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第 24 回 近畿・2016 年晩秋（その５：三井寺と仏教に対する私見） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年 12 月 16 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 

本年の 1１月後半、私は大阪・北千里にある息子の自宅に２週間くらい滞在した。

その間、11 月 13 日に、私は大津市の三井寺を参詣した。20 回の記事/fでは、現地

踏破の体験を基にして「大津市の鉄道史」を書いた。当日、私は最初に京阪石山坂

本線・別所駅まで行き、弘文天皇陵、新羅善神堂、および法名院を参詣した。21 回

の記事/fでは、弘文天皇陵、新羅善神堂および新羅三郎の墓を参詣した紀行文を書い

た。22 回の記事/fでは、法明院、フェノロサの墓、桜井敬徳師の銅像を訪問した紀

行文を書いた。前回（23 回の記事/f）は、琵琶湖疎水を紹介した。今回は、三井寺

と仏教に対する私見を記載する。なお、資料の説明を緑文字で、林の調査や注釈を

青文字で記載する。 

 

（２）三井寺の歴史 
 次ページの図１に、三井寺境内地図の主要部を示す。この地図は、大門のそばに

掲示されている。三井寺のＨＰ（１）のサイト/）には、三井寺の歴史が記載されて

いるので、その要約を以下に記載する。 
 天台寺門宗（てんだいじもんしゅう）の総本山である三井寺（みいでら）は 正式名称を

長等山園城寺（ながらさんおんじょうじ）といいます。 滋賀県大津市、琵琶湖南西の長等

山中腹に広大な敷地を有しています。壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父

の霊を弔うために 「田園城邑（じょうゆう）」を寄進して寺を創建し、 天武天皇から

「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされています。 
三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統天皇の三帝の誕生の際に 御産

湯に用いられたという霊泉があり「御井の寺」と呼ばれていたものを後に 智証大師円珍

が当時の厳義・三部潅頂の法儀に用いたことに由来します。現在、金堂西側にある「閼伽

井屋」から湧き出ている清水が御井そのものとされています。 

貞観年間(859～877)になって、智証大師円珍（ちしょうだいしえんちん）和尚が、 園

城寺を天台別院として中興されてからは、 東大寺・興福寺・延暦寺と共に「本朝四箇大

寺（しかたいじ）」の一つに数えられ、 南都北嶺の一翼を担ってきました。 円珍の死後、

円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立が激化し、 正暦四年（993）、円珍門下は比叡山を下

り一斉に三井寺に入ります。 この時から延暦寺を山門、三井寺を寺門と称し天台宗は二

分されました。その後、両派の対立や源平の争乱、南北朝の争乱等による焼き討ちなど幾

多の法難に遭遇しましたが、 智証大師への信仰に支えられた人々によって支えられ、そ

の教法は今日に伝えられています。 

三井寺が不死鳥の寺と言われる所以は、千三百余年の長い歴史のなかで、山門派と寺門

派の確執や源氏・平家の対立が原因で何度も焼き討ちや、闕所(けっしょ)（財産没収）に

遭いながらも、そのつど様々な人たちの努力のおかげで蘇っていることである。1081 年に

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-22.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-23.pdf
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/about/legend03.htm
http://www.shiga-miidera.or.jp/treasure/building/07.htm
http://www.shiga-miidera.or.jp/treasure/building/07.htm
http://www.shiga-miidera.or.jp/doctrine/eb/cd.htm
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は、三井寺は山徒門衆によって焼かれた。その後、三井寺と延暦寺は度々争い、三井寺は

焼かれて廃墟になったことが何度もあった。 
南北朝の争いにも巻き込まれ、1336 年には、三井寺衆徒が足利氏に見方し、北畠顕家・新

田義貞軍と戦うが、敗れて山徒に堂塔を焼かれる。1347 年に、足利尊氏が金堂、新羅善神堂

など再建。（現在の新羅善神堂は、その時の建物が残っており、国宝に指定されてい

る。） 
1595 年には、豊臣秀吉が三井寺に闕所の命を下し、堂塔を破壊、寺領を没収した。（秀

吉は、新羅善神堂だけは祟りを恐れて破壊しなかった。）1599 年には、豊臣秀吉正室・北

政所が金堂（国宝）を再建。この頃より諸堂が復興した。 

次ページの図２に、三井寺の金堂（国宝）と閼伽井屋（あかいや、重文）の写真

を示す。１）のサイト/によれば、閼伽井屋（重要文化財）は 1600 年に北政所の再建で、

内部に三井の霊泉があります。閼伽井屋は金堂西側奥に金堂と接して建っています。 この

内部には井泉が湧き、天智・天武・持統天皇の 産湯に使われたことが三井寺の名前の由来

になっています。私は、この井泉が三帝の産湯に使われた経緯を知らない。三帝はこの付

近で生まれたのであろうか？ 

 

図１．三井寺（園城寺）の観音堂と金堂の付近図 この地図の全体は、「大門」そ

ばに掲示されている。 

琵琶湖疎水の 

トンネル入口 

http://www.shiga-miidera.or.jp/
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図２．上：金堂（国宝）と閼伽井屋（左側軒下、重文）、下：閼伽井屋の正面 

閼伽井屋 
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図３．新羅善神堂（国宝）ここで、源義光が元服し、新羅三郎と呼ばれた。 

 

（２）三井寺の政治的姿勢 

 前節にも書いたように、三井寺は政治紛争にしばしば巻き込まれている。比叡山

延暦寺との抗争、源平合戦、南北朝合戦などで戦乱の被害を被っている。秀吉の怒

りをかった原因は、諸説あって定かではないそうである。私は「三井寺の政治的姿

勢が伝統的に強い」ことを知って、大変面白いと思った。三井寺のＨＰ（１）のサ

イト/）には、戦後七十年を迎える憲法に関する声明文 を掲載している。お寺さん

で、このような政治的姿勢を鮮明にしている所を私（林）は知らない。私は「読者

の方々には、この声明文をぜひ読まれること」をお願いする（２行上の緑線の部分

をクリックすれば、読めます）。この声明文の最後の部分を以下に転載する。 
ここに総本山三井寺は、二十一世紀において「次の戦争」が起こることのないよう平和

憲法を堅持し、経済成長のみを最優先にした考え方を見直し、さらには現在審議の進む安

全保障関連法案の廃案を強く求めます。 

 私は、上記の三井寺声明を断固支持する。三井寺が主張する「平和憲法の堅持、
経済成長を最優先にしない社会、安保法制の廃案」は、私がかねてから主張してき
た「清貧党宣言」と全く一致する。それに反して、公明党（≒創価学会）は同じ仏
教徒の団体にもかかわらず、自民党（と、その主人である米国）にすり寄って勢力
を拡大することに汲々とし、日本の国益を害する売国奴である。また、日本では殆
どの仏教寺院が、葬式仏教や観光仏教に陥っている。 

最近、私は東京新聞である僧侶（高橋卓志師）の意見を読んだ。高橋師もやはり、
日本仏教の現状を嘆いている。次節で、高橋師の意見を紹介する。 

http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.shiga-miidera.or.jp/img/index/20150623.pdf
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（３）高橋卓志師の意見 

図４に、高橋師の意見が書かれた記事（2016 年 12 月 10 日、東京新聞・朝刊）の
コピーを掲載する。高橋 卓志（たかはし たくし、1948 年 12 月 4 日 - ）師は、日
本の臨済宗の僧侶、松本神宮寺住職である。著書に、「寺よ、変われ（岩波新書、
2009 年）」などがある。 

 
図４．高橋卓志師の意見が書かれた記事 
 高橋師の「寺こそ抜苦の中心に」と題する記事を、私なりに以下に要約する。 

釈尊の教えの起点となっているのが、「生・老・病・死」という四苦である。四苦を解

消・緩和（＝抜苦）する実践が一体となり仏教は機能してきた。四苦に覆われた人々はい

かにも多い。そのような具体的な苦に直接係わり、抜苦への道筋をつけることに、仏教界

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E8%AB%96%E5%AE%B6
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の意識は向いていない。一見、「死の専門家」と思われている坊さんは、じつは近年、死

の本質から遠く切離され、死の周辺に発生する膨大な問題に触れる構造の中に置かれてい

ない。 

厚生労働省は 2012 年を「地域包括ケア元年」と位置付けている。「地域包括ケア」と

は、四苦を一括で抜苦する行政的なシステムである。私の寺（神宮寺）では 20 年ほど前

から「四苦抜苦」のシステムを動かしてきた。厚労省が目指す地域包括ケアの範囲は、住

民１万人程度の中学校区としている。全国に中学校区は１万余り、寺の数は七万を超える。

寺が四苦抜苦に動けば、地域に七ケ所の包括ケアセンターが生まれる。これは地域にとっ

ても寺にとっても未来への希望の光となる。一方、現代社会を覆う四苦の現場に入り込む

覚悟がなければ、伝統仏教の消滅はそれほど遠い先のことでなくなる。 

 

（４）仏教に対する私見 
 私（林）は 2002 年３月 31 日に理研を定年退職し、「象牙の塔」から「娑婆」に

放り出された。私が娑婆に出てつくづく感じたことは、「現在の日本と日本人は狂

っている」と言うことである。つまり、大部分の日本国民は「四苦八苦」の苦しみ

を舐めている。その反面、一部の対米追随路線の人々（小泉、竹中、安倍、橋下な

どの売国政治家や、労働者を使い捨てにする財界の人々など）のみが「新自由主

義」を謳歌して、一般国民の苦しみを見て見ない振りをしている。 
 上記の高橋師の記事に出てきた「四苦」や、それと関連する「四苦八苦」とはど

ういう意味であろうか？２）のサイト/pに掲載された「四苦八苦」の説明を図５に

示す。 

 

図５．「四苦八苦」とは （２）のサイト/pより掲載） 

 

 仏教における「苦」とは、「思うようにならないこと」を意味し、人間が生物と

して起こる四つ苦しみ（生・老・病・死）と、人間が人間であるために味わう四つ

苦しみ（愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五蘊盛苦）を分類している。 

http://www.nichiren.or.jp/buddhism/shaka/02.php
http://www.nichiren.or.jp/buddhism/shaka/02.php
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生：生きる苦しみ、老：老いの苦しみ、病：病気の苦しみ、死：死んで行く苦しみ 
愛別離苦：親、先生、友人など、どんなに愛する人とでも、いつか必ず別れなけれ

ばならない苦しみ 
怨憎会苦：恨みや憎しみを抱いてしまう人と出会う苦しみ 
求不得苦：お金や物、地位や名誉など、求めるものが手に入らない苦しみ 
五蘊盛苦：心身を思うようにコントロールできない苦しみ 
 ４）のサイト/Eによれば、近代に外国から日本にもたらされたユダヤ教、キリス

ト教、イスラム教などの「Religion」を宗教と呼ぶのは「誤訳」だそうである。

「ligion」とは「結び付ける」の意味で、「Re」とは言うまでもなく「再び」の意味

である。従って、「Religion」は「神に再び結び付ける」の意味である。「宗教」は

日本に昔からあった概念で、「仏教などの教え」を意味していた。お釈迦様は、周

知のように、「神はいない」と悟っている。 
 ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの聖典は、「神様の御言葉」を記載した

ものであるから、人間が勝手に付け加えたり削除してはならない。これに反して、

お釈迦様は現世を生きた人間で神様ではないので、仏教の経典をどのように弄くっ

ても神罰を受けない。そこで、後世の人々は、お釈迦様の教えを勝手に解釈したり、

シナ語や日本語などにやたら難解に翻訳したり解説したりしている。 
 例えば、５）のサイト/lでは、私の大学の同級生のＳ君が「禅」に関する深遠な理

論を展開している。しかし、私のような一般人は彼の記事を読んでもさっぱり分か

らないので、読む気持ちにもならない。私は「お釈迦様が悟ったことを、私共でも

分かる言葉で教えてくれ」と言いたい。 
 私が理解しているお釈迦様の悟りはこうである。彼は、紀元前５世紀頃に活躍し

た人で、シャカ族の王族に生まれ、何不自由もなく生活していた。しかし、彼は人

生の「四苦八苦」から逃れ去ることを求めて出家した。彼は、その当時の修行者が

行ったような難行苦行を、何年も行った。しかし、彼は何も得られなかったし、神

様が出現して彼を救済することもなかった。 

彼は「苦行や神様に頼っても何も得られない。人間は死んだらすべてはお終い、

後には何も残らない。従って、自らに頼れ（自業自得）。この世のすべては空（く

う）である。つまり、とどまることなく生まれ、やがて消えていくということの繰

り返しである（諸行無常。）しかし、この世にあるものは、すべてお互いに因とな

ったり縁となったりして成り立っている（因縁）。その因や縁が変われば必然的に

滅するものもあり、また生ずるものもある。この世のすべてが移ろい行くのは、す

べての存在がつながりあい、支えあっているからである。そういうことを認識すれ

ば、心に悩みはなくなる」と悟ったのであろう。（詳しくは、６）のサイト/lや７）

のサイト/gの動画を参照して下さい。） 
 私は仏教に対して、次のような意見を持っている。お釈迦様の時代は科学が未発

達であったので、彼は「人間は死んだらすべてはお終い、後には何も残らない。」

と思ったのであろう。個人レベルでは、彼の考えは正しい。しかし、地球上の生命

全体を考えると、私の DNA は約 40 億年前に生命が無から誕生して以来、一度も死な

ずに私に伝わって来た。私は 40 億才なのだ。私の肉体は泡のようにはかなく消えて

行くが、私の DNA は生き残って進化を続けるであろう。 

https://www.youtube.com/watch?v=b5Af2iNbm1E
http://www.sets.ne.jp/%7Ezenhomepage/index.html
http://www.tees.ne.jp/%7Eshouen/ohanasi/osie/mujou.html
https://www.youtube.com/watch?v=NWZtkxP3eGg
https://www.youtube.com/watch?v=NWZtkxP3eGg
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生命の進化で行き着いた極致が知性の発生と蓄積である。地球では、人類の発生

により、知性とその蓄積が始まった。従って、我々の個々の人生は微々たるものに

過ぎないが、いま生きている人類（あるいは、生物）は全体として後世に大きな遺

産を伝承する役割を担っている。換言すれば、個人の一生はそれらが集まった集団

（即ち、生命）において、DNA と情報の進化に参画したと言う、有難い奇跡を体験

している。 

ただし、ここで注意しなければならないのは、宇宙や生命の未来である。我々が

住むこの宇宙は、約 137 億年前にビッグバンにより発生した。極めて小さな場とし

て発生した宇宙は急激な膨張を行うことにより、宇宙の内部が進化して、素粒子→

原子→分子→生命→知性が次々と誕生した。しかし、我々は宇宙の未来を知らない

ので、地球上の生命と知性の行く末も分からない。唯一つ、確実に予想できること

は、太陽の寿命はあと 50 億年くらいしか残っていないことである。太陽の寿命が尽

きる前に、太陽は巨大化してその大きさが地球軌道に近くなることが、理論的に予

測されている。そうなれば、地上の生命は巨大化した太陽に焼かれて完全死滅であ

る。そういう意味では、地球の生命もいつかは「すべてはお終い、後には何も残ら

ない」状態を迎えるのである。 

私は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの「Religion」の教義には納得でき

ない。なぜなら、それらは「ご利益」の授受が本質であるからである。一方、仏教

や儒教などの本来の宗教には、「正しい教え」を内在している。しかし、それらに

も邪道が多い。例えば、シナや日本の仏教界では、やたらに難解な理論をこね回し

て、自己の優秀性を競う僧侶達が多い。一方では、葬式仏教や観光仏教に現を抜か

している寺院や僧侶達も多い。 
私は、「僧侶達が葬儀業や観光業を行ってはいけない」とは言っていない。死亡

した家族のために葬式を執り行うことは決して悪いことではない。しかし、僧侶達

が訳の分らないお経を唸って、高価な戒名を押し付けるだけの葬式はお断りである。

また、観光仏教で文化と文化財を保存・継承することも必要であろう。しかし、

「坊主・丸儲け」のみに奔走することもお断りである。 
私は、三井寺声明（戦後七十年を迎える憲法に関する声明文 ）の内容には賛同

する。しかし、私には「三井寺さんがこのような結構な声明を出されても、強力に

動いて日本国民を救済しようという熱意」を感じることが出来ない。また、私は高

橋師の「寺こそ抜苦の中心に」と題する記事にも賛成である。師の長年の NPO 活動

にも敬意を示したい。しかし、師の活動は、なかなか全国的に波及していない。 

私は三井寺さんや高橋師のような、本来の仏教の教えに従った活動を、日本全国

で促進するよう、もう一歩前進していただくことを、心から念願している。老若男

女の「四苦八苦」を救済する「包括ケアセンター」のネットワークを全国的に展開

して欲しい。私は「人口減少社会を迎えた日本国民は、経済成長路線の夢を捨て、

各種の包括ケアセンターを拠点として、自給自足の生活を目指すことが正しい選択

である」と考えている。 

なお、「包括ケアセンター」の中核としては、お寺さんに限らず、キリスト教会

などの宗教団体でもよいし、大学、研究所、専門学校、塾や予備校などの教育機関

でもよいし、各種のスポーツの競技団体、囲碁や将棋などの技能団体、音楽やダン

スなどの芸術団体でもよいのではないか。私の「清貧党宣言」では、そのような各

http://www.shiga-miidera.or.jp/img/index/20150623.pdf


 9 

種の団体が、自己の活動を行いながら、日本国民を「包括ケアセンター」に収容す

ることを提案している。 

次回は、三井寺と力餅に関する記事を書く予定である。 
 

引用したサイト 
１）のサイト：http://www.shiga-miidera.or.jp/ 
２）のサイト：http://www.nichiren.or.jp/buddhism/shaka/02.php 
３）のサイト：http://storys.jp/story/7332 
４）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=b5Af2iNbm1E 
５）のサイト：http://www.sets.ne.jp/~zenhomepage/index.html 
６）のサイト：http://www.tees.ne.jp/~shouen/ohanasi/osie/mujou.html 
７）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=NWZtkxP3eGg 
 

http://www.shiga-miidera.or.jp/
http://www.nichiren.or.jp/buddhism/shaka/02.php
http://storys.jp/story/7332
https://www.youtube.com/watch?v=b5Af2iNbm1E
http://www.sets.ne.jp/%7Ezenhomepage/index.html
http://www.tees.ne.jp/%7Eshouen/ohanasi/osie/mujou.html
https://www.youtube.com/watch?v=NWZtkxP3eGg

