり︑失神絶気から蘇生したりする為出かけていたりしている︒斯様な冥府地域での幻覚契修の
る事を︑冥府から戻って来たのだと考え︑冥途の河から遭った物語申で︑最もシヤマナイズされた話は︑扶桑略記︑北野縁
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唯

一

七四

三二・四歳︶

︵明治二五−二八・九年︑二〇歳−

五歳1二〇歳︶

昇一期無差別盲信の時代︵明治一九・二〇−二五年︑一四・

第二期倫理主義の時代

︵明治三七−四〇年︑三二歳−三五

歳−三二歳︶

第三期人格神思慕の時代︵明治二八・九−三七年︑二三・四

第四期見神実験の時代

歳没︶

第一期より第三期までほ見神への過程であり︑準備の時代で

両博士の薫陶・哲学会グループの刺戟︑苦学力行の東京生活︑

あつた︒此の準備期を通して︑家計の不如意・遊学の要求不満
・村内の聖書研究会の集い︑東京専門学校における坪内・大西

蕗︑荏桁天神縁起等に伝える︑遣贅の冥途記の記事で︑之ほ青
野金峯山中の洞窟でなされ︑ここで修法し乍ら︑予期した失神
を行い冥府幻覚を見ている︒之は一塩の巫の皇族と同じもので
あろうが︑古代では冥府に垂旅する事を専門とする存在がいた
と思われ︑諸所の闇魔望︑地蔵堂の建立者と伝えられた小野室
伝説の如きは︑その様な蓋巫達の幻覚実感が伝説となつて残っ
たものであろう︒

木

綱島梁川に於ける﹃鬼神体験﹄
の過程について

鈴

義︑準畢王義思潮を背景にして粂川に働きかけてくる︒結論を

二度の啄血と転地そして入院等々の罪因子が︑当時の啓翠玉
﹃夢にあらず幻にあらず︑最も確実なる経験に候﹄と実在と

の関連の下にdy声micに捉えなければならない︒既に梁川の

会に近づく傾向を見せながらも︑幾多の変遷の具︑遂に﹃人格

の感応体験を強く世に洞門㌍佃島粂川の﹃見神﹄の問題を明ら
かにするには︑それを人 格的宗教現象として人格と環境と 言うならば︑梁川ほ此の期の当初︑文化胡要求の代償として教

人格については︑その形式の過程及び講特性を廿九年度学会に神なかるべからず⁝⁝神を思慕する熱き至深の要求たにあらほ
発表した︒人格はかなり一‡した基本的傾向をもつとは云え︑神の愛との感応あるべし﹄と自らの内に見神を予想せしめる構
正確なる行動の恕解のためには︑骨に成長変化する人格を個々えを形成するに至った︒見神体鹸に先行する此の人格の体制化
の瞬時的事態においで捉えるべきであろう︒未発表は此のようほ極めて興味深い︒此の見神必須の要求は生活史に培われた哲
な意味で︑梁川の見神体験に至る過程を明らかにしたものであ学的教養によつてju象fyされ強化されると共に︑やがて夢二
期末の肉体の衰弱化と共に︑流出発現すべきtra∈naを待つの
る︒
である︒
さて梁川の宗教的生活ほ︑大別して次の如くに区分される︒
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近代資本主義成立期に赴ける

上

泰

−−1﹃anfa2．の所説を中心として ー

新教運動の経済的意義

水

三

フアンファニは︑資太主義精神を︑﹁人間にとつて本来的な
する生活態度﹂と解釈する︒従って︑彼ほ︑その中に宗教的倫

欲求と見倣される財貨獲得への志向性を積極的に肯定しょうと
理的要素を認めない︒叉︑此の精神は︑歴史と共に古いのであ
るが︑社会的勢力にまで伸長するにほ︑社会的に一定の条件を
必要とした︒換言すれば︑一定時代の社会と人間とが︑資本主
義的生活態度を具現するまで待たねばならなかつた︒
さて︑近代資本主義は︑産業革命と相伴って︑その巨歩を踏

間活動に求めざるをえなかつた︒経済的な面から︑これをみれ

世と来世とを断絶させた︒従って︑現世的基準は︑合塩的な人

ば︑経済合理主義となり︑そのまま資太主義精神へと移行しう

る︒かように︑ブロテスタソ

以上の解釈中︑彼の見ているプロテスタソトの倫理観は︑十

精神を容認し︑その成立を助長せしめた︒

七世紀の英国ピューリタンに該当するものでほあつても︑十六

ルビソにあつては︑職業︵召命︶の重視と平等とは力説されて

世紀のプロテスタソト︑少くともカルビソには該当しない︒カ

﹁神の正しき日額より離れる者﹂のなす業であると︑むしろ警

はいるものの︑転業特に﹁報酬﹂を目当てになされる転業は︑

告されている︒より有利な職業に︑見えぎる神の指図を認め︑

．ハクスターを待たねばならない︒

かかる職業へ転ずることに︑召命を認めた解釈は︑十七世紀の

志

朗

︵本研究は︑昭和三十年庶︑文部省科学研究費助成金による︶

宗教発生の生物学的基盤に

み出すのであるが︑それに至る準備期︑即ち成立期は十四世紀
まで遡ると見倣されている︒しからば︑宗教は︑此の聞におい

ついての一考察

骨

七草

されているが︑科学者でしかも宗教者であつたパスカルの宗教
体験と宗教観を取上げて︑宗教発生の基盤となる一要素を考察

生物学的な適応機能に基く宗教起原論は既に多くの批判が下

て︑如何なる態度をもつてこれに臨み︑どのような影響を与え
たであろうか︒
フアンフナニによると︑カトリックの倫理観でほ︑﹁現世的
しかるに︑資本主義精神は︑営

利追求を日額とするから︑倫理的に悪である︒かくして︑カト

事物た意趣目的を求めない︒﹂

顎

しかるにプロテスタソトは︑起現世的秩序を崩壊に導き︑現

¶′ヅクは︑決して資本主義の味方とならなかつたのである︒

研 究
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︵dぎe誘iOn︶

を異にした全く異質

してみようとするのである︒
パスカルは︑日然的非宗教的な適応と超自然的宗教的な通好
とは︑秩序︵Ord蒜︶次元

七六

カソトの宗教論を綾って

根本意からの解放
−

一

的なものとしているが︑然し亦これら両者は人間が生きて行く
三
原
にとつて共に必然的なものであるとしている︒そこで適応の営
みという概念を単に生物学的な意味においてでなくもつと広義
生の理由を考え︑道徳的努力を続ける人間は︑却って自己の
に使用するならば︑宗教的な人間の変革というもの︑例えば回
限界を自覚する︒而してこの限界自覚ほ理性法則の内に自らを
心︵cOnくerSi昌︶ の如きものが︑自然的な適応における変化の
置くことによつてのみ可能である︒この立場においては他律は
現象とは全く異質的であるにせよ人間が生命を充足しょりよき
全く排除され︑理性の立法という自得の原則に基づいてのみ考
自我を実現する為人間自らが或変革を起す現象であるかぎり一
察が続けられる︒
種の適応の営みであると考えてよいであろう︒
当為にみられる人間観は道徳的完成者を目途としてうちたて
宗教の特質として唯機能的な面のみを坂上るのほ一方に偏し
られる︒この道徳的完成者とは神であり︑而してこの神は亦︑
た学説と言わねばならぬが然し宗教のもつ侍質上して︑このよ
道徳的努力を重ねる人間の内に秘むものでなければならぬ︑す
ぅな生命の充足︑安定︑拡充という機簡約な面のあることは疑
べてが理性者のうちにおいて究められるというのが彼の基本的
われないのである︒
態度であり︑この立場にあつて悪と自由との構造的連関を考え
以上のような親方に立つならば︑生物学的な適応の営みとは
て︑些題に答えようとするのである︒
質的に臭った一種の適応の営みに宗教発生の基盤となる一つの
悪は端的にいつて︑本釆的な理性法則から逸脱する所に存す
重要な要素が認められると考えるものである︒
る︒﹁心情の転倒﹂に悪が現成し︑反秩序となつて積極化す
る︒この転倒にあつてほ自愛心を最高動機とし︑あらゆる柘率
の赦櫨を腐敗せしめんとする︒然しこれらはすべて自由なる行
である故︑根元的であり︑従って亦これを根本悪と名付け得
る︒だがこの悪への傾向を許した自由を通じて却って最高拳を
覚醒するという見地に到着する︒理性着たる人間ほ良心の働き

2t始

を媒介としてレアールなものからイデアールなものへ︑即ち現
ヽヽヽヽ を予め忌慎む事で︑当代までの官操記鹿がもの
実態の惑の内に悩みつつそこから本来の自己に遠帰して関東せ・簿忌・物忌にあて︑その際物忌は巫の称とLてのみ用いられ
んとする︑ここにおいて純粋なるものと有限着たる人間との直
るのと範噴を具にする︒そこで史書・日記・有職故実書・
結が存する︒﹁宗教とはあらゆる育人の義持を神の命令として作品などに得られる当時の物忌習俗の特徴を紹介すると︑H物
認識することである︒﹂ 恵からの脱出︑解放はまづこの認許
忌のの原因は大別して︑怪異現象と心具現象とに限られる︒
上にたつことであり︑理性の声に応じて内部的刷新を行い︑而
と肉体的不健全が後者であるが︑前者は更に地位・出自・
してこの人問心情における一つの革命を通じて︑有限的理性者
ヽ 等に関して類別され︑殊にそれと怪異を起した場との
ほ本索のあり方に自らを置くことになり︑かくなることによつ される︒即ち︑天皇は国家公共の立場から伊勢東大寺を
目
て根本悪からの解放がなされるのである︒
とする特定の五大の社寺に起る怪異に糞を有し︑農民の代

和

礼

子

る︒殊にこの二日は中の夜の丑〜寅剋を忌藷の中心として前者

日の設定は一件の怪異について相当長期に亘る事と︑二
れも十干日をなす五行の即粁の日が一組である事に特徴が

錮虹髭摘㍑覇弼現討鍼班銅絹Ⅷ錮 忌

・口舌・脚絆︑疾疫・病事︑火災等の予兆とみなされてい

かくの如くカントにあつては強き人間︑道徳的人間たらんと
は春日興福寺多武卑などのそれと無縁でほあり待ず︑帯締
する現実的なる理性的人間によつて︑道徳的宗教が現実的に存
異は帯真の進退を制肘し︑さらに私生活身辺の怪異が個々
在し︑これによつて根太惑から解脱し得るのである︒単に生の
物忌を要求するのである︒殿舎の倒壊とか墓場鷲鳥雀蝿鹿
為に生きる理由を失った弱き人間にあつては︑根本惑の自覚も
の異常態︑狐見境等の悪戯︑緑樹の枯死などがその主な何
なく亦そこからの脱出︑解放もあり得ないのである︒
る怪異頚豪は陰腸師によつて青凶を占われるが︑それらは
物
忌

三

1平安貴族の生活に環はれるその性格−

朝

食

七七

平安時代の生活慣習として覇者な物忌は御慶怨霊もののけ等 篇的構成を有する点留意すべきである︒国物忌の眼目は
後
の脅威に悩んだ時代精神が政界の動揺と社会不安のうちに生み
と外事外物との一切の交渉を遮断する所にあり︑それが破
出した習俗であり︑藤原基経東成立︑道長時代を盛行期とし ︳ た場合︑怪異に予兆された凶事が到来する︒即ち凶事を掌る藍 の
て︑その後漸次型と意義を崩してゆく︒その内容は凶事の到来
物の跳梁を外界に相荒しているのである︒この畏怖の念こ

研 究

29ア

であるから皆宿作を凶とするとの珪証の二者とし︑こゐ邪説を

七人

Hに述べた如き異常現象を怪異と認識せしめる因をなしてい

批判して正しい仏教の立場を高調された︒﹃論﹄文ほ三段に分

教

尭

為の可能性を認め︑従って叉行為に対する責任を感ずる横転的

は宿業による諦観を感ずると共に︑新業即ち自由意志による行

れを裔める︒三︑前者は消極的宿命的断念︑王義となるが︑仏教

みで三世の一切を説くから雑因の成立を許さないが︑仏教はこ

めないが︑仏教はその両者を蔑める︒二︑前者は宿作の一因の

要之︑荷作外道は宿業カのみを認めて現在の新薬の因カを認

び未来の果報を招くと説かれた︒

雑して果報を生ずるとせられ︑夢二は︑﹁或は復法あり︒鈍ら
ヽヽヽヽヽヽヽ
現在の功用の因に由て得す︒云々﹂として現在の遺業が環在及

れ︑昇一は︑﹁或ほ請書あり︒唯宿作を用て因と為す︒云々﹂

っている︒囲この習俗ほ成立宗教としての神道・仏教とは教義

る︒この場合︑雲助は個性も形もなさぬる存在として意識
されているが︑道長以降疫鬼の陸路を強め観な人形をとるに至

として仏教においても宿業カを認められ︑幕二は︑﹁或は復苦
ヽヽヽヽヽ
あり︒雑因の所生なり︒云々﹂として事悪二葉が一人の上に交

浦

い︒その成立は一に知識下に潜在した日本民族の宗教心意に侠

上の関係を有さず︑また陰陽道にも学理的説明を負うていな
った革がうかがわれるのである︒

先着の業息想

六

仏教思想の中でも業報恩想は深く日本人の精神生活を動かし
ているものであるが︑従来この思想が果して正しく理解され生

完全に論説して余すところがない︒

一

散派神道特に天理教の場合

素数史のゆがみ

村

−

上

雄

宗教がその独自の信仰教義に基いて︑又ほ他宗教の要素と混

俊

以上の先着師の批判と思想こそは仏教の真正なる業報恩葱を

活化されたであろうか︒動もすると業報恩憩は消極的﹁諦らめ﹂
努
力的自律的なカの自覚を認める調和的中道駒人生観を生ず
る︒
的観念に解されてはいないであろうか︒

若し然りとすれは︑それは仏教における真正なる業報恩葱で
い理解と発揚とに心血を注がれたのは︑都率天より降下せる輔

ほなくて︑宿作外道の邪説に堕することにある︒業思想の正し

地論﹄巻第七にあらわれている思想と批判とである︒

勒菩薩の説法を承述せられたと伝えられる先着菩薩の﹃喩伽紆
先づ電着師は宿作因論の論拠を︑現在の果報は皆宿業に困
る︒しかも現在の斯業は不作因なヤとする教証と︑正行者が苦
を招き︑邪行者が楽を受くる現実より観ずると︑現生業は不定

298

ゆがみのあらわれる一とこま︒

教学に追随する時︑宗教としての本来的発達が阻まれて方向に

和融合して発展す竜ほかに︑国家権力や政治力との妥協︑その

︑特に国体の尊厳︑神社側軍天照大神の柵位等︑約言すれは

に明治以降︑復古神道の政治的要求の生長発展した国家の性格

田

秩父霊場を中心として

地方信仰に於ける垂場の研究
−

古

−

恵

観音霊場の成立年代についてほ西国︑坂東共に明かでなく︑

師

とはいえ︑ここに史的発展のゆがみを見る︒具体的詳論は輩を
新にして別の機に期する︒

との迎合妥協の途をとらざるを得なかつた︒自らの存立のため

天皇制を中心とする絶対主義的体制と教学の前に阻まれてそれ

教派神道発生の内的動因を復古神道の主張と欠陥の中にみ
る︒復古神道において未分未成熟であつた政治的動厳と宗教的
契機とが次第に分明となつて変転する幕末の世相と維新の転換
期に︑一を国学−復古神道−平田神道−維新といぅ政治的思想

的運動に結実し︑飽を宗教契機を拡大せしめて教派神道へと︒
徳川政権の精神的支柱である仏教・儒教への反抗としての復
古神道には︑紫焼な教義︑複雑多門な行法の排除︑為政的便宜
的な倫琴王義の打破があり︑人智の技巧をからないで人為川上
あこがれが︑天地自然の道にさからつた不自然な統治形態であ

三月十八日性空上人によつて創設されたとあり︑二つにほ文麿

秩父垂場においても同じ悩みが生じて来る︒一つには正暦五年

に自然に生成されてある崇高な道や秩序の存在とそれへの復帰
る徳川政権への批判として成立し︑尊王への根拠が穿となつて

元年三月十八日妙見菩薩︑熊野樺現等十三人の棒者によつて開

維新の大業となり︑この政治的方向が国家の動向に従って権力
的拘束力を持つ教学として伸張した︒

し・かし復古神道のただ古に対する回顧と陶酔と独断に堕した かれたとある︒この中前者は全く根拠のないものであるが︑後
者は札所行事の基盤として今日に及んでいる所から全然無視す

国の尊さは知っても天照大神の恩徳を忘れ︑造化主宰の化育の

ることは出来ない︒従東郷土史家によつては江戸初期︑或は室

観念的主張︑その進展の政治的偏向︑宗教的動機の欠如1皇

い︒この点についてほ各札所にまつわる行基︑最澄︑空海︑円

町中期頃の説を挙げているが︑これとても確実なものでほな

仁︑源信等の高僧による創設伝説や︑蔵王︑熊野権現等修験に

恩恵を思念せず︑平易な処世訓すらなくて︑更に救済安心の問
示という宗教成立の契機を持たないで︑ただ倫理や政治上の主

題に解決を与えず︑死生︑幽冥︑応報の信念なく︑況や天啓啓

報

告

七九

た角度による究明を要するであろう︒

関する信仰基盤が徐々に確立されていつたことからして︑異っ

究

このような発生上の性格に塞く教派神道の自由な進展は︑侍

張にとどまつた復古神道の欠陥は教派神道を生んだ︒

所
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次に成立の動機を月ると︑文麿元年十三人の樺者によつて創
が中心となり︑多数の民間における同調者を生んだものと想像

設されたとある所からして当時の宗教者である僧侶︑神官の力
出来る︒またこの壷場が初めから百カ所墓場として成立したも
のでないことが三十二番般若岩殿の兵事二年の番付で解る︒そ
れによると番付は三十三香であり︑配列は秩父市を中心として
組織され︑外部の巡礼者の便を考慮に入れてない︒これほ明か
に地方霊場としての性格しか持たないことを表すもので︑三十
四カ所と今日の配列順序ほ百カ所霊場の成立によつて出来たも

のと云える︒
更に百カ所霊場成立の問題になるが︑三十香にある古い納札
では天文年間と見られる︒然しこれとて明確な資料とすること
は出来ず︑江戸時代の巡礼を見ると大半が江戸市民であり︑寛

﹃イスラームに於ける

八〇

井・

慶

特にクルアーソを手懸りとして1

神の主体的表現に就て﹄
−

諸

徳

宗教にあつては神が主体的存在として現われて来る︒所でか

かる場合そのことを示す表現にも色々ある︒H主体者として見

で示される︒国主体者として

る表現︑これは大抵三人称男性形で表される︒国主体者として

攻う表現︑これは二人称↓FOu

現われて来る表現︑これは一人称で表される︑それ等は何れも

︵Q弓．抑邑を耽り挙げて︑最も侍殊

な国について考察したい︑クルアーソではこれ等三様の表現が

ームわ典拠たるクルアーソ

興味あるものではあるが︑ここでほその資料として原始イスラ

錯雑している︒然もそこに国が多く然も国には注目すべき事柄

永から元祓︑宝暦と中期になるにつれて盛況を示している所か
ら︑江戸市民によるカが︑百カ所霊場への発展をうながしたの

それはここにおいては神アブラーの独一性が極めて強調せら

が見られる︒

ではないかと推察される︒
本稿は昭和三十年庶文部省科学研究助成補助金による研究成

果の一部である︒

せられるものよりも轟かに多く複数を以て表現せられている事

れているにも拘らず︑幕一人称表現の場合にそれが単数を以て

である︒然もかかる事は一段に当時のアラビヤ育で用いられた

すべきであろう︒勿もそのイスラムの．背景とじての旧約宗教に

語法というわけではない︒凡そ独一の神の一人称は単数を以て

化かかる事例は絶無ではない︒︵例えば創世諭一章二・二ハ廊︑
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十一章七節︑イザヤ書大草八部等に一人称複数表現があるa︶

ブの様態がある︒それはNO邑置tiくe−Ge諸賢e︐Obj邑扁の W象乱d羅

にょれば︑宗教は次の如く定義されるべきである︒

ドーイユタエールトの﹁法理念の哲学に
然し旧約では極めて少数の特異例であるに対して︑クルアーシ
では大抵が複数である︒然も前後に出る表現としての二人称︑あける素数の意義
三人称は常に単数であるにも拘らず︑唯一人称のみが複数が多
柳
田
友
倍
い︒輩者の考証によれば単数表現は複数表現のわづか約五分の
一に過ぎない︒
現あ
代オラソダの改革派哲学者ヘルマン・ドーイエウエールト
それならば︑我々はこの用法につき如何なる事を見出すで
Hは
e三
m冒DO音籍rdの﹁法理念の哲学﹂ Wijs訂g籍rte
ろうか︒倍クルアーシのアラビヤ育の原文でほ人称表現に

究

報

告

八一

の宗教によつて根本的に恵向づけられている︒

れている︒信仰の志向と内容とは我々の存在の中心領域として

宗教の
とほ意味の一切の時間的多様の其の絶対的航漢または偽り
三形である︒夫々極めて多種多様の表現が見られるが︑筆
者
絶さ
対的根源に向つて自己を志向せしめようとする人間的自我
仔細五分析の結果を概癒すれば︑結論的に大凡次の如く見の倣
性の先天的葡動である︒人間存在の絶対中心的領域として宗教
れ得る︒
間的現実の一切の様態的多様性の局面を超越する︒宗教は
大部分の一人称複数使用の中にあつて特に見られる一人ほ
称時単
我主
々体
の意識の求心的志向においてのみ接近しうるものであつ
数使用こそは︑引用句の主育たること︑内面性︑決定性の
て意
︑味
意識の分散的志向において操近しうるものでなく︑また
たること︑窮極の宗教的対象としての主体たること等々の
象﹂として旗近しうるものでもない︒従って宗教はその内
における一人称としての神がそこに示されている︒然もそ﹁
の対他
駒木質に関しては絶対に﹁現象論的﹂記述を許さない．︒ここに
の︑人間に対する働きの場面においてほ︑一般に一人称複
数を
宗教と信仰との陛別が要求される︒バルトは信仰を現実の様態
もつてせられているのは︑神の働きの大なる力量を亨わん
と
的局面から全く切離して考えた︒しかし信仰は人間意識の様態
し︑乃至は天使として観念ずけることによつて示されるが故の
的機能の一つであり︑一つにすぎない︒信仰機能ほよし最高の
宗教意識から出て来ているものでもあろう︒かくして超越一神
意敵機能であるにもせよ︑どこまでも宇宙時間に拘束され︑我
の宗教にあつても単なる個的一としての神観念の︑みではすまし
々の存在の他の様態約諾機能との意味の時間的相関性に拘束さ
得ない消息が伺われることは示唆多きことである︒

研

：姶1

八二

的思惟が固有の対象として関わるところの先験的痕本理念は時

しかしながら︑他方キュルケゴールほ︑悔改の中に大きな意

︵絆hu−dig−Nicht衿hu−dig︶とすら誇られている︒

ぬことが︑むしろ︑信仰にとつての最高の叡知の表現である

ung︶として拒絶せられ︵Furchtu．Ni淳

︵くersuch已貞︶において︑悔政は︑誘惑︵An訂cぎ一

間的現実の意味の相関性︑全体性︑根源の三理念に求められ

義を認め︑悔改なしには︑実存のあらゆる運動が︑．その衝峯を

伸の試練

る︒がこれらの理念ほ根源への集中的志向性において板木的宗
教的に統一されたただ一つの理念であ告それはかかるもけと

失い︑美的理念も︑．宗教的理念も棍低から崩壊せざるを得な

悔改のもつこうした自己矛盾が︑本来的には︑倫理学白身に

い︵ibid︶とまで容認するをはばからなかつた︒

してそれ自身もはや哲学の領域に属さないなふらかの宗教的板

形

孝

夫

意義をもつと考えられる︑ところがキュルケゴールの場合︑倍

一般に︑悔改︵dieR望e︶は︑信仰に関して極めて揖極的な

山

キュルケゴールに於ける．．Reueミについて

根太モチーフのいづれか一つの支配を受けている︒

ミS訂dienaufdmヨ

に至る悔改の概念の変遷を資料的に検討

Oder；︵−澄∽︶から

した報告である︒︵資料省略︶

Leben∽宅eg︸二−澄切︶

本論は．虎n首鼠er

の跡を明瞭にうかがうことが出来るように思われる︒

次幕にくずれ︑さらに︑自己矛盾的性格を表すに至る問の変遷

ヽヽヽヽヽヽヽヽ 定式化された形相質料モチーフ︒第二︑創造︑堕落及びキリス
得
た
の
は
︑
既
に
童
u
r
c
b
tu．Nittern．．おいてであつだが︑その
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
在ヽ
論ヽ
的ヽ
にヽ
明ヽ
確に把
トによる救臍のキリスト教的板木モチーフ︒夢二︑前二者を調 ヽ意
ヽ義
ヽを
ヽ存ヽ
停捉し︑可能性との関係において畏隣
せんとするローマの已然と恩恵の宗教的綜合モチーフ︒第
し得るためには︑少くとも 王Der厨egri鞠A属官︑︑まで︑また
四︑啓二者を﹁比津的﹂人間的人格を中心ヒする宗教的投合に
ねばならなかつたように思われる︒
ヽヽヽヽヽヽ もたらそううと試みるカントによか定式化された近代的
人て
草︑
王−jの二者作に定位して︑その局後の帯箸を幣見した
従っ
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
義的自然と自由の板木モチーフ︒哲学的思惟はこれらの宗教的
場合︑悔改の意義に関する極端に一義的な叙述から︑それが︑

リ骨ヤを支醸し︑ア甘ストテレスによりHy−色nOr冨ismとして 属するものであつたということを︑キエルグゴールが︑発見し

教的板木モチーフとして次の四つが挙げられる︒第一︑古代ギ

木モチーフにより志向づけられている︒ドーイエヤエールトに
ょれば西欧の全文化発展︑従って全西欧哲学の板柾に構わる宗

宗教と哲学との関係は次の如く理解されるべきである︒哲学
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有部の極微説について
√
山

田

恭

本論は大屋婆沙論に関説さる有部の極微説を主題とする︒さ
て︑勝論等外教の極微説に比してその特色と考えられる点は︑

道

第一に︑覇・形をとはず可揖乗の色浩一々に極微有りとする

余りあることなし﹂との世親説に﹁細分も云々﹂と細分の帯で

四大種所速とし且つ夫々個別的実体とする物質観に基づく帰結

置きかえた事ほ一考に値しょう︒第二の点は︑色を四大種及び

を欠き︑ここに極微観の不徹底さが結果する︒−

更に業の問

であろうが︑極微の極微有りとするのか︑その量的関係の考察

ー︒次に極微説採用年

題が関連してぐる︒勝諭の業は動力因に止ったが有部の業は半

形而下的性質をおびているようである

り︑大足・発智論に見出されぬ以上︑早くとも西暦紀元前後と

代であるが︑その関説は尊重須蜜論・大局婆沙論においてであ

る︒第一の点は︑隠微の常住・無常の問題との連関において倶

事︑第二に︑一の四大唾が一の造色の極微を作るとする事であ

回に譲る︒

考えられる︒之等の点から外教の影響が考えられるがそれは次

米

沢

キィルケゴールに於ける不安について

舎詭・正塩寝で攻上げられ︑仏教対正理勝論の論争点となる︒
後者は万有を実・痕・業・同・異・和合の六範疇にわけて観察
こに全体と属性・全体と部分に関する区別の有無を論拠として

するから︑棲徴は地・水・火・風の四実体にのみ限られる︒こ

常説は必ずしも確立されておらぬ︒有為法は常住でない︑一々

極微の常・無常が主張せられる︒所で︑大屋婆沙論では極微無

るのが︑キイルケゴールの基本的人間規定であるが︑この綜合

入間ほ精神によつて荷はれる霊魂と肉体との繚合であるとす

如くみられるが︑徹底した無常説を述べず︑且︑常住の一論拠

は人間は精神として弟定されず︑自然と直接的合一の申に雲魂

が未だ可能性の状態にあるのが無垢の状態である︒こゝに於て

の極微．に三世の別が有る︑等と述べるから一応無常とするかの

と考えられる極微の独住1勝論拓や毘婆沙引用の大法論の説

として規定されている︒精神ほ未だ夢み︑平和と静かさの中に

よりして各別に任する極微を常住とするは当時の極微観として
既成の事実であつたと考えらる︒世親が極微独住を認めなかつ

であるところから︑可能性としての無に関はる不安が生ずる︒

を否定していない︒六

あるが︑しかし精神が未た可能性に於てあり︑日己の現実は無
−

た理由もここに存すとみてよかろう

顎

骨

八三

精神ほ嚢肉の濡合を成就もするが文政凄もし得る︒この二義的

法論説の否定は認識論的問題で存在諭的追求でほない︒順正理

究

貌が者説として極微独住を認め︑又︑大の三災論で﹁極微も亦

研
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米

八四

田

暇

三

体鹸の内容は生の事実と考えられるが︑それは過程に即して

な可能性に閑はる所から不安が生ずる︒而して精神が可能性とある︒
しての自己の自由を実現しょぅとする時︑この不安にとらえら
体験の場について
れて︑質的飛捷によつて堕罪がおこる︒これが無垢に放ける不
安であり︑原罪の前為としての不安であるが︑堕罪後不当に措
定された現実から叉不安が生ずる︒罪によつて墓肉が分裂し︑
罪への傾向牲が生じ︑感性的なものが精神に対立するようにな
ったからである︒崖罪後には尊意の区別が生じている故に不安．

ル

ユ」 は

して意識されるか︒ベルグリソは直観︑5．t已tiOnディルタイ

︵2︶

生の中には﹁昇一義的な裁定とし
ほ恵の前の不安と事の前の不安に分けられ︑事への不安は自由みられてきた︒ディ
とし︑ベルグリソは時間を内的事
の身体的心理的喪失と精神的喪失との帝からその図式が考察さて時間性が含まれてい
ベンダラーも﹁生きる限り我々自
実−生の存在形式とし︑
れる︒
更笹罪の意識以前の不安として人間が本来精神として裁定さ身時間である︒﹂とする︒ かくして生ほ並存の図式から解放さ
れていることを知らず︑不安の意識も持たない異教に於ける無れ独白な事実とみなされぷ然し純粋に過程的なものは如何に

るTタ

︵4︶

︵3︶

て︑失れた自己を獲得した時︑初めて不安から解放されるのでには空間性︑物質牲がなければならない︒﹂とする︒ディルタイ

︵5︶

たぬという人間の実存に棍拠をもつのである︒本来的自己を失せられる﹂とし︑持というものほ単なる連続でなく﹁非連続の
連続﹂として考えられ︑其の生命も同様であつて﹁生命の一面
つていることは神の前で罪である故に罪の赦しの．信仰にょっ

に関ほる不安等があり︑最後に無限の可能性としての自己に関ほ了解︑く3t各en西田哲学は﹁真の生命といふものは唯我
はる不安がある︒無限の可能性としての自己︑即ち永遠の自己々の人格的自己わ自覚から考へられる﹂︒とする︒意識するも
を間楚としてそれに真剣に立向い︑その獲得を信仰によつて目のと意識されるものとが全く自己同一にある意態といえるもの
は自意識乃至自覚の意味をもつであろう︒然しベルグソソの時
指す時︑▲不安は初めて形式的となる︒
不安な人間が本来精神として規定されているが無垢に於ては間が純粋d弓訂持続琶reである限り︑汝の過去はすべて我
未だ可能性に放てある故それを実現して居らず︑堕罪後ほ自由のものとららず︑汝の現在は我にとつて決して理解しっくされ
の不当な行使によつて本来的自己を失っているといぅ所に存在ぬものが残るであろう︒西田哲学ほ﹁肴に対する無ではなく︑無
する︒即ち未だ可能性の傾城にあつて現実には太東的自己をもにして有を限定する真の無の場所に於て自覚的なるものが限定

精神の不安や︑連命に関はるギリyヤ的不安︑ユダヤ教の負目

シ 0）イ

3鵬

の袈後︑仁寮皇帝︵l〇二三−一〇六三︶乙夜の覧に供する
他がの個人の生の表現の客観的妥当性をもつ君了
解を可能正する

︵8︶

︵一〇二五︶十一月であるから︑本書は一〇二五年−一〇六三

た︑
めに
云々
などの帯があるところよりすれば︑大体のとこ
﹁窒息㌫叫已呂訂苫旨を考えるのほ時間性に
あ︑る
場︑所
ろは推察出来る︒即ち王欽苦が煮じたのは︑仁宗の天撃二年

的意味を考えているといえよう︒然しまだ十分でないため︑そ ︵7︶ の了解は﹁汝に放ける我の再発見﹂にとゞまり︑我に於ける汝 の再発見とはならない︒ジムメルの形式︑勺○ヨのもつ二重性

年の聞に成ったことはたしかである︒
王欽君の統領のもとに求君房が精魂を傾けて網纂した大乗天

DiT

仙DittF寧W●二PS・貞−篭・伽S扇邑き〇．

河上たN葛㈱

張君房は岳州要陸人︑景徳年間︵一〇〇四−一〇〇七︶に進

天官宝蔵の精要を採って桐修したのが零笈七簸であるから︑こ
U諸7
の事はまた小道歳とも呼ばれている︒

も体験の場を考えつゝも見のがしていると考えられる︒西田嘗
官宝蔵という通商が完成し︑この中に四千五首六十五巻の道典
学の非違騎の速読として体験の場といぅものがに
集中することに
集められたのは︑天稽三年︵一〇一九︶のことである︒この
より体鹸の表現の全き実現が可能なのではあるまいか︒
同上苦貫︒粉

閃呂閃d窃巨訂n旨邑認−監・−巴・血糊西日幾多郎金華ハ

巻島￠貫︒㈲

菅

岡

養

豊

いであろう︒
現行本草笈七簸にほ三木がある︒道蔵本︑清英銀木︑通商輯

くとも仁宗の天輩宋︵一〇三〇頃︶には述作された︑と見てよ

士に合格した︑というから︑その年齢から察して︑本書の製作
th乎W．⁚G．S．疇昼N● 刑 D旨h畢 W・ G・S∵
が仁宗の未年にまで下ることほない︒彼の七簸自序中に︑真宗
苧買 ㈲Sぎmd−G∴冒．K︒邑kt d曜日＆巧nen
皇帝委遇の恩に酬いる︑ともいい︑年春景に撞む︑ともいぅか
男色t弓．P AuP−篭P
ら︑真宗亮後間もなく︑天啓宝蔵の完成に引き続いて︑すくな

雲笈七故について

究

顎

骨

八五

栗本︑である︒それぞれ︑多少の語句の異同があるから︑先づ
この三木によつてテキストの校合を行うことが先決である︒ま
た前二本ほ一首二十二巻本であるが︑道蔵輯要本は不分巻本で
宰笈七穀ほ宋の張君房の編修した書物で︑一首二十二巻からある︒
本書ほ一千余程の文献を引用し︑それ等の中には供文として
成り︑きわめ七専門的な道教概論害である︒
撰述の年代ほ明かでないが︑本書の序文によると︑宰相王欽存するものがすくなくない︒何れにしても道教々理の研究は︑

研
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俊

本署を措いて進めることが出来ない︑と言える︒
道長の雑信仰

山

神生活の内に基盤を見出し得る︒

次

㍑摘紺㍑儲机蘇顎㈹謂机机㌶㌫

八六

彼が来世への関心は寛弘四年八月金峰山参詣に放ける願文で
あかが︑それとても観念的であり︑以後のそれとても深刻な体

験に基く浄土欣求ではな知った︒法成寺は﹁しずかに﹂住むべ
き方便であり︑その荘厳浄土は視覚的︑心理的な往生助像とし
てあつたにすぎない︒

■

雲

藤

義

明治仏教にあける﹁信教自由﹂の性格

る︒︵終︶

御堂関自記に﹁物忌﹂の記事が随所に見出すが︑その原因と
なるものはいずれも祖霊にかゝほるものであるが︑そこにほ何
等神聖感を伴はない慣習的儀礼として謹慎せられたのである︒

ある︒

道長の内面的世界を支へる慣習的儀礼の束縛ほ日常生活の揖極 世界の宗教史上において︑わが国ほど多くの宗教信仰を︑同
性と相応ずる壊さであつた︒而物忌の発見は陰陽道によるが︑一民族内に包摂している例は稔れである︒その事実は一見すれ
それは物忌の当のものの指摘にのみ止まる︒
ば︑一般に信教自由の原則が認められていた結果であると考え
彼のかゝる現実的生活態度に於ける信仰は法華経を初めとしられ易いが︑事実はまさに連である︒
て︑現実の欲求︑調和を図る呪術的な存在でしか隠かつたので 従来わが国において︑倍数自由の原則が自覚されなかった一
っの理由は︑神道および仏教の本来の性格に帰することが出来

道

固有の生酒様式に︑
道長が不安の恐怖の感情を懐くのは︑不可測的なものからの
のまゝ†なく︑より強大虹例の影響を受軒変容する︒道長の精
想像と結合している︒其の起因は自らの対社会的人間的関係の
神生活が慣習的儀礼に厳しく支部されていては︑そこでの信仰
相剋に由来するもので︑自らの現実生活の維持︑拡充が︑兎角
は現世利益的な信仰しかなく︑叉浄土教とても謹慎的態度⊥観
異常の方法によるものであつたから︑一つの危機を契機とする
想的卜しかとり得なかつたのである㌻而多くの信仰が必穿とせ
内省は︑不安・恐怖の感情にかりたるものであつた︒物怪の恐
られたのも慣習的儀礼に制肘された不安な感情に基くものであ
怖に出家したのは︑自らの弁別が為し得る限界を越五た行き語

若
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る︒西欧社会においては︑厳密な一神観によるキリスト教の教
権主義が︑倍数自由の日覚を促す契機をなした︒
しかるに︑わが国においてほ︑神道の多神観や仏教の汎神観
た為に︑絶えず信仰上にシソクレティズムが行われてきた︒そ

的恩憩が︑本来︑極端な排他性や一向牲を含まざるものであつ
の典型的なものが︑ながく一般民衆の信仰を支部していた神仏
混汚の思想に外ならなかつた︒

二

津

照

社会科学に於ける人格的主体の問題性

石

垂

既にマリノウスキーは要求の主体が︑その適応に際して要件

とすべき統合的原理として︑科学と呪術及び宗教をあげた︒生

動分析の場面についてみても︑そこには生活体の依るところの

態学的に要求の主体が環境に適応してゆくといふ︑生酒体の行

れ︑或は幾らかの創意性によるもので為れ︑いづれにしても︑

統合的境準がある︒その親準が歴史的社会的に決ったものであ

明治維新当初において︑神仏分離の方針が樹立されたこと
ったが︑実際には︑神道国教化の理念に貫かれた祭政一致の理

その人らしさ或はその人のためのといふ人格的主体性を経由し

は︑宗教の純粋化という上からは︑極めて意義の深いことであ
想を実現しょぅとする政策であつた︒この政策が︑わが国にお

て適応が行はれる︒それでは︑その人らしさ︑或はその人のた
めのといふことが︑どのやうな関係と根底に於て考へられて采

明治における．信教日由連動の導火線七なつたものは︑島地黙

社会科学のうちで︑就中臨床心理学や心理学的立場の精神医

てをるか︒

いて︑初めて信教自由の原則を日覚せしめる契機をなした︒
雷の主唱する大数院分譲連動であつた︒その主張するところ

学に︑これに関する覇者な問題牲が出てをる︒端的にいへば︑

は︑政治と宗教との混汚を打破するにあつた︒それは彼が海外

異常者の異常な或は不当な適応といへども︑その人らしさやそ

八七

でほ︑それを正常にするといふことはどういふことか︒

なる︒主体の考へ方や信念︑信仰といふ問題になる︒

の全体を正常なものにしなければならない︒従って治療の対象
は部分的なものでなく︑全体としての人格的主体といふことに

の人のための︑全体としての首尾をもつシステムがある︒する

で摂政した信教自由の原則に対する信念に外ならなかつた︒し

骨

かるに︑明治中期におけるナショナリズムの指頭と共に︑仏教

顎

と殊にセラピーの問題としていへば︑その間違ってをるところ

窄

は再び国家権力との結合を深めるに至った︒信教自由の原則に
対する近代的究明は︑倫今日に残された問題である︒

研

的には普通のレベルにするといふことであるが︑社会的人格的
には辟準の立て方が困難である︒のみならず新近の精神医学や
臨床心理学では︑人間の考へ方を形而上学的或は宗教的な観点
にまで深めて采てゐる︒謂ゆる正常人も人間存在の本来に即応
し疏通して生きてゐない︒それに日を塞ぎ︑逃げてゐる︒異常
者も同様である︒ただ詣ゆる正常者は逃げた領域で融通のきく
可塑性をもつてゐる︒ところが異常者はこの逃げた領域での構
へが狭く極端で︑とくにこれを守るのに異常な心的態度をかけ
てをる︒
それ故正常人も異常者も人間
郡はなければならない︒ことに異常者は︑その本来性に副ふや
うになることによつて︑異常性から回復することが出来るとい
ふのである︒
実験的立場や新アロイド主義の立場に於ても︑また欧洲に於
ける実存哲学的心理学の立場に放てもこのやうな傾向が出て来
てをる︒

3鳩

弟十五回学碗大会

成氏氏

正午より理事会に放て︑別項の如く名誉会員十一名を推薦

した︒
ついで午後五時より︑懇親会︒多数の会見が参加して︑

盛会であつた︒
十月十六日︵日︶

分より評誘員会︑午後四時より会員総会︑閉会︒

午前九時より午後三時まで研究発表会︒この間十二時三十
研究発表会は︑五部会に分かれて行われ︑発表者は盲十八名

朝

特に新嘗祭を中心とし

の形式主義的象徴論に於ける一問籠

︶︑日田甚五郎︵天降りの畏開︶︑小田原庸輿︵Ma乳c

−

に左記の諸氏が発表したが︑原稿未着のため︑残念ながら︑︑掲

−

岩本徳一︵祭祀形態の一考察

載するこ上が出索なかつた︒
て

Ci邑el血．訂冒ger

会■よ

払耶

ロゴスとエトス︶︒

た︒
務

八九

岸本英夫氏の病気による会長当選辞退に伴い︑会長選拳の結

会

理事会の決定に基き︑会長より名誉会員の推薦報告が行われ

際宗教学会読に出席して﹂と顕しての報告があつた︒最後に︑

誘員を改選した︒
ついで︑最近海外より帰朝された宮本正尊氏の︑﹁昇八回国

催校の件につき︑京都大学を希望した︒次に︑別項の如く︑評

席鞄報告︑会計報告︑会則変更の件︑﹁宗教と教育﹂重点会
報告︑国際宗教学会満開催促進委員会報告ののち︑次回大会開

会

ける四門出遊説恵︶︑山本正文︵﹁数行信証﹂に放ける救済の

日本宗教学会は︑学会創立二十五周年・東京大学宗教学講座 1︶︑春白井真也︵阿翔陀仏と靖勒菩薩︶︵氏は大会後間も
創設五十周年記念第十五回学術大会を︑左記日程によつ
なく渡印された︶︑佐木秋夫︵新興宗教の教義の性格︶︑浜田
本悠︵上代に於ける習合現象の一考察︶︑平等通昭︵仏法にお
京大学で開催した︒
十月十四日︵金︶．

午後二時より四時三十分まで︑公開講演会︒
治雄一

宗教学五十年の歩み
神話の向直

姉噂正治の業績
十月十五日︵土︶

啓文倖

午前九時開会式︑引続き午後五時まで研究発表会︒この間

谷谷 口

を数えた︒本誌はその紀要である︒なお︑未読に収良した以外
会．

3・09

西樽小

果︑大畠清氏が晦和廿九年十二月四8会長に当選された︒

九〇

範︑棚板葉蘭︑中川秀恭︑長尾雅人︑仁芦田六三郎︑西

義

真︑白井成允︑田北耕也︑竹園賢了︑竹中倍常︑田島信之︑

昭和三十年五月二十一︑土の両日︑第九回九学会連合大会
堆︑西角井正慶︑浜田本悠︑原田敏明︑干潟龍祥︑久松真
が︑東京上野国立博物館で開催された︒本学会からは︑西角井 一︑福井康順︑好一郎︑増谷文雄︑諸井慶徳︑辞戸素純︑
正慶氏︑田北耕也民の研究発表があつた︒同じく三十年皮の九 山崎 亨︑山田龍城︑結城合聞︒
学会奄美大島共同調査には︑小口停一︑高木宏夫の二氏が参加 員 赤司道雄︑阿部重夫︑安津東軍今田 恵︑上田天
評
議
した︒
囁︑上田義文︑葛藤義道︑小田原倍輿︑加療菩 ︑加藤精神︑
学術会議︑文学・哲学・史学学会連合編集﹁新党論文集茅七 河野博範︑北森冨蔵︑楠 正弘︑窪 徳息︑桑田秀延︑後藤
巻﹂︵海外に紹介する抄録論文集︶に掲載のため︑本会からは︑

員

日理事会にて決定︶

岡田宜法氏﹁正法眼蔵息憑体系﹂︑小口倖一氏﹁白木宗教の社会
館 県道︑谷口隆之助︑戸田義雄︑長沢倍寿︑野村暢清︑ハ
的性格﹂の二編を推薦した︒
イソサツヒ・デュモクソ︑橋本芳契︑羽田野伯献︑平川 診︑
周じく文学・史学・哲学連合の依託により︑宗教関係文献目 比定根安定︑深川恒書︑九州仁夫︑武藤一雄︑森川智節︑柳
盛を作製︑本年六月刊行された︒
田国男︑山口 益︑脇本平也︒
隠和三十年度文部省科学研究費等分科審議会委員に︑増谷文監 事 辻直四郎︑宮太壷尊︒
雄氏を推薦した︒
︵監事は十一月十二日評苓貝会にて︑常跨理事は十一月十九
名 替 会

員

﹁禾会の年度は︑毎年一月一日に始まり︑十二月三十一日に

十九条の

会則変更
赤松智城︑石原 謙︑今岡信一良︑字井伯寿︑・加藤玄智︑椎
尾弁匡︑鈴木宗息︑鈴木大拙︑長井真琴︑羽渓丁諦︑松村武
本学会のA虻計年度を文部省のそれと一致させるため︑会則茅
雄の十一氏︒
学 会 役

常跨理事 有賀欽太郎︑石津照垂︑小口倖一︑金倉円照︑菅 終る﹂を
円青︑岸本英夫︑中村 元︑西谷啓治︑花山信勝︑青野清
﹁本会の年産は︑毎年四月一口に始まり︑三月三十一日に終
る﹂と変更︑来年度より実発するよう︑十月十五日の評誘員会
人︑増永轟鳳︑真野正順︒
理 事 池上広正︑片山正直︑坂本幸男︑鷹谷俊之︑武内養 で乗認された︒
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準備委貞会を組織することになり︑一
た︒

会計報告

収入の部

昭和二十九年度︵二十九年一月−十二月︶

●前年度繰越金

絆持会員会費
普遍会員会費
会誌売上金
出版補助金
．開錮桧和讃︶

・九ニ

ぶ監孝三．

委員を遠出し

二〇︑ 〇五〇・〇〇

七︑ 一九一・〇〇

九︑ 〇〇〇・〇〇

四〇︑ 〇九大・〇〇

一大︑二三七・〇〇

二三︑ 五四〇・〇〇

三六︑ 二五八・〇〇

二七〇︑ 三三一・〇〇

八〇七︑ 一七二・六三

四︑ 二二九・〇〇

一二大︑〇〇〇・〇〇

一六︑七〇〇・〇〇

一〇〇︑〇〇〇・〇〇

五︑ 五大〇・〇〇

二〇一︑ 一八〇・〇〇

五五︑ 一〇〇・〇〇

円
二九八︑ 四〇三・六三

■

﹁宗教と教育﹂委員会
前年度に引続き︑宗教知識教育の必琴及び青法条文解釈に
つき︑文部省に意見書の形で働きかける︒
ヽ
本委員会の起案に基く文部省の宗教教育の現状についての調
査結果︵宗教年鑑技刷を靡布︶が出たが︑新たに︑学会として

詞査を計画︑そのために試験研究費の獲得に努める︒
以上の方針が承認された︒

学校教育の実際につき︑現場教育者との懇談会を騒く︒

・・国際宗教学会議層催促進委員会
Ⅰ未年四月十七日よ斗週間︑ローマで開かれた算八回国

際宗教学会議−nterBtiO日−COng謹SOftFeStudyOf謀洛○苛
第十四回大会参加費

OfRe試乳OnSに︑本学会より︑代表として菅円青氏︑宮本正尊

氏が参加した︒
計
2 両代表は︑この会誘に︑次回会議日本開催を希望する案
支出の部
を追出︑その結果
会詮出版費
﹁第九回国際宗教学会誘︵The舞thI邑ernatiO旨−COngr
e集
班諸費
編
Ofthe HistO苛OfRe−egiO畠玩︶を一九五八年目本で開催する﹂ 第十四国学術大会費
ことが決定した︒
通
信費
3 十月十三日︑本委員会は︑右のローマの決定を承認し
会
誌発送費
た︒
関係学会費
事跨消耗品費
会合費
4 これにより︑本促進委員会は︑その住持を完了した︒

報

そこで木委員会を解散し︑第九回国際宗教学会誘開催のための

会
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−

九学会誌割当額

支部費
旅 費
一五︑九五二・〇〇

ニー︑一大〇・〇〇

二︑00〇・〇〇

一︑〇八〇・〇〇

宗教と教育委員会費
六四︑九四四・〇〇

国際宗教学会議開催促進委員会費

二九八︑三三三・六三
二九八︑三三四・〇〇

五〇八︑八三九・〇〇

銭位切上げのため

計

悼

差引残高

追

本学会は役員近藤定次・坂井倍夫の両氏の逝去に対し謹んで
弔意を表する︒

九二

312

l
J

