ミニ講演 韓日佛教学術ｆｏｒｕｍ

二〇一四年十月四日

現代における宗教の意義

慶熙大学

三
本日は韓国に参り仏教を通して皆様方と交流する機会を得まして︑大変光栄に思います︒

原

正

資

さて︑韓国と日本は二〇〇〇年近い交流の歴史をもっています︒そして仏教の歴史にとって忘れることができない

ソ サン

ことは︑六世紀前半︑当時の百済から仏教が伝えられたことです︒聖明王はわが国の欽明天皇に仏像と経典を贈り︑
飛鳥仏教の成立に大きな役割を果たしました︒
このことを︑日蓮聖人も﹃撰時抄﹄に

百済国より一切経竝に教主釈尊の木像僧尼等日本国にわたる︒︵定遺一〇一四頁︶

と示されています︒

ほほえみ

八世紀に造られ︑わが国の東大寺に伝えられている金銅製の誕生釈迦仏立像のやさしいお顔は︑韓国の端山渓谷に

のこる磨崖仏の微笑にそっくりです︒百済の仏教は︑人の心にひそむやさしさを︑わが国に伝えてくれたのです︒百
済は日本文化のふるさとといえましょう︒
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録﹂の文

また︑私たち日蓮聖人の仏教を学ぶものが必ず手にとる本が︑天台教学の入門書である﹃天台四教儀﹄です︒これ

は高麗僧・諦観があらわしたものです︒五〇年前︑初めて目にした表題の下に記された﹁高麗沙門 諦観
字は鮮烈で︑高麗国の名とともに私の心に刻まれています︒

さて︑日蓮宗は日蓮聖人によって︑一二五三年に開かれた仏教教団です︒ちなみに︑日蓮という名前は法華経に由
来します︒

日月の光明の能く諸の幽冥を除くが如く︑斯の人世間に行じて能く衆生の闇を滅す︒︵太陽や月の光がさまざま
なうす暗い闇を除くことができるように︑この人は世に活動して衆生の︵心の︶闇を滅する︶

世間の法に染まざること︑蓮華の水に在るが如し︒︵立派に菩薩の道を学習し世の俗事に染まらないことはちょ
うど蓮華が︵汚泥の︶水中にあるかのようであります︶

日蓮聖人が仏教を開かれた釈迦牟尼仏の弟子としての自覚と決意をあらわした名前です︒

さて︑三年半前の二〇一一年三月一一日︑マグニチュード九・〇という︑一〇〇〇年に一度といわれる大地震と大

津波が日本を襲いました︒そのとき︑私は東京にいましたが︑その地震はたいへん恐ろしいものでした︒東京湾にあ

る石油タンクは火災をおこし︑黒煙がただよっていました︒テレビを見ると︑大津波が東北地方の沿岸にある街をひ

とのみにしていました︒死者・行方不明者は併せて二万人に迫り︑今なお︑被災者の人々は苦しんでいます︒このと
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き︑韓国の方々を始め︑世界中の人びとから援助をしていただき︑励ましのことばをいただいたことに︑今もなお感
謝しています︒

431

ところで︑世界の国々にさきがけて︑日本はわが国の歴史上初めて人口減少時代に入っています︒私が生まれる前

六月二一日号﹂︶はわが国の将来の姿を︑次のようにやや誇張してたいへん刺激的に報じて

は七〇〇〇万人︑現在は一億二〇〇〇万人余りです︒
ある雑誌︵
﹁週刊現代
います︒

年後の現実

﹁人口４３００万人﹂
ニッポン

客が消えて︑仕事が消えて︑そして
若い女性が消える
︵略︶

街は荒廃の一途を辿ることになるだろう︒やがて人生の最後を迎えたとき︑近所には寺もなく︑僧侶も葬儀業

者もいないという状況に陥る︒もはや人手不足でまともな葬儀すらできない︑そんな時代がやってくるのだ⁝⁝︒

今︑東京は二〇二〇年のオリンピックを迎えるために活況を呈していますが︑地方は静かです︒人口が減り続けて

いるからです︒経済の成長は停滞し︑多くの人は不安を感じています︒しかし考え方を変え︑生き方を変えて︑例え

ば仏教の﹁少欲知足﹂の教え │欲望をコントロールして満足することを知る │にしたがい︑成長社会を成熟社会へと

変えることができれば︑落ちついた良い国になると思います︒むしろ︑地球温暖化により︑私たちの生活全体が危機
に瀕している現代にふさわしい生き方といえましょう︒
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日蓮聖人は﹃立正安国論﹄に

汝須く一身の安堵を思はば先ず四表の静謐を祈るべきものか︒︵貴殿が一身の安らかであることを願うならば︑
まず何をおいても世の中が穏やかになることを祈らなければなりません︶

と述べられています︒これは︑私たち一人ひとりが安らかで穏やかな暮らしを送るためには︑世界全体が平和になら

なければならないことを示したものです︒この祈りこそが︑現代における宗教の意義である︑と思います︒

さて︑このたび︑このようなすばらしい行事を企画し︑私たちを招いて下さった寶土寺の禹法顕上人はじめ関係者
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各位に御礼申し上げます︒日蓮宗の教えがこの国に根づくことを願っています︒このあと︑諸先生方から仏教・法華

経のお話をうかがいます︒会場のみなさまと共に拝聴したいと存じます︒先生方︑どうぞよろしくお願いいたします︒
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꿙鱍냵 뼑霢꾅 꿵 ꜽ霅ꌱ 뭪뼩 꾡ꆡꜹ麙隱 霅ꌍꌱ 뼕 ꯍ 넽鱉
韥쁁ꌱ 꽰꽩 鲵鲝섽 꾶集걙ꆲ陁 ꪒ閶뼞鱽鲙
ꏱ놵 뼑霢隱 넱ꚭ냵 넩뙑髹 閵頁넩 霅ꌍ뼑 꾢ꩡꌱ 閵덵隕 넽걪鱽鲙
鞭ꍡ隕 ꜽ霅 꾢ꩡ꾅 넽꽩 넿냹 ꯍ 꽻鱉 阸냵 냖ꫭ韥 놹ꗍ 鲮겑넍
ꗦ뇑꾅 ꜽ霅閵 놹뼩덹 阸넺鱽鲙
ꫦꐺ뀊냵 끥ꍡ驍ꄱ넍 섕ꐺ뙑쀞꾅陁 ꜽꩶ隱 陲놹냹 놹뼍隕 껹걙렩
ꜽ霅넍 ꫦꍲ꾅 뢙鲙ꄵ 꾢뼕냹 뼍꾵걪鱽鲙

넩阸냹 넱ꇝ鲵ꫦ넭냵 ᇹ겑뚽ᇺ꾅
ꗦ뇑霢꾅 넱뙩陲隱 霅늱눩넍 ꑞꩶ ꟹ霡 ꟹ霡鱽麦넩 ꚭ霢꾅
놹뼩눁鲙
ꄱ隕 ꗒ섽겑隕 陹겢鱽鲙

볉ꫭ韥꾅 눥ꫦ鷍꽩 끥ꍡ驍ꄱ 鶎鲵ꩡ꾅 놹뼩뇭 꿙鱉 鞽鶎뇑넍
멹ꪒ閵ꜽ 넺ꩶ넍 ꜵ麑ꆡ끩 꽱霩냵 뼑霢넍 鲝ꩥ陹隖꾅 驝껹 넽鱉
ꍽ꼕ꜽ넍 ꖭꭁ꿵 鲣껹 넽걪鱽鲙 ꗦ뇑넍 ꜽ霅鱉 ꩡꅁ넍 ꍽ넁꾅
ꯝ꽩넽鱉 ꩶ骚뼝냹 끥ꍡ驍ꄱ꾅 놹뼩늵 阸넺鱽鲙 ꗦ뇑鱉 넱ꚭꓭ쀉넍
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隕뽚넩ꄱ隕 ꎅ뼕 ꯍ 넽걪鱽鲙
鿅 끥ꍡ麙 넱ꇝꫦ넭넍 ꜽ霅ꌱ ꗥ끥鱉 녅閵 ꗍ麤넩 ꚩ鱉 뗺넩
뙑몑霅뼎넍 넺ꓭ넭 뙑몑ꩡ霅넍 넺鱽鲙 넩阸냵 隕ꇙ걮 뇑隵넩
驍멵驭 阸넺鱽鲙  꿙겢髹놹 뙠鮽꾅 ꚭ 븑뇑넍 ꗆ꾅 놶뾵넽鴍
隕ꇙꩡꓭ 뇑隵 鬮넍 ꓭ녅鱉 ꇡ뼍꾡 隕ꇙ霢넍 넩ꌹ隱 闎넩 驍넍
ꍽ넁꾅 ꫭ陝눁걪鱽鲙
  鞭ꆡꐩ 넱ꇝ눺냵 넱ꇝꫦ넭꾅 넍뼩  髹 꾩ꍥ ꜽ霅霅鲝
넺鱽鲙  껹끭ꆡ 넱ꇝ넩ꄱ鱉 넩ꌹ냵 Ꙋ쀉陲꾅 냕ꅍ뼞鱽鲙
넱낉넍 集ꐺ넩 鱚섽 ꑝ麕 냕ꐺ냹 꽻꼕鱉 阸隱 闎넩 鞭 넭ꫭ閹꾅
뼾뼩 鱚섽 닆ꪒ넍 꽩鸕냹 ꐭ뼝  몑꽆넩驍 鲡넍 ꠐ넩 꾡ꆡ閵덵 뎎냵
꽩鸕냹 꽻꼕鱉 阸넩 閵鱚 뼍麤넩 넩 ꩡꅁ냵 ꫭꩶ꾅 쀑鶎뼍꾡
닆ꪒ넍 ꍽ넁넩 꽩鸕냹 ꐭ뼑鲙 
  ꫭ閹넍 Ꙋ꾅 ꓱ麙덵 껿鱉 阸 꾥飸넩 ꓱ꾅 넽鱉 阸 隱 闎넩
삁ꌢ섽 ꚩꩩ넍 韭냹 뼎걪뼍隕 ꫭꭂ놶넭 阸꾅 ꓱ麙덵 껿鱉 阸넩
ꍽ렍 꾥飸넩 꿙꾱鷑  ꓱ껽꾅 넽鱉阸隱 闎걪鱽鲙 
눺덵끞띑븽뇑겢꿙
  넱ꇝꫦ넭넩 ꜽ霅ꌱ 꾡겕 閵ꑝ鱽ꜽ넍 뇑녅ꈑ괝넍 녅閶隱 陥넍ꌱ
驍멵驭 넩ꌹ넺鱽鲙

   녅 ꩱ髹ꗍ 놹넍  髹  낉  넱 ꎙ鞭鱽뱑麑  넩ꄱ鱉 뙑髹꾅
뼑넩ꄱ鱉 鲵덵덹隱 꺥驍ꖭ閵 넱ꚭ냹 걪陞뼽걪鱽鲙 鞭鼁 驍鱉
鶎陲꾅 넽꽽걪鱽鲙ꎁ 鞭 덵덹냵 鲵鲝섽 ꓩ끩 阸넩꽽걪鱽鲙
鶎陲ꎁ꾅 넽鱉 냕몦먡鱉 ꜽ넩 驡隕 阵냵 꾥韥閵 뻱꽩 꿡ꅅ걪鱽鲙
79 ꌱ ꚩꐩ 꺥驍ꖭ閵 鶎Ꜷ덵ꗞ넍 뼩껽꾅 넽鱉 ꍽ냹냹 뼑꾅 뎆꽩
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ꩱ룥걪鱽鲙 ꩡꎒ녅 뼾ꗞꜽꐺ녅鱉 뼞뚅 넩ꎁꐺ꾅 閵頒隕
덵鞽頁덵鵹 뻱뼩녅麙냵 隕뭪ꗐ隕 넽걪鱽鲙
넩鼁 뼑霢넍 꾡ꆡꜹ麙냹 겑녆냱ꈑ ꫭ陹閶덵꾅 ꩡꅁ麙넩 낅눥꿵
陞ꇙꌱ 뼩늱겕 阸냵 덵鞽頁덵鵹 闅ꩡ섽 꾡韥隕 넽걪鱽鲙

   鞭ꆥ鴥 ꫭ陹閶霢꾅 꼓 넱ꚭ냵 끥ꍡ驍ꄱ 꾢ꩡꩶ 뙍넁냱ꈑ
넭霡闅ꭁ넍 겑鲵꾅 麙꽩 뀉걪鱽鲙 驩閵 몑꽩驍韥 놹꾅鱉 렕뙑ꎁꐺ
뾹녡鱉  꽪  뙑ꎁꐺ 뇊鵹 넺鱽鲙
꽩齙 녖덵 늱閹뾹鲵  낉  뿭 鱉 끥ꍡ驍ꄱ 녚ꅍ넍 ꑝ걪냹 鲙넁隱
闎넩 눥鞽 隱녚뼍꾡 鲵鲝섽 녅鞮놶냱ꈑ ꚩ鵹뼽걪鱽鲙
넭霡  ꎁꐺ 넱ꚭ  髹쁹넍 뾹겙ꭅ鲍넩 꽻꽩덵隕 넱넩 꽻꽩덵隕
鞭ꍡ隕 놿냵 꾡ꫦ넩 ꩡꄱ덹鲙 
 ꅪ
  阥ꍡ鱉 쀞붅뼑 넱鲵ꌱ ꚩ鱉 阸隱 闎넩 鷕 阸넩隕 陥霢 넭ꪒ넍
뜑쁹ꌱ ꎓ넩뼽냹 鼁 鞱뙍꾅鱉 놽鵹 꽻隕 걮ꇙ鵹 녚ꇵ꽺녅鵹 꽻鱉
ꩶ쀞꾅 덶ꐩ뼕 阸넩鲙 넩뇑鱉 넱ꭅꜵ눦뇑鲵ꈑ 鷑 녚ꇵ겒ꍽ놵鵹
껽鷍鱉 鞭ꆡ뼑 겑鲵閵 鲚뚅 꿡 阸넩鲙
    덵鞽 鶎陲냵  髹넍 꿡ꍱ뻲냹 ꎓ넩뼍韥 낹뼩 쀑ꗑ섽
끵덶넩隕 넽걪鱽鲙ꎁ 덵ꗞ냵 눥끞뼞鱽鲙 넭霡閵 闅ꭁ뼍隕 넽韥
鼁ꓭ넺鱽鲙 陲뇑ꫦ녚냵 뇊뙩鷍隕 ꎃ냵 ꩡꅁ麙냵 ꜽ껽냹 鱅騱隕
넽걪鱽鲙 鞭ꆡ驍 ꪒ閶냹 ꗉ饭隕 ꩡ鱉 ꗞꙊ냹 ꗉ饭꽩 꾽ꌱ 麙ꐩ
ꜽ霅 Ꙋ쀉陲넍 ᇷꭁ끊덵눦ᇸ넍 閵ꌩ렝  끊ꎒ냹 뤍뱭ꆩ뼩 ꎁ눦뼝냹
껹鱉 阸 꾅 黥ꄱ ꫦ녚ꩡ쁁ꌱ ꫦꯎꩡ쁁ꈑ ꗉ饭鱉 阸넩 鷑鲙ꐩ
덹뇊鷑 뉀냵 驍ꄱ閵 鷕 阸넩ꄱ隕 ꪒ閶뼞鱽鲙  꿙섽ꇙ 덵霡 꿝驑쀉꾅
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넍뼑 끥ꍡ麙 ꪒ쀑놹ꗍ넩 낹韥꾅 덶ꐩ뼩 넽鱉 뾹鲵꾅 ꎓ鱉
ꩫ넩ꄱ隕鵹 ꎅ뼕 ꯍ 넽걪鱽鲙

  넱ꇝꫦ넭냵 ᇹ넺뇊껽霢ꈕ꾅ᇺ
  鞭鲵 ꠝꍡ 넱겕넍 껽뇊냹 ꪒ閶뼑鲙ꐩ 끥ꩡ븑넍 뇊ꖵ냹 韥낅뼕
阸넩鱽ꄱ 鲮겕넩 넱겕넍 껽鬊냹 낅뼑鲙ꐩ 끥 ꓩ꽼ꚩ鲙鵹 ꫭꩶ넩
뵭껽뼩덽 阸냹 韥낅뼍덵 껿냱ꐩ 껽鷞鱽鲙 
ꄱ隕 뼍隕 陹겢鱽鲙 
넩阸냵 끥ꍡ麙 뼑ꐺ 뼑ꐺ넩 뵭껽뼍隕 껽꿝뼑 ꪒ쀑ꌱ 낅뼑鲙ꐩ ꫭ陹
놹ꗍ넩 뵾쀉ꈢ덵 껿냱ꐩ 껽鷑鲙鱉 阸냹 驍멵驭 阸넺鱽鲙 넩 韥낅
넩꼱ꎅꈑ 뾹鲵꾅 넽꽩 눺霅넍 넍넍ꄱ隕 ꪒ閶뼞鱽鲙
鞭ꍡ隕 넩꾅 넩ꆡ뼑 삁ꌢ뼑 뼾ꩡꌱ 韥쁂뼍隕 끥ꍡ麙냹 뚽뙢뼩늱겕
ꚩ뭕ꩡ넍 끥 Ꙋ뾹걙鲍냹 ꟹꈤ뼑 隵陹녅 閶낹꾅陁 闅ꩡꌱ 麑ꍲ鱽鲙
넱ꇝ눺넍 閵ꌩ렝넩 넩 驍ꄱ꾅 ꦁꍡ 驩ꍡ韥ꌱ 韥낅뼞鱽鲙 넩쁹 꾡ꆡ
ꪒ鲍麙ꈑꜵ뫥 ꜽ霅 Ꙋ쀉陲넍 ꎅ꺵냹 麘陁 鷞鱽鲙 
뗭뼑 꾡ꆡꜹ麙隱 闎넩 ꗥ뙢뼕ꇙ隕 ꪒ閶뼞鱽鲙 
閶 ꪒ鲍麙 녍 ꜵ멶麑ꍡ陕걪鱽鲙
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