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安泰寺

内山興正

１．煩悩と欲望

わたしにあたえられた題は、
「仏
教は欲望をどうみるか」
、というの
ですが、そうするとわたしが仏教
の代表者かなんかのようで ‥ ‥ 。
ところが仏教の代表者であるとわ
たしが言ってみても、誰も認めな
いだろうし、いや、おれは仏教の
代表者だと言って論証するほどの
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学問はない。しかし結局の話、わ
たしはわたしなりに仏教の中に生
きて来たことは事実だし ――ま、わ
たしの信ずる仏教という観点から
欲望をどうみるかという話なんで
す。
そこでこの欲望というと、心理
学的意味もあるだろうし倫理学的
意味もあるだろうし、生理学的意
味もあるだろうし、いろいろある
わけですね。それで、
「仏教が欲望
をどうみるか」というと大したこ
とのようだけど、私が和田先生の
『欲望の教育』を読んでどう思っ
たかというそれだけの話ですよ。
しかし、そういう観点から私の感
想を言うわけだけど、『欲望の教育』
ならびに『あしかびの萌えいずる
ごとく』という ――これも私なんべ

んも読ましてもらっていますが ――
和田先生のお考えには本当は、全
幅的に共感するだけであって、全
体としては何にも言うとこはない、
和田先生は俺の言いたいことを皆
書いてらっしゃるということです
よ。だけど、
『欲望の教育』という
ことが、この世の中にできるだけ
推進されることを願うわけです。
そうすると、私のみる仏教から
言ったら、和田先生の使い方と仏
教の使い方とは、言葉の使い方と
いう点ではちょっと違うところも
ある。仏教ではこういう言葉の使
い方をするということを話してみ
ることによってですね、 ――どっち
が使い方がいいかそんなことは分
かりゃしないんだ、本当は。だけ
どそういうことによって ――和田先

生のこの本の内容が皆さんにもう
少しでもはっきりしたら尚結構じ
やないか、和田先生の言われる内
容の理解をもうちょっとはっきり
させ、それを容易にすることがで
きたらという意味で、わたし話さ
してもらうんです。和田先生とい
う方は、仏教ということを表面に
は持ち出されないけれど、和田先
生の仏教に対する理解、それは、
そんじょそこいらの坊主どころの
騒ぎじゃないんです。それで、こ
れは稀にみるほど深い造詣をもっ
ている方なんで、だからこそ和田
先生と私と共感するのは当たり前
のことなんだ。 ――というのは和田
先生も私と同じ態度で仏教をみる、
仏教を信じているというところが
あると思うんです。だからそうい
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う点で和田先生の言われることを
みんな全幅的に私が共感するのは
当たり前だと思う。しかし、和田
先生が仏教ということを表面には
持ち出されませんがね、今は私は
敢えて仏教の用語を持ち出して和
田先生の話と対照させてみたら面
白くないかということなんです。
まず、欲望ということ、仏教で
は煩悩というでしょう。そしてし
かも、そういう煩悩は悪いものと
いうのが大体決め込まれているよ
うに世間の人には受け取られてい
るわけです。そして、たとえば煩
悩を断ずるという言葉がある。ま
し ぐ
ぼ ん の うむ じ ん
た、四弘誓願の中にも煩 悩無尽
せ い が んだ ん
誓 願断と言って、煩悩を絶対に
断つことを誓願するということも
ある。それに対して和田先生は、「欲

望そのものはどんな欲望でも本来
悪いはずはありません」
（
『欲望の教
育』九ベーシ一行目）と書かれてあり
ますね。それに対して仏教は、と
いったら煩悩無尽誓願断といって
はじめから悪いものにしている。
これはあたかも正反対のようにき
こえるわけですね。しかしながら
仏教は、煩悩を断ずるだけかとい
ぼ ん の う そ くぼ だ い
うと、片っ方では、煩 悩即菩提、
ともいう。白隠禅師の坐禅和讃に
も「氷多きに水多し」と書いてあ
る。煩悩が沢山あれば恵みも多い
という。親鸞上人にも同じような
言葉が出てくるわけですよ。そう
すると、それだけかというと、仏
教は最後にはもっと、これよりも
っと一段と進むと、淫怒癡（いんど
ち）是仏法という、こう書かれてあ

いか

るお経もある。我々の情欲とか瞋
りとか愚かとか、そういうことは、
それが仏法なんだ、と。だから、
その点、仏教といって煩悩無尽誓
願断といって断滅するだけが仏教
だと思ってると違うんで、仏教と
いう宗教はそう簡単に平面的に一
面的に言えないところがある。だ
から和田先生の「欲望そのものは
どんな欲望でも悪いはずはない」
とこういうことは本当は煩悩即菩
提を和田先生が言い換えてるんだ、
ということが考えられる。また、
同時に、この『欲望の教育』の九
ページの次の段のところに欲望の
特性というところには、
「ところが
ここに奇妙なことが事実としてあ
ります。われわれが或るひとつの
欲望の満足を求めて夢中になると
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自分を台なしにしてしまうことが
あるという事実です」とこう書い
てあるものね。これはやっぱり、
煩悩無尽誓願断といって断じなく
てはいけないという面は欲望を追
求したらば台なしになっちゃうか
ら、それだからそういうことは断
じなくちゃいけない。とそういう
意味にとれると、和田先生が言わ
れてることと、仏教の言ってるこ
ととはやっぱり別々じゃない。和
田先生は巧みに飜訳して言ってる
んです。

２．灰身滅智
――小乗仏教の見方 ――

ところがそれにも拘らず、仏教

において煩悩を断ずるというのは
本当に欲望を全くなくしてしまう、
断滅する、煩悩が本当に何にも無
くなってしまう、無くするという
意味に受けとっているものもある。
小乗仏教の方ね。お釈迦さまの時
代から上座部系統の、お釈迦様の
弟子にも上座部と大衆部に分かれ
たんですが、上座部というのはエ
リートコース、エリートコースと
いうのはどうせロクでもないんで
ね。変なところに固まっちゃうも
の。お釈迦さんの言葉にだけ固ま
っちゃった。そういう方の上座部
系統が生み出してきたのが小乗仏
教ですよ。この小乗仏教の人たち
は煩悩を全部無くしちゃう。そし
け し んめ つ ち
て、灰身滅智と言うけれど、煩悩
が全くなくって恰かも冷たい灰み

たいで血の気が全くない状態にな
ること、これが涅槃だと考えた、
こういう人たちがいるわけです。
そうすると、この小乗仏教の人た
ちの理想はどうなのか。欲望を無
くし、本当に死んでしまうこと。
死んでしまえば欲望は全くないも
の。これが理想論です。だから小
乗仏教の人たちの生活態度はどう
か。全く、坐禅しながら欲望を起
こすまい、起こすまいとして、そ
れでも生きている限り何か起こり
そうで、それを何にもなくなる状
態、だから死ぬのが最高理想。何
のことはない、死ぬのを待ってい
る姿。これがお釈迦さまのエリー
トコースを行った上座部系統の小
乗仏教に固まった人たちのやった
ことでしょう。今でも南方仏教の
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人たちはそういう傾向があるのね。
ところが、だから生命をまとめ
て言おうとすると、生命の真実は
死である、或いは自殺することで
ある、とね。それですベて灰身滅
智することが理想である。ところ
が果たして生きていながら欲望が
なくなるもんであるかどうか。そ
れから又、欲望をなくそうと思う。
要するに、小乗仏教でそういう欲
望をなくそうというのは、欲望が
あればこれいろんなことを追求し
て苦しみが出てくるでしょう。そ
の苦しみをなくするために欲望を
なくそうとする。そうすると欲望
をなくそうとすること、それは欲
じゃないのかということが出て来
るね。
こいつは私が『自己』にも書い

たけど、学生時代に仏教教理史と
いう科目をとっていた。その先生
が、
「仏教というのは、生きていれば
こそみんな苦しみ、その苦しみ
は何からかというと欲望が根本
である。だからこの苦しみを逃
れるためには欲望を断じなけれ
ばならない」 ――。
そんな話をしたんで、
「先生」って手を上げて、
「そうすると、欲望をなくして苦
しみを逃れようと思うこと、欲
望を断じようと思うことを仏教
では煩悩とは呼ばないんですか」
ときいたら先生参っちゃった。
その時はそれですんだが、とこ
ろがいつの間にか坊主になって、
修行してなんとか悟りを開こうと

するようになった ――これが欲だも
の。そうすると悟りというのは欲
の続きかということになる。こい
つでもってクルクル舞いしたもの、
事実。これが理屈から言えば理屈
が少しおかしいという程度だ。と
ころが修行生活の中にとぴこんで
やってみると、理屈がちょっと違
っているとクルクル舞いするもの。
それで七転八倒して苦しんだんで
すよ。だからその辺よく考えてお
かなけりゃならない。欲望をなく
することが欲であるのかないのか、
をね。もしも欲をなくすることが
欲の続きだとするなら、恰かも自
分の坐っているこの座布団をとろ
うと思って一所懸命になるような
もんで、自分の立場そのものの座
布団は持ち上がりはしないものね。
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その辺が難しいところですよ、
実際問題として。ところがインド
の小乗仏教の人たちの中には、事
実、煩悩をなくしたと称する人た
ち、修行者がいるわけだ。そうす
るとインドという所は今でも国民
全体として程度が低いんだから昔
はもっと低かったに違いない。
「ワシは煩悩を全く断じている」
というと、
「ハハァ」というわけで
程度が低いと言えば低いけど純真
と言えば純真だね。有難いと思っ
て拝んでお布施をあげてる。そう
すると、ワシは煩悩を断じたと言
、く
、ぬ
、く
、と
って人の供養を受けてぬ
する修行者たちが沢山いるという
からね。
ネールの『世界の歴史』を見て
も、インドでは修行者が余りワリ

がよすぎると書いてあるのを見て
インドというのはつまらない所だ
と結論を下したもの。要するにイ
ンドには請負い師的修行者が非常
にいる。また、今の日本でもそう
いうのが多いのね。大体、修行者
、れ
、れ
、が修行する、お
、
というのはお
が真実に生きるという姿勢でなけ
ればならないんだ。ところがイン
ドでは修行専門業ができているも
ん。在家の人というのは自分は修
行しない、そのかわり有難い坊さ
んに御供養することによって修行
を引受けさせるわけだね。そうす
るとおれは断じて煩悩を断じてい
ると言っている。有難い坊さんは、
人から金をもらって、供養を引受
けるわけだ。しかしながら本当に
煩悩を断じたんだか断じないんだ

か、こいつはわかりゃしない。日
本の仏教もそれを引きついでいる
から、坊さんを修行請負い業とい
うつもりで見ている。これは修行
を請負わせようとする在家の人が
まず悪い。
本当に生命に関することは人と
、り
、と
、り
、、貸し借りは絶対にでき
や
ない世界なんでしょう。屁一発だ
って人と貸借りできないんだ。今
わたし手術をしたもんで屁がでな
い、そこのところひとつ請負って
代わりに一発やって下さい、と言
ったってダメなんだ。やっぱり屁
一発値千金という言葉もあるんじ
ゃないですか。
（笑い）
。屁一発値千
、れ
、がやらなきゃならな
金はこのお
い。
それと同じように、修行という
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ことでも、絶対に請負いというこ
とはできないわけです。それだの
に未だに日本人でも、日本人は相
当レベルが高くなってるはずなん
だけど、
「誰か有難い坊さんいない
だろうか」って。そうすると有難
い坊さんというのは何かというと、
独身だと先ず言う。それで独身で
いる坊さんというのを探す。大阪
朝日に出てましたね、なぜあんた
は独身でいるんですかと新聞記者
に言われて、
「人から拝まれるため
には独身でいなけりゃならない」
と言った奴がいるね。このおかし
さわかりますか。分かるんだった
ら相当進んでるんだ（笑い）
。とこ
ろがそれを分からないで、
「偉い坊
さんだ」と、ある評論家が感心し
て書いてますね。そしたらまた、

その評論家の文章を読んで偉いこ
と書いてあると感心している知識
人をみたこともある。
それで、在家の人が誰か有難い
拝める坊さんを探してるもんだか
ら、需要があれば供給者が現われ
るんで、そうすると、
「オレは有難
いぞよ」と、ちゃんと信者に対す
る面を被って出てくるわけだ。そ
したらもうその修行者は真実に生
きてるとは言えない。修行者は、
人のことなんかどうでもいいんだ、
人がどう見ようが俺は俺なんだと
いう ――。人のことなんか眼中に
ないんだという積りを持ってない
とね、人のことばかり気にしてい
たらどうせロクなことはない。
「俺
は俺の生命を生きる」ということ
は大切ですね。

３．煩悩即菩提

――大乗仏教の考え方 ――

その点で、
大乗仏教と
いうのはそ
ういう小乗
的地盤から
生まれて来
なかったね。
だいたい、
お釈迦さま
が生まれ活動した範囲はこのガン
ジス河のちょっと中流の下の方で、
お釈迦さまが遊行したところを地
図にあてはめてどの辺だろうと調
べてみますと、概ね東京と京都ぐ
らいの間、五百キロ程度のところ
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をあっちへ行ったりこっちへ行っ
たりしていたんですね。お釈迦さ
んが亡くなってすぐの頃かな、ア
レキサンダーが攻め込んで来て、
ガンダーラ地方まで攻めてるわけ
です。ところが昔の戦争というの
は、町を造っていくんだからね。
いろんな物資を輸送してそこで町
を造る。そして進軍して又町を造
る、そういう調子で行く。アレキ
サンダーが死んで間もなく帝国が
ガタガタしたけれど、しかし、そ
の後もガンダーラ地方にはギリシ
ャ人の王様の国がずうっとある。
それから、西南部のインド、こ
こもローマとの交通が盛んだった
ところです。お釈迦さまが亡くな
って二百年ぐらいたった頃、アシ
ョカ王が出てインドを統一したん

だが、彼はエジプトまで仏教徒を
送っている。その後、やはりこの
南部にできたアンドラ王国 ――竜樹
尊者もこの王国の人です ――など、
この地方も、口Ｉマとの交通を通
して、ギリシャ文化の影響をうけ
ていたわけです。
そして大乗仏教は、このインド
南方のアンドラ王国および西北の
ガンダーラ地方 ――ともにギリシャ
文化の影響を強くうけたところか
ら興ってきた。インド人的インド
からは興らなかったということは
意味が深いんだ。
西洋というのは、昔から社会と
いうものを考えているでしょう。
そういう社会観念のあるところに
大乗仏教が興ってるんだと思う。
大乗仏教はお釈迦さまの行き方の

固定したものをぶち破ったところ
に大乗仏教が起こっている。いわ
ばお釈迦さんの本当の精神をそう
いう新しい表現をしたということ
ね。それが大乗仏教です。
で、大乗仏教で煩悩即菩提とい
う言葉が出て来ている。それじゃ
お釈迦さまはどうだったか。お釈
迦さまも煩悩はいけないと言って
ないわけだ。例えばお釈迦さんも
苦行はしてはいけない、禁欲もし
てはいけない、これがお釈迦さん
の本当のとこなんだ。だがインド
人というのは、ハダカですからね、
男も女もハダカということになる
と一番の煩悩の王者は何と言って
も淫欲なんですね。だから例えば
坊さんがケサを着て、女の人が来
たといってすぐ淫欲が起こったん
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では恰好がつかないものね。それ
で結局、お釈迦さまの時代は如何
にして淫欲を断ずるかを一所懸命
やってるわけだ。ところが性欲を
断ずるためにお釈迦さんの弟子で
男根を切り取ったやつがあるね。
そしたらお釈迦さま怒ってるもの。
そんなバカなことするやつあるか
って。つまり、煩悩を断ずること
が欲望をなくするというのなら去
勢すればいいということになる。
お釈迦さまは去勢することは絶対
によくないといわれた。お釈迦さ
まは、欲望をなくすることをすす
めたわけじゃないんだ。要するに、
小乗仏教で煩悩をなくすることが
一番いいことだというのは仏教が
インド的に固定したからです、結
局。それに対して大乗仏教は、お

釈迦さんの精神に復って、煩悩が
なくなればいいというのではない。
煩悩を活かすというか、煩悩即菩
提という言葉をもってきている。
ところがインドというところは
うらめしい国なんですね。ここい
ら辺はアンドラ王国もガンダーラ
も西洋のギリシャ、ローマの文明
が入って来て新鮮だった。だから
いきいきとした大乗仏教が生まれ
出た。ところがこれからまたずっ
と年代が降って来ると、煩悩即菩
提がちょっといきすぎたね。さっ
いんどち
き言ったように淫怒癡是仏法とい
ざんまい
うことになった。そうすると三 昧
の極致は男と女とつき合ってあれ
してるうちが三昧の極致だという
ことになった。インド仏教の最後
のところはそういうふうになって

きちゃった。それで仏教の真精神
が何もなくなったところへ回教徒
が入って来て坊主を殺し、尼を殺
し、寺を破壊して、インドには仏
教は何もなくなったわけです。そ
して男女のつき合ってるというの
がチベットを通って蒙古の方へ流
れて行った。それがラマ教ですね。
だからラマ教というのは男と女と
ひっついてるのが御本尊さんでし
ょう。それがはるかのちに日本に
来たのが聖天様、上野のアメヤ横
丁の近所に聖天様があるけれど、
あそこなんかでも象と象が抱き合
っている。それから徳川時代に入
って来たのが立川流ね。これはそ
ういうもの、そういう淫怒癡是仏
法というのになって堕落したのが
そういうふうに流れて来る。こう
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して三昧は堕落したわけだ。
その辺が難しいんですね。欲望
を全く否定してもいいわけはない。
さりとて欲望をそのまま肯定して
もいいわけじゃない。結局、大切
なのは、やっぱり欲望の教育だね。
いかに欲望を教育するかだ。欲望
の教育ということばはいかにも和
田先生が初めて言い出したようだ
けど、そうじゃない、仏教にもあ
る。
（笑い）

４．欲望といのち
――和田先生の考え ――

ところで、欲望を何に向かって
教育すべきか、と。仏教の話から
離れてですね。和田先生の『欲望

の教育』から見てみますとね、先
ず一六ページ見て下さい。
「私は教育という観点からすれば、
人間の特徴はその欲望にあると理
解するのが一番妥当だと思います。
言語を持つとか火を使う、その他
の文化的能力もすべて人間の欲望
の特異性から出たものだと思うか
らです。
」
それから三行ばかりとんで、
「そこで私が言いたいのは、ミミ
ズはもちろん、犬猫猿などの高等
、の
、
動物でもその欲望はほとんどい
、に密着した本能的なものしか持
ち
っていない。ただ人間だけがそこ
から出発して前節に見て来たよう
な二次的三次的あるいはそれ以上
の高次な欲望をもっています。そ
こで私が言いたいのは、より人間

らしい、ということはより高次の
欲望をより多く持つということで
ある、ということです」と書いて
あります。
つまり高次の欲望を持つという
こと、低いとか高いとかというこ
とはどういうことか、――だいたい、
この本一冊でも皆さんがどの程度
読んでいるか知らないけれど、読
んだと言いながらただ活字の上を
目が滑ったというだけじゃなかろ
うかと思うんだ、大概は。 ――いち
いち説明してゆくと、一一ページ
見て下さい。
「人間は無数の欲望を持っている。
つまり人間の持つ欲望は八万四千
種あると言います。この無数の欲
、の
、ち
、をベースとしてそれと
望をい
の遠近の度合によって整とんして

- 11 -

みることができるでしょう。一番
、の
、ち
、に近いのは食欲です」
い
食欲・性欲というのは非常に低
次な欲望ですね。それに対して支
配欲とか知識欲とか、真善美の欲
とか、段々に高くなってゆく、こ
れが和田先生の言う高次の欲望。
高次の欲望を沢山持つことが人間
らしいことになってくる、という
ことですね。
だから一八ページを見て下さい。
中程のところに、
「そうだとすると、欲望の教育と
は要するに、けだものから人間へ、
という方向に欲望を発展させる仕
事である、ということになります」
と。つまり欲望を高くしてゆくこ
とね、これが欲望の教育。そして
それじゃどこまで高くなってゆく

のか、最高の欲望は何かというと、
六一ページに、
、の
、ち
、
「人間の個体を通して働くい
の求むる最後のものは無欲であり
ます。
」無欲欲ということですね。
「まことに矛盾したことですが、
いのちの求めるものは自由であり、
あくなき自己拡大のための無限の
創造でもあります。
」
六ニページのまん中のところ、
「この最高にして、絶対に満たす
ことのできない欲望を起こさせ、
すべての欲望のすがたとその意味
を知り、自己に絶望させることが
欲望の教育の最終目標だ」とこう
書いてある。つまり、今は欲望の
教育が大切だと言ったんだけど、
欲望の教育というのは和田先生の
この本では段々欲望を高めていく、

そしてその欲望の最後の高い欲と
言ったらば、それは無欲欲ですね。
その無欲欲ということが欲望の教
育の最高目標だと和田先生は書い
ておられるわけです。それが欲望
の教育というものですね。
ところが、ここでちょっと向き
を換えて、この本を私が読んでい
て注目したいのは、和田先生の「い
のち」という概念だ。欲望の教育
と言っていながら欲望のほかに「い
のち」という言葉が非常に重要な
概念です。そして和田先生の「い
のち」と「欲望」との関係はどう
か。まず六ページ見て下さい。二
行目の下のところ、
「人間というも
のは実質はいのちであり、その働
きを外から観察すると欲望の束と
して捉えることかできる」と。そ
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れから八ページ見て下さい。初め
の行に、
「そもそも私は人間の実質
は先にも述べた通りいのちだと思
っています」
。その「いのち」とい
うのは何かというと、今度は四行
目に「強いて説明的な言い方をす
れば、全宇宙に満ち満ちている超
物理的力と言ってよいと思います」
。
要するに「いのち」とは何か、
全宇宙に満ち満ちている超物理的
な力。物理的力というのは押せば
物が動く。ところがそういうんじ
ゃない。物理的力ももちろん「い
のち」
、しかしながらそういうんじ
ゃない、物理以上の力も含めてい
るわけね。私が頭の中で何か考え
る。これ、やっぱり物理的な力じ
ゃないけれど何か力が働いている。
私がしゃべってるとそれを聞くと

いう力も物理的な力じゃないもの
ね。そしてまた、聞いたことから
又何か考える、これも物理的力じ
ゃない、ひとつの大きな超物理的
な力、これがまあ、先生の言われ
る「いのち」
。
「あるいはその力が宇
宙そのものだと言った方が本当な
のかも知れません」とこう書いて
ある。そうすると、いわば、
「いの
ち」の力が宇宙そのものでもある。
そうすると和田先生の言っている
「いのち」という概念はキリスト
教でいう「神」というのに当たっ
ているわけですね。キリスト教の
神とは何か。「ありてあるものなり」
――。
『出エジプト記』に出てくるんだ
けれど、これが根本的な定義ね。
和田先生の「いのち」というのは

先ずキリスト教の神に相当する。
しん
仏教でいう「心」ということね。
和田先生は、一心寮とつけたのも
いのちを言おうとしている。だか
ら和田先生の「いのち」という概
念には先ずそういう面がある。
ところがそれだけかというとそ
うじゃない。この八ページのとこ
ろにね。中程に、
「この全宇宙を埋
めつくしている『いのち』なるも
のの中に生じた渦のようなものが
ばんぶつ
万 物であり、そのひとつが自分で
あると思うのです。そして個とし
て成立したいのちの渦はある期間
渦自体の存続と拡大発展を求める
という不思議な性質を備えていま
す。
」そうしてみると結局、いわば
宇宙に満ち満ちたいのちというこ
とね、これはキリスト教でいうと
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ガイソプノイマという、息みたい
なもの、ギリシャ語でいうプノイ
マ、ドイツ語ではガイストという。
これがごうっと流れているとする
と、ここからひとつ渦が巻くんだ
、の
、ち
、、いわば
ね、こういうのがい
宇宙にみちみちたいのちでしよう。
それが渦巻いたところ、これが個
体的いのち、 ――こういうことが和
田先生の頭にあると思うね。それ
で、尚、これをさっきも言ったよ
うに、一一ページ見てごらんなさ
い。二行目に「無数の欲望をいの
ちをベースとしてそれとの遠近の
度合によって整頓してみることが
できるでしょう。一番近いのは食
欲です」というところのいのちの
使い方はどうか。このいのちの使
い方はこの個体的ないのちのこと

を言うわけでしょう。この「欲望
をいのちをべＩスとして ‥ ‥」と
言ったらいのち的いのちをベース
としてという意味ではない。個体
的ないのちをベースとしてそして
これに密
着した一
番近いの
が食欲、
それから
性欲とい
うふうに
出発する
わけです
ね。食と
性だけは
根本です
よという
ことを言

うとすぐ喜ぶ。
（笑い）そして結局、
高い欲、高次の欲といったら何か
というと、いのちから一番遠い欲
ということになる。これがいのち
から一番遠い ‥‥。
遠いということになると、無欲
欲が一番いのちから遠いというこ
とになるね。
「だから教育の目標は
人間の ‥‥」 ――要するに一六ペー
ジだね、一五ページの初めの行に、
「教育というものは人間のために
なされなければなりません。
」とま
ず書いてある。そして一六ページ
に「より人間らしいということは
より高次な欲を持つということ」
と。だから教育の目標は何かとい
ったら、いのちから一番遠い欲を
沢山持たせなければいけないとい
うことになる。
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それから一八ページのところで、
「そうだとすると、欲望の教育と
は要するにけだものから人間へと
いう方向に欲望を発展させる仕事
であるということになります」
。い
のちに近い欲からいのちに遠い欲
まで発展させるということが教育、
ということが言える。
「いのちの求める最後の欲は」と
いったらさっきもいったように無
欲欲だ。そして最後に六ニページ
の一番最初のところに、「とすれば、
いのちの最後に求むるところは一
切の欲望の否定でなければなりま
せん」
。結局、欲望の否定です。で、
それが最高の欲望なんだと。和田
先生の「いのち」の中味を見てい
るわけだけど、二一ページをあけ
て下さい。

「ここで余談になりますが、私は
奇妙なことを思うのです。私はい
のちから発した欲望にのってあら
ゆる価値の世界を遍歴して高く遠
く遂に超欲の欲望にまで達して、
これを追いつくした或る日、ふと
追う者は誰かと顧たとき、そこに
欲望を発する以前のいのちがその
ままあることに気がつきました。
つまり私は欲望にのっていのちを
出発して、価値の世界を夢中で彷
った挙句辿りついたところが出発
点のいのちだったということです。
してみると、この欲望の馳け回る
娑婆はいのちから出ていのちに帰
る間の夢であるとつくづく思わな
いわけにはゆきません」
。
つまり、このいのちから先ず出
発して、そして先ずこの個体のい

のちから出発して、段々遠い欲に
持っていって、しかしその遠い欲
もよく考えてみたら無欲欲は一番
根本的にある欲、そこへ帰るんだ
という、このへんが和田先生のい
のちと欲望の関係なんだと思うん
です。
それで宗教とはということにな
ってくる。二〇ページの真中のと
ころです。
「人間を最もきびしく徹
底的に追求する宗教も、おそらく
はその満たされざる欲望の脅迫に
対する不安と苦痛への自覚であっ
ただろうし、その終結は自己の欲
望への完全なる理解、つまり、い
のちから見た欲望の意味の完全体
認であろうと思います。
」 ――とい
うことは、いのちという地盤から
見てみると、個体がまず渦巻く、
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そして個体が渦巻いた食と性から
出発して無欲欲へ出る。そして、
この欲望の在り方をこの地盤から
見るということ、これが宗教であ
ると和田先生は言われるわけです
ね。
そこで、
「もっと普通の言い方をすれば、
欲望に引きずり廻されるのではな
く、いのちの自覚に立って欲望に
自在を得るというところでしょう。
」
要するにこの欲望というものをす
ベて「いのち」という地盤からみ
ている。そして、この一つ一つに
引きずり廻されるのではなくて、
欲望に自在を得る、それが宗教だ。
それに対して教育はというと、
「教
育は相対価値の世界内における営
み」なんですね。その点は宗教と

いうものは全体からみてる。それ
に対して教育はといったら、食と
か性とかを如何に高めていくかと
いう意味だろうと思うんだけど、
相対的に段階を辿ってゆこうとす
る。そこでは、
「教育の世界では手
段方法がはたらきうる」
。そして六
ニページ見て下さい。
「結局その最
高目標は絶対に充たすことの出来
ない欲望を起こさせる。すべての
欲望のすがたとその意味を知り、
自己に絶望させることが欲望の教
育の最終目標」だと。これが結局、
和田先生の教育各論ではない教育
総論として、欲望の根底に横たわ
る原理的な「いのち」とか「欲望」
の考え方だと思うんです。
はじめに言ったように和田先生
のそういう考え方は、根本的に言

って仏教的なんですよ。それで私
は和田先生の言われること皆共感
するんだし、こういうことを言わ
れてるんだなと思うんです。しか
し敢えてまた仏教の言葉を持ち出
すことによって和田先生の言われ
てることと違った面から光をあて
ると分かりいいでしょう。仏教で
こういう言葉は和田先生はこう言
う、和田先生がこう言ってること
は仏教ではこういうことを言うん
だというふうに、言い直すことに
よって立体感を持ちますね。その
意味で仏教の言葉をあえて使って
言ってみようと思うんですよ。
まず、第一にね、今も言ったよ
、の
、ち
、という言
うに、和田先生がい
葉を使ってる。これに二つの意味
が含まれてるということを分析し
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てみたいんだ。今のこの図（一六
ページ）で言えば、これはいのち
と言ったね、すべて全宇宙にみち
みちている、そしてその力という
ようなもの、これをいのちと言っ
たけど、これをまず、
「いのち的い
のち」とでも言ってみたいんです
ね。或いは私がいう「生命的生命」
ね。ライフィカル・ライフね、そ
うしたらそんな英語ないという。
しかし仲々いい言葉だと言ってく
れました。そして、これに新しく
もうひとつが「個体的いのち」と
いうか、
「身心的いのち」ですよ。
これを先ず二つに分けてみる。そ
していわゆる欲望と言ってるのは
身心的いのちから出てくるもので
しょう。仏教でいう煩悩はそうで
すね。そして欲望も出てくるわけ

だ。だからいのちに近い欲とか、
いのちから遠い欲とか先生が使わ
れるいのちはこの身心的いのちの
ことを言っている。これに反して
無欲欲とか、いのちの最後の欲と
先生が言ってるのは私の言葉で言
えば「いのち的いのち」を言って
るんだ。言葉の意味が違ってると
いうことね。そう解剖できる。そ
して要するに先生の用語法を私な
りの用語法にちょっと置き換えて
みよう。

５．仏教でいう「心」
仏教が煩悩と言ってるものは和
田先生の身心的いのちの欲望を言
う。それに対して和田先生の最後

の欲、無欲欲というようなものは
いわば「いのち的いのち」と言う
か、いわば生命的生命の力、生命
力というようなもの。そういうふ
うに ――、こっちの方は生命的生命
というようなもの、と一応考えて
みることもできるじゃないですか。
そして「いのち的いのち」という
しん
しん
のを仏教では心と言うんだ。心と
言うだけに限らない。仏教では真
如、それから如、あるいは如来、
それから空とか無とかいろんなこ
とを言うわけですよ。でも、とに
かくいのち的いのちと身心的いの
ちというのを先ず分ける。
それで今、あまり夏向きの話じ
ゃなくなるんだけれど、仏教の一
しん
番大切なことはこの心ということ
なんですよ。それで、一体、仏教
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という宗教は、とうとう日本語に
訳されることなしにここまで来て
るんだ。だから仏教という宗教を、
日本人は、かつて仏教国だったと
か、過去の宗教だぐらいに思って
るんだ。ところが本当はそうじゃ
ないね。まだ仏教という宗教は日
本で未だお経も訳されていない、
今までにひとつもなかったんだ。
今までにあるのは、仏教と名のつ
く文化財はあった。仏教という名
のもとに葬式はしてきた。仏教と
いう名で寺を建てたり、習慣はい
ろんなことをやってきている。し
かし仏教は全く日本人に知られて
はいないんだ。本当に僅か二、三
の選ばれた人だけが仏教に生きて
来たことは否定しない。例えば道
元禅師とか親鸞上人とか法然上人

とか。そういう人たちは本当に仏
教を生きてきた人でしょうよ。し
かし大体の日本人は坊さんでも仏
教とは関係のない生き方をしてる。
例えば、道鏡、あれは坊主だって
仏教とどういう関係にあるのか。
何もありゃしないものね。
しん
その中でも一番大切な心という
ことね、これさえも日本語で訳さ
しん
れていないということ。心という
言葉を使ってるから「こころ」だ
と思うでしょう。こころと言えば
我々はハートだと思う。こんなハ
ートのことを言ってるんではない
しん
んだ。心というのは全く分からな
いまんまに今まで来ている。それ
しん
で心という言葉を現代語で訳出し
ようということで、今、私が考え
ているのは、
『現代語で語る大乗起

信論』なんだ。大乗起信論という
のは、この心を説いている。まず
「大乗とは何か」
、
「一心だ」と、一
心から出発している。それは、実
大乗と言われるあらゆる大乗仏教
の根本を説いているんですよ。そ
ういう意味で、この大乗起信論を
現代語で書いてみたいわけです。
――だから、仏教の心（しん）とい
うのは、けっして「こころ」では
ないんだということから出発しな
ければならない。
そして、心というのは梵語で言
うと、まず質多心（しったしん）
。
汗栗多心（かるたしん）
、矣栗多心
（いりたしん）の三つの意味があ
ると、普通に言われている。
（この

漢字の当て方はいろいろあるが、飜訳要

義集に詳しく出ている）
。
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この中で、この矣栗多心は積聚
精要心（しゃくじゅせいようしん）
ということで、あるもののエキス
という意味です。例えば、般若心
経というと、般若経という膨大な
経典のエッセンスをとったという
意味なんです。これは、われわれ
の今の問題からは、違った言葉の
使い方だから、この矣栗多心は外
します。
問題は、質多心と汗栗多心との
関係なんだ。心というのは、初め
から言えば、われわれの心の使い
方から出発している。そこで、質
多心だが、質多ということは、は
じめは、慮知心（りょちしん）と
か縁慮心（えんりょしん）とか言
って、要するに一つの縁にふれて
あるものを見る。そしてそのこと

によって感覚がうつる。その感覚
をまた知覚する。そしていろんな
考えが起こる。それが縁にふれて
起こる考え。それから、考え知る
という意味になる。これが慮知心
です。ですから、これは、一般的、
心理的「心」です。
仏教では、感覚を、眼識・耳識
・鼻識・舌識・身識の五識に分け
ている。この五識を知覚し、ふり
かえるものが、第六意識なんだ。
ところが、それから出発して、唯
識論になると、第六意識の外に、
第七未那識、第八阿頼耶識という
のがある。
第七未那識（まなしき）は、別
の言葉でいうと思慮心（しりょし
ん）
。第八阿頼耶識（あらやしき）
は集起心（じゅっきしん）という。

第六意識はわれわれの心理的な心
ですが。第七末那識というのは、
心理的な心の根本にあって、オレ
だ、オレだという、オレをいつで
も根本においているのが第七未那
識です。
第八阿頼耶識というのは結局、
私という身心の生命、生命力とい
うか、個人的生命そのものは第八
阿頼耶識なんです。集起というの
は、個人的生命を寄せ集めて来て、
オレという個体ができてくるとい
うこと。そしてオレの考えもでき
てくるが、それをオレだと思うの
が第七末那識。このオレだという
考えですベてのものを見るという
のが第六意識なんです。
仏教でいう心、質多というのは
これだけを含んでいるわけです。
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第六意識、第七未那識、第八阿頼
耶識 ――これら全部が質多心です。
このように、だんだん深められ
ていって、そこで止まってくれる
といいんだけど、まだ、それ以上
に深められていく。そうすると、
どういうことになるか。
オレという個体がとにかく生き
ているということは、一体どうし
てなんだ。どうして生きているの
か、という問題になる。オレの力
で生きているとは言えないものね。

６．生命的生命としての心
いわゆる普通オレオレと言って
いるが、そのオレの力以上のもの
が事実働いている。 ――血液が循環

してるのも、ふだんオレといって
るオレが働かしてるんじゃない、
ということをよく考えるべきだ。
顔色にいいといって口紅ぐらいは
オレでもぬれるが、ぬらなくても
唇は赤いというのは私以上の力で
す。そうなってくると、いわばこ
のオレという生命が生きている力
ですね。こういうのは私の生きて
るそのものは肉団心、この肉団心
を生かしてるものはというと草や
木とぶっつづきじゃないか。私は
こうして息してる、草木も呼吸作
用したり同化作用したり結構生き
ている。そのぶっつづきのところ
は草木心という。そしてこの草木
心は、草や木だけじゃないもの。
自動車が動いているのは何だ、あ
れは人間が作ったと思うからおめ

でたい。自動車が走ってるのは人
間が作って動かしてるんではない
んだということ、人間がやったこ
とはただ機械を組み合わせただけ
なんだ。ガソリンが爆発して走っ
ているんだが、ガソリンが爆発す
るというのは人間が考えたんじゃ
ないんだから。そうすると自動車
が走ってるのもわれわれの肉団心、
草木心とぶっつづきのところがあ
る。よく考えてみたら機械を組み
合わせるというのもオレの頭が考
えたんだと言いながら、この頭が
働くのは何だ、オレのやってる仕
事ではないんだということはちょ
っと利巧な人なら分かるでしょう。
分からないかな。そうするとぶっ
つづきのものがある、すべてにお
いて。ありとあらゆるものにぶっ
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つづきのものがある。こういうの
を、堅実心。真如心という。それ
が今いう汗栗多心（かるたしん）
なんです。
和田先生が一番いきいきと文章
を書かれているところは、この話
をするときね。
『葦かびの萠えいず
るごとく』 ――私はこの本よむ時、
はじめから終いまでラインして重
要なことは皆上に書いて、あなた
がたそれだけ苦心して読んでいま
すか？（笑い）
。読んでないだろう
と思うんだ。少なくともこういう
いい本となったら著者が努力して
書くんだから、読む人は著者が払
う努力のもっと多く払うつもりで
読まなきゃだめだ。どうせ我々が
一所懸命読んで努力したといって
も、著者が払うだけの努力は到底

できやしないんだ。しかしまあせ
めて一所懸命努力して読む。その
つもりで読まなきゃあ、本なんか
読んだって仕様ないですよ。週刊
誌をそうやって読めというんでは
ない。週刊誌なんかケツふき紙に
していいんだけれど（笑い）
。いい
本、少なくとも和田先生の本とか
私の本とか（笑い）
、これは仇やお
ろそかで書いてるんではないんだ。
それで和田先生のこの本（
『葦か
ぴの萠えいずるごとく』
）を読む場
合でも、たとえば、二四一ページ
のところに、
「いのちと称するもの
は山にも川にも雲にも石にも、む
ろん動物にも植物にも人間にも、
とにかくありとあらゆるものの中
にある（本当は中ではないが）ので、
おまけにそれが別々にあるのでな

く、互いに交流し合っているので
す」と書いてあるけれど、これは
和田先生の、今私の言うことばの
最も近いことばを探しただけです。
もっと本当に豊かな筆つきでいか
にもありありと書いてあるところ
が沢山あるんだ。しかし、ことば
そのものを直接引用するとこうい
うこと。とにかくあらゆるものに
あって、これらが交流し合ってい
る。だから山にも川にも雲にも石
にも、もちろん動物にも植物にも
人間にも、とにかくありとあらゆ
るものにある。それに、それが別
々にあるのでなく、お互に交流し
合っているということ。こういう
のがいのちというものだ。いまの
汗栗多心というのもそういうよう
な意味です。
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それから、二四四ページの「見
られているものも見ているものも
同じ力だということがよく分かり
ます」と書いてある。見てるとい
うことは、蝉の声を私が聞いてる
と思うけど、聞いてると同時に聞
く力と鳴く力が同時にあるんだ。
これは渾然一体なんで分けること
しん
はできないんだ。これが心という
けんじつ
ことね。分けられないから堅 実心
しん
だ。それが梵語の心の意味なんで
すがね。これを私は今梵語の意味
と言ったんだけれど、自分自身の
体験に当てはめて言えば、私が個
人的に生きてるということは個人
的に生きてそして私という心があ
しん
るということは心の初めだ。いわ
ゆる質多心の意味だ。ところがよ
く考えてみると、私が生きてると

いうことは、生きる世界が同時に
あるということ、それで生きる世
界と私というのは別々でないんだ、
私のいのちというのはこの世界そ
れぐるみなんです。だから私が生
きてるということは私をとり巻く
世界がある
ということ
である。私
が、そして
「自己とは」
といったら
私の自己、
私の生命と
いうのはこ
れぐるみ。
だから、お
ぎゃあと生
まれてきた

ら私は私の世界をもって生まれて
くるんだ。死んでいくときには私
の世界をもって死んでいく。そん
なことはないと思ってるからだめ
なんだ。
たとえばこのコップひとつでも、
同じものを見てると思ってるから
頭が雑駁、ほんとは私は私の角度
で見てるんで、あなたはあなたの
角度で見てるんだ。そして一緒の
角度から見ましようと顔を持って
いったってダメです（笑い）
。しか
もあなたは近眼、私は老眼。（笑い）
。
どうしても同じものは見られない。
聞くものもそうだ。聞くのも蝉の
声を同じく聞いてると思ってるけ
れど、蝉の鳴き声もあなたの耳へ
の響き方と、吉田さんなんか変な
のつけて聞いてるんだから違うの
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当たり前だ。見るもの、聞くもの、
鼻で嗅ぐものみんな違う。そうだ
とすれば考えというのはまた違う
んだ。そうすると俺の生きてる世
界というのは絶対に貸し借り出来
ない、私は私だけの世界に生きて
るんだということがよく分かるで
しょう。そして言葉で一応通じ合
ってるんだけど、言葉で通じ合っ
ていると言いながら、本当は全く
通じていない。私がこうやってし
ゃべってる、通じてるから笑って
るんだろうけれど、どんなふうに
通じてるのか分かったものじゃな
い。その点、私のしゃべってる変
なところだけ笑って、本当の一番
大切なところは聞いてないのかも
しれないしさ（笑い）
。その点は本
当に通じ合わないんだ。私は私ぎ

りの世界を生きてる。そういうの
が本当の生命ですね。人と貸し借
りできない純粋の生命。
しん
そのへんを心と言う。仏教では
なんと言ったって唯心論なんです。
ところが生長の家がいうようなお
粗末な唯心論じゃない。生長の家
の唯心論といったら物体は心の影、
ないと思えばない、病気はないと
思えばない。ないないと思えば治
るという。こんなことはダンプカ
ーが向こうから来るね、ないない
といってダンプカーが消えてなく
なるか（笑い）
。ひかれちゃうもの。
そういうのは素朴的観念論。仏教
のいう唯心論というのはそんな素
朴的観念論を言ってるんではない、
しん
全く生命のはなしをする。この心
こころ
というのを 心 と思うから生長の

家みたいな唯心論がでてくる。生
長の家なんか仏教の話を分かり易
く言ってるんだというと坊主まで
が生長の家を読んでよく分かった
という。そういう坊主がいるもの
しん
ね。心というのは生長の家の言う
こころ
ような個人的 心 という意味でう
けとったら全く当たらない。仏教
しん
しん
でいう心と言ったらば一心寮の
しん
心、いわば生命的生命、いのち的
いのちということなんです。いの
ちのいのちということで、いつで
しん
も心という言葉を見たらこう思っ
て見なきゃ仏教は全然見当外れに
なる。
そういうのを仏教ではさっきも
言ったように真如とか如来とか一
ほつしよう
しよう
心とか或いは法 性とか仏 性 と
ふ に
か、または不二と言うね。不二と
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いうのは私を生かしてる力とあな
たを生かしてる力と同じひとつの
力と思う ――同じひとつだと思っ
たら神様だ、キリスト教的神様が
でてくる。キリスト教のひとつの
神様があなたを生かし私を生かす。
ところが本当は私を生かしてる力
とあなたを生かしてる力とひとつ
かというと、そいつは一だという
数量概念を持ち出すことはできな
いんだ。神様を言うのに人間の数
量概念を持ち出したら当たらない
んだ。一であるという証拠はどこ
にもない。ただ言いうることは、
二ではないというだけだね。これ
が不二というやつ。実物なんだか
ら。あなたも生きてる私も生きて
る、蝉も鳴いてる草木も生えてる、

全く二ならざる力が働いている、
それで不二という。実物だからね。
これを和田先生はさっきも言っ
たように、
『欲望の教育』一八ペー
ジの中ほどに、
「この全宇宙を埋め
尽くしているいのちなるもの ‥‥」
、
この全宇宙を埋め尽くしているい
しん
のち ――が心ですよ。

７．個体的いのちと生命的いのち
八ページの中ほどに「全宇宙を
埋め尽くしているいのちなるもの
の中に生じた渦のようなものが万
物であり、そのひとつが自分とい
う人間であると思う。そして個と
して成立したいのちの渦を或る期

間、渦自体の存続と拡大発展を求
めるという不思議な性質を備えて
います」
「どうして渦ができ、どう
いうわけがあって渦がこのような
性質を備えているか分かりません
が、事実そうだと思うのです」
。
さっきの図（一四ページ）を書
いてみると、いのちがひとつこう
あるとすると、そのいのちのとこ
ろに渦まく、それが個人であり万
物である、と。ところが大乗起信
論でもそうなんだ。大乗起信論で
も一心がある、それがすべての万
物をくり拡げてくる。そのくり拡
げられる様子というのを大乗起信
論ではどうかというと、ひとつの
水がここにある、そこに何という
ことはなしにひとつ風が吹く、そ
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うすると風が吹くと波が立つ、そ
むみよう
してこういう波が ――無 明という
のは何がなんだか分からない、無
明というのは明らかならずで、 ――
分からないところへ分らない風が
吹く、そして波が立って
くる。それが個体的いの
ちでもある。我々の迷い
もそうやって起こってく
る、というのが大乗起信
論の大体の説明です。そ
の際、個体的いのちも「い
のち」なんだし、それか
ら一心、真如、これもい
のちなんだけど波もいの
ち。その点、さっき言っ
た「いのちのいのち」と
私がいうこれは生命的

生命。それと個体的いのち。これ
は分けて考える方が分かりいいじ
ゃないかと思うんです。その点和
田先生がいのちに近い欲と言われ
てるのは個体的いのちに近い欲、
性とか食という欲、いのちに遠い
欲というのはいわゆる知識欲とか
真善実の欲とか、更に遠くなると
無欲の欲、これは「いのち」に最
も遠い。ところが一番遠い欲が最
もいのち的だと和田先生は言われ
る。いのちに遠い程いのち的であ
り、最後の「いのちのいのち」と
いうのはいのちを否定するものと
も言えるわけだ。和田先生のこれ
を私のことばで言うとこうなる。
この様に、いのちを「身心的い
のち、個体的いのち」と、それか

ら「いのちのいのち」と二つにわ
けて考えた方が分かりいいんじゃ
ないかと思う。
それで、和田先生は、いのちか
ら出てくるものを欲望という。と
ころがこの欲望をも分けて考えた
方がいいと思うんで次のはなしに
なります。
要するに個体的いのちからは欲
望が出て来る。
「いのちのいのち」
から出てくるもの、こいつは私は
生命力と言った方が当たっている
んじゃなかろうかと思う。事実、
ちょっと違ってくると思う。
個体的いのちから出てくる欲望
と生命的生命から出てくるものと
どこが違ってるかというと、さっ
きも言ったように、欲望というの
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は満足を求める、満足を追求して
夢中になると、いのちを台無しに
する。九頁の「欲望の特性」にそ
う書いてある。
「ところがここに奇
妙なことが事実としてあります。
われわれが或る一つの欲望の満足
を求めて夢中になると、自分を台
無しにしてしまうということがあ
るという事実」 ――個体的ないのち
から出てくるものをどこまでも追
求すると却って生命を台無しにす
る。ところがいのちのいのちから
出てくる生命力は、どこまでも追
求しなけりゃならない力なんだ。
こいつをどこまでも追求したが故
に生命を台なしにするというもの
であってはならない。
六ニページの「いのちの求むる

ものは自由であり、あくなき自己
拡大のための無限の創造でありま
す」 ――そうすると、どこまでも限
りのない力だという面があると思
う。
それからもう一つは、こっちの
個体的いのちと「いのちのいのち」
とのもう一つの違いは、個体的い
のちは外へ向かってアテを持って
いるということ。欲望の方は外へ
のアテがある。そのアテに向かっ
て進む。ところが「いのちのいの
ち」から出てくるもの ――生命的生
命力と言ったんだけど ――この生
命力の方はどうかというと外への
アテはないんだ。たとえば野に生
えてる草、これは道の石を我々か
んたんにけっとばすね。そして横

にあるすみれの上にのっかったと
すると、我々は石をけったんだけ
どすみれにとっちゃ大変な重圧が
加わってるわけだね。この場合、
すみれは石の下から顔を出して伸
びようとする。これは欲かという
と欲ではない、生命力だと思う。
それから我々の体に傷がつく。こ
ういうものに傷がつくと治りゃあ
しないものね。しかし私たちの肉
体は慯がついてもまた治る。この
治るというのは何か、治そうと思
うのはひとつの欲です。しかし治
そう治そうたって治りゃあしない。
ところが本当は我々に生命力があ
る限り治るんだからね。そうする
とこれは我々の生きてる限り生命
力をもっていることだと思う。
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その点、毎年そうなんだけど今
年も三、四人過保護児童が来たね、
ここにもいるだろうが（笑い）
。私
自身が過保護児童で来てる。それ
だから過保護児童には特別な同情
をもつ。過保護児童のつらいとこ
ろは小鳥が巣で卵を抱いてる、そ
れがかえる。そしてエサを運んで
ヒナを育てる、ヒナがだんだん大
きくなるわけだ。そしてもう翼が
一人前になってきたところが親が
過保護だと外へ飛び出させないで
羽交い締めにしている。子どもも
そのままにしてる。これが問題児
なんですよ。翼は一人前になって
るのに、外へ飛ぼうとすると急に
こわくなって巣の中へもぐっちゃ
う。女の子の場合はいいんだ、過

保護でも。男の子の場合は本当に
つらいんでね。どうしても、たと
えばはたちぐらいになってから外
へ飛び出そうという意欲がなくっ
てうちの中でブスブス煙って、親
に羽交い締めされておとなしくし
てる息子だったら、こいつは問題
児で三十にも四十にもなってから
そいつが出てくる。四十ぐらいか
ら浮気してやまないというやつ。「四
時すぎの雨と四十すぎの浮気はや
や
めろといっても止まらない」とい
うけど、浮気でもする奴は青年時
代に過保護で欲求不満が内攻して
るんじゃないかと思うね。そうい
うのは心理学でどういうのか知ら
ないけど、私自身の体験と寺へや
ってくる過保護児童を見てるとそ

んな気がする。
この間も過保護児童、といった
って二十過ぎの男の子が言うんだ
けれど、はたちぐらいになってく
れば自分自身で考えてこれではい
けないと思うものね。それで私の
ところへ来て、
「私は過保護児童でみんなに気迫
がないと言われます。どうした
らいいでしょう。私に気迫がな
いのは生きる目的がないから気
迫がないんだと思います。生き
る目的は何か、それを教えて下
さい」
と言うんです。私は、
「生きる目的がないから気迫が、
やる気が起こって来ないのじゃ
なくて、これはひとつの生命力
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なんだ。あなたの場合本当に生
きようという気が起こってこな
いというのは生命力が足りない。
生命力を養わなけりゃあならな
いんで、夏期日課の安泰寺にで
もやって来て労働でもしなさい」
と言って、そして他人と一緒に接
触してる。そして労働をやること
によって生命力が出てくる。温室
育ちを一ぺんに外気にあててごら
んなさい、パッと冷たい風をうけ
たというだけで葉はそのときは何
でもないけど二、三日たつとちぢ
れて枯れてしまう。これは生命力
がないんだ。それはどうしても徐
々に養って行かなきゃあならない
んだ。これは私は欲望と言うより
生命力と言った方が当たってるじ

ゃないかと思うんです。生きる気
で生きると私が言うけれど、こい
つは言わば生命力と言った方が当
たってるんで、こうしようと思っ
て外側に向かってアレが欲しいと
かの欲望ではなくて、生命力はど
れほどあるかということ。とにか
くひとつの困難に出会っても、し
かしながら石がガンと自分の上に
のっかってもなおかつ忍ぶだけ忍
んで ‥ ‥。それで生命というもの
は、例えばこういう物質だったら
こうやったらポキンと折れますよ、
今惜しいから折るのはやめるけど。
ところが生命があるということは、
松の木の枝一つでも、生命がある
枝には、松の樹に上がって仕事を
する場合、松の木の先に青い葉っ

ぱがついてるんだったらこれは生
命がある。のっかっても折れやぁ
しない。ところが全く青い葉っぱ
の一つもない枝はどんなに太い枝
でものることは危険だ。ポキッと
いくから。生命がない、弾力性が
ないからポキンといく。それに対
して、生命力があるということは
弾力があるから耐えるだけの力が
ある。しなわせても戻るという力
がある。今我々が困難に出会って、
耐えていって芽をふき出させるそ
ういう力は生命力だと思う。欲望
というのはこうしたいということ
で簡単に分かるけど、欲望とは別
にどれだけの生命力があるかとい
うことが問題だと思う。
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８．欲望と生命力
――アテと方向 ――

結局、今、我々の生命というも
の、さっきも図をかいて言ったけ
れど、我々の自己の生命というの
は「私がこうして生きているとい
うことと同時に、私の出会うとこ
ろの生命体験はみな私の生命の分
身」ということですね。世界とい
うことは私の生命の分身なんだね。
私の言った重大なる言葉として、「出
逢うところわが生命」という言葉
があるね。二十世紀の発明として
（笑い） ――。とにかく「出逢うと
ころわが生命」というこの自覚が
大切だ。そして、この出逢うとこ

ろわが生命というのが、生きる気
で生きるということね。私が今出
逢ってること、それは私の生命だ。
例えば今こうして話してる。話し
てるということに私の生命がある
わけだ。話してるということの中
に生命の火をもやしてるわけだ。
これは本当は私の生命の火をもや
してるけれど、どれほどの効果を
あげるかなどは全然期待していな
い。欲でやってるんじゃあないん
だから。とにかく私は私だけの精
一杯の生命の火をもやしてるだけ。
で、確かにみなさんの顔をみて、
寝てはいないか。猥談言ってでも
（笑い）
‥‥。なんて精神もってる。
これは生きる気で生きるんだから。
しかしながら、私は学校の先生じ

ゃないんだから試験してどれだけ
の点数とった、効果はどれだけか
なんてことはないわけです。私の
やってる仕事はいつでも、底知れ
ぬ谷に石を投げてるようなもんだ。
ひぴきもなしに空しく消え失せた
り、だ。ただ生命の火をもやして
る。
これを仏教では誓願という。衆
生無辺誓願度という。そう言うと、
いかにも衆生を済度してやるとい
うように聞こえるけれど。坊さん
の世界だとすぐそういうことを言
う。済度するとか布教するとか言
って。私はそれが一番気にくわな
いんで。何を済度するんだ、何を
布教するんだ。大体、君自身布教
するものをもってるのかと言いた
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いところね。われわれは衆生無辺
誓願度と言ったって、結局、私の
生命の分身をいかに活かすか、生
き活かすかということ。オレが生
きる、それで私の生命の分身が出
逢うところを如何に生き生きとさ
せるか、これだけをただ狙ってる。
これは外へ向かってのアテではな
いんだ。ただ狙ってる。むしろい
わば磁石みたいなもの。向こう側
のアテではない、私は私のを見て
る。そうすると、私のゆくべき方
向はこれ、という方向を私自身の
中で指さしている。これをただ追
究している。ということです。
だから個体的いのちから出てく
るのは欲望であり、そしてこれを
仏教では煩悩という。ところが「い

のちのいのち」から出てくる、一
心から出てくる ――これは生命力
でありソレはと言ったらいわば誓
願ですね。衆生無辺誓願度・煩悩
無尽誓願断。法門無量誓願学・仏
道無上誓願成というけど、ただ誓
願で生きるということ。
ところが、この場合、和田先生
が一口で欲望と言っておられるも
のは仏教の言葉では煩悩と誓願と
二つに分けられると思う。
（分けた
方が、分かりいいんじゃなかろう
かと思うものですから）
。事実、片
っ方は欲望は卜コトンまで追求す
れば身を害するもの ――たとえば食
うことだって一所懸命食ったら腹
くだしする。便利になっていいと
いってとにかく便利々々と追求し

ていると公害ということが出てく
る。何でも欲望を追求したらかえ
って生命そのものを害する。傷つ
けるでしょう。それに対して「い
のちのいのち」といったものはど
、辺
、誓願度
こまでもキリなく衆生無
、尽
、誓願断だ、法
でしょう。煩悩無
、量
、誓願学でしょう。仏道無上
門無
誓願成といってどこまでもキリの
ない歩みね。そして、片っ方は欲
望や煩悩はアテをもっている。そ
して誓願というのは外へのアテで
はない俺白身の生命の方向なんだ。
生命の方向だね。アテじゃない、
方向なんだ。生命の方向ね。そう
いう意味で二つは分けた方が分か
りいいんじゃあないか。
ところが、この「いのちのいの
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ち」の力といったもの、生命的生
命力といったもの、これをくらま
すものは個人的に自覚されたとこ
ろのエゴですよ。結局、仏教でい
むみよう
、分
、とい
う無 明です。何となしに自
うのが出てくる。これでもって生
命というのはくらむわけだ。で、
教育というのは、結局、そういう
無明的自分 ――オレオレといつの
まにか、 ――本当はオレオレと皆知
ってるつもりで割り切ってる。と
ころがふだん自分と言ってるのは
何かと考えてみると、何となしに
そう思ってるだけなんだ。
「私」っ
て何か、オギャーと生まれてきた
ときから何も日本人に生まれてこ
なくたっていいんだ、二十世紀の
日本人に生まれてこなくてもね。

三千年前のエジプトに生まれてき
てもいいんだ。あるいはホッテン
トットに生まれてきてもいいんだ
し、パプア族に生まれてきてもい
いんだし ――ところがオギャーと
言ったのは二十世紀の日本だとい
うので我々の方向が決まってしま
うわけだ。そして遺伝があるんだ
し、遺伝と、生まれた環境と、受
ける教育と、そしてその間に憶え
たこととチャンポンになっていつ
のまにか出来上がった。だから偶
然の寄せ集めということ、これだ
けをオレと思ってるわけだ。とこ
ろが本当のオレはそうじゃあない
んだということをよく知っておか
なくっちゃ。本当のオレと言って
も、これから寝るけれど一分にい

くつの割りで息しなけりゃ、ひょ
っとしたら夜なかに息が止まった
ら大変、なんて思っていないでし
ょう。そんな小さな自分を考えて
いなくっても手放しで寝ていても
一分間いくつの割合で息してる、
これは何の力か。私に働いてる限
り自己の力だ。これが本当の自己
というんだ。これが本当の私の生
命なんだ。要するに息してる力、
血液の循環してる力、要するにこ
れがまたすべてとぶっつづいてる
んでしょう。さっき言ったように
すべてとぶっつづきであるところ
の力が自己というものだ。自己の
生命だ。自己といってもこのよう
な小さなものをオレオレと思って
るから大違いないんだ。手放しで、
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本当の自己と言ったら宇宙とぶっ
つづきで、キリスト教で言うと神
様というけれど、神様がオレで何
故悪い。神様はオレだっていいわ
けだ。本当はみんな神様なんだ。
ぼうとく
ただその神様を冒 瀆してるわけ
だ。小さな自分でオレはこうで、
財布は幾らといったことばかり考
えてる。手放しでいるという自分
――そうすると宇宙とぶっつづきな
んだ。
結局、この無明的自分からです
ね、そうじゃない、私と一切の世
界とぶっつづいている自分という
もの、これに目覚めること、それ
が教育で一番大切なことなんだ。
和田先生の無欲欲 ――いのちの最
後の欲望というのはこれでしょう。

六一ページのところに ――「人間
の個体を通して働くいのちの求む
る最後のものは無欲欲であります」
――結局これが和田先生の言われる
教育の根本なわけだ。
六ニページのところにも、
「無欲
欲は人間欲望の ――五行目ですね、
――終点であり、そして最高の欲望
であると言えます。
」
結局、和田先生の言われること
も最後的なことは生命的生命のこ
と、いのち的いのちの話だ。
私が和田先生の本を読んで、そ
うだと決めてかかって、そして、
だから和田先生の本の名前を勝手
に変えていいわけないけれど、そ
れでも『いのちの教育』とした方
がよかったんではないかと私は思

うんだけど。
それで結局はすベての、本当は、
生命的生命は要するに心身的生命
・個体的生命を生み出す、これは
渦だからね。それからまた欲望も
出てくる。しかしながら、ここで
和田先生の言われることはいわば
生命的生命としてすべてをいかす
ということが究極の狙いだとすれ
ば、結局あらゆる欲望も、生命的
生命としても活かすということ。
それでこの『葦かびの萠えいずる
ごく』の本で和田先生は「欲望の
総大将」という言葉で呼んでいる。
欲が ――これは兵隊なんだね。沢山
の兵隊がいてガヤガヤ言ってる。
それに対して欲望の総大将の声を
みんなに響き渡らせよう ――その
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点静かに坐禅して欲望の総大将の
声をアッチヘ行けと言ったらサッ
とアッチヘ行く、欲望の総大将の
声をひびき渡らせようとするとこ
ろがありましたね。ページ数を調
べて来なかったんで ――。つまり
和田先生の根本的に言われること
はそのことだと思う。
それでたとえば一六ページ見て
下さい。
「私は教育という観点から
すれば、人間の特徴はその欲望に
あると理解するのが一番妥当だと
思います。
」これは人間の特徴は欲
望だと言うのも結局、生命だとい
うことでもあるね。それから、
「言
語を持つとか火を使う、その他の
、望
、 ――
文化能力もすべて人間の欲
これも人間的生命 ――の特異性か

ら出たものだ」と欲望をそう和田
、命
、という
先生が書いてるのを、生
言葉にあてはめてみると「ミミズ
はもちろん、犬猫猿などの高等動
物でも欲望はほとんど、いのちに
密着した本能的なものしか持って
いません」と。だからミミズや犬
猫や高等動物でもその生命はほと
んどいのちに密着した ――肉体的
生命に密着したものしかもってい
ない。ただ人間だけがそれから出
発して前節に見てきたような二次
的三次的あるいはそれ以上の高次
の欲望、生命的生命を発現するこ
とができるということですね。
「そ
こで私が言いたいのはより人間ら
しい、ということは、より高次の
欲望をより多く持つということ」

――だから生命的生命として活かす
ことだ ――と、こういうふうに読
めば読めるんだ、結局。
和田先生の欲望ということばを
生命ということばで読んでいくと
分かりいいところがある。それで
そうすると、仏教というやつは、
すべて煩悩を生命的生命、いのち
のいのちとしていかすことだ。そ
れを仏教では煩悩無尽誓願断とい
うんだ。仏教の言葉というのは妙
なんで「断」という言葉を使った
ら、そしたら、
「断」と「不断」 ―
―、不断と対立するような「断」
は本当の「断」ではない。煩悩を
断たない、煩悩を断滅する、なん
にもなくするというようなのは仏
教の言葉じゃあないんだ。仏教と
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いうのは妙な宗教で、ひとつの言
葉で、例えば「大きい」というの
ま か
は「摩訶」という。摩訶不思議と
言うでしょう。大きく不思議だと
、訶
、般若波羅蜜陀心経
いうこと。摩
だい
という、あの摩訶というのは大と
いうことだ。大ということは一体
どういうことか。いわば素粒子の
世界からノミのキンタマ見たらそ
れは広大無辺なんだと思うな。ノ
ミのキンタマは大きいのかと言っ
たら鯨に比べれば小さい。鯨は大
きいのかというと地球の中で泳い
でる。地球は大きいかというと銀
河系宇宙の中からみたら見えやし
ない。銀河系宇宙というのは大き
かというと島宇宙が十七あってそ
れのうちの一つだそうだ。ところ

がずっとはなれたところには何千
億だかあるというんだ。そうなっ
てくると空間というのは大きいと
いうことになる。空間が大きいの
かというとオレのアタマが考えて
る（笑い）
。オレのアタマがそれほ
ど大きいのか、地球上にはえたカ
ビみたいなもののアタマにすぎな
い。そうすると大きいということ
でも何が大きいんだかわけがわか
らない。仏教で摩訶というのを使
ったら大と小とかの比較を絶する
ことなんだ。比較を絶する。比較
を超える。大きいとか小さいとか
比較を投げ出しちゃう。それが摩
訶です。今、煩悩を断ずる ――と
言っても、煩悩をどれほど断じた
か、といって小乗仏教の人たちは

その煩悩の断じ方に沢山段階つけ
ている。あんなのは大乗仏教では
断と言わない。大乗仏教で断とい
う限りは断・不断を超える。そう
いう二つに分かれる以前を、それ
を跳び越えることを断という。煩
悩無尽誓願断というのは煩悩をな
くするというのではない。煩悩を
とび越えるんだ。そして結局のは
なしは、煩悩を私の今言ったこと
ばで言えば、生命的生命として活
かすこと、そういうのが煩悩無尽
誓願断なんだ。では、煩悩無尽誓
願断というのは欲望か、これは欲
望じゃない。さっき言った、私と
生きてる世界と、総ひっくるめに
した生命力なんだ。それが私の出
逢うところが物であったなら物、
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事であったなら事、人であったら
人、自分であったら自分、自己で
あったら自己、あらゆるもの、私
の出逢うてるところのものひっく
るめて、とにかく「出逢うところ
わが生命」なんだから、それをひ
っくるめて生きようという力、こ
ういう力が誓願なんですね。それ
は外側に向かってのアテじゃない、
オレの生きる力であり方向であると。
そういうのを煩悩即菩提とも言
う。仏教はそういう表現をするの
です。
９．証上の修
――生命の地盤から
欲望をみる ――
そういうと、今私が話している
仏教の話は宗教の話であって教育
の話ではないのではないかと言わ
れるかもしれない。ところがそう
ではないと私は思うんですね。本
当の真の宗教はどこまでも教育で
なくてはいけないと思う。いのち
の教育だと思う。
それで、その点、和田先生と私
の考え方はちょっと違う。という
のは和田先生の場合、二十ページ
に「宗教は欲望にひきずり回され
るのではなく、いのちの自覚に立

って欲望に自在を得るというとこ
ろでしょう」と書いてある。とこ
ろがこれが若し宗教だとしたら宗
教は存在しないんだと私は思う。
たとえば、欲望にひきずり回され
ることがなくって、いのちの自覚
に立って欲望に自在をえた人とい
うのを見たいのだけど私見たこと
ない。おそらく存在しないと思う。
欲望に自在をえるなどという人は
それはいやしないと思う。お釈迦
さんはそうだったと言うけど、私
は見たことないし、お経にはそう
書いてあるというだけ。そうする
と結局、和田先生の言われるのが
宗教だとしたら宗教は存在しない
と言わなければならない。
そうではなくって、むしろ宗教
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というのはいわばここに出てくる、
二十ページのまん中のところ「い
のちからみた欲望の意味の完全体
認」ですね。生命的生命の地盤か
らみて欲望というのはどういうこ
とかというのをようく分かってる、
生命的生命の地盤から欲望を見て
し よう
いる ――こういうのを 証 という。
まずこの生命的生命の地盤にオレ
が生きてる、坐ってるということ
が証。事実それであるということ。
生命が生命であること。本当は誰
だって生命を生きている。実証し
てるんだ。生命でないやつは生き
ていない。とにかく我々生きてる
限りは証だ、生命のところでじー
っと坐ってるんだ。そして結局、
そういう欲望を生命という地盤で

できるだけ生かそうという方向で、
生きる気で生きる、欲望を生命と
して生かそう ――これが修行だ。
まず証の上に立ってそしてなお
修行してゆく、これを道元禅師の
しようじよう
しゆ
場合、証 上の修という。或い
しゆしよう
は修 証一如とも言うけれど、修
行と証果と本当はひとつ。
私が本当の生命、
「いのちのいの
ち」のところにどっかり坐って、
その坐り、地盤からできるだけす
ベての欲望も生かしてゆこう、そ
ういうのを証上の修という。宗教
というのも結局教育ですよ。いか
に欲望を生命として生かすかとい
う教育をする ――教育というとい
かにも教育者と被教育者と二つが
あって教えてやるというのがあれ

だけど、教育するといったって、
誰が教育できるか、本当は誰も教
育できゃあしないんだ。自己が自
己を教育するだけだもの。つまり
私が出逢っているところのもの、
それが物であったら物を教育する
んだ。仕事であったら仕事を教育
する。人であったら人を教育する。
自分であったら自分を教育する ――
そういう姿勢、生きる態度、これ
だけが大切なんじゃあないかと思
う。私の生きる姿勢態度、それが
宗教であると同時に教育でもある
んだし、教育であると同時に宗教
でもあると思う。
一度『まみず』にも書いたけれ
ど、
「坊やはよい子だねんねしな」
という話、分かったかな。分から
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ない人は分からないでいい。しか
し事実あの話は含蓄の深い話なん
だと思う。自分の煩悩がムクムク
と起こった場合、頭からガンと殴
りつけて煩悩が簡単に死ぬもんじ
ゃなし、さりとて煩悩の通り、坊
やの言う通り通したらこれもよく
ない。片っ方、ふだん我々はグズ
リたい気も持ってるでしよう。ム
クムクと起こってくる、そうする
とグズリたい気持のまんまでぐず
っていいものではない。さりとて、
このグズリたい気持ちをなくしろ
といっても殺せるものじゃなし。
もし殺したらオレの生命もなくな
る。坊やをお守りするという気分
ですね。坊やをお守りして健全に
成長させるというところ、この辺

が教育の狙いだと思うんだ。私は、
人に対してもその精神、自分に対
してもその精神、あらゆるところ
出逢うところわが生命だから。し
かし本当は、根本的に言って他人
はいないんだ。白己ぎりの自己だ
から。
今私は安泰寺にいて教育者とし
てやっているんだという話は、前
に湯島聖堂でもはなしたけど、澤
木老師が亡くなってから、根本的
に私の役割は教育者なんだとこう
考えて自覚してやってるんで、弟
子たちにも教育するつもりでいる。
ところが弟子たちも他人ではない
んだ。オレがオレを教育してるん
だし ――。それで弟子たちをオレ
が教育してやるといっても、誰が

教育してもらうかいと言いますよ。
本当は他人なんかは絶対に教育で
きるもんではない。ここであなた
がたにしゃべって教育してるつも
りかというと決してそうではない。
ただ私の網膜に映ったあなた方の
顔を見ながら私がしゃべってるだ
けであって、その姿があなた方自
身ではないんだから。つまり私か
ら見てるというのは網膜に映った
ものだけが私のものだ。この網膜
に映った私が「私」にしゃべって
る。本当はあなた方自身とは全然
違うんです。他人を教育すること
はできっこないんだ。ただ私が私
の網膜に映った私に対して私が納
得するために私が私を教育するた
めに一所懸命にしゃべってるだけ。
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その姿勢だけが大切なんだと思う。
早い話、どっちへどう向いても
自分が自分をお守りするんだ。自
おとな
分が自分をお守りすることが大人
ということです。自分が自分を本
当にお守りできるようになったら
大人なんですよ。大人にならせる
ために ――それが「最も洗練され
た人生態度」という意味での宗教
ね。そういう意味の人生態度を小
学校から教えるようになったら世
の中も進むんだと思います。宗教
教育を小学校からする時代が来た
らね。宗派教育ではないですよ。
そういう時代を来たらせたいと思
う。それが私の衆生無辺誓願度の
方向だ。
以上が私の和田先生の『欲望の

教育』というこの本のいわば原理
論、原理的な点について私の信ず
る仏教という観点から一応言い換
えてみたんだ。和田先生の言われ
ることは私の仏教と全然ちがって
る訳はない。たった一つのものだ。
ただちょっと言葉が違う。その言
葉をこっち側から言うとこうで、
という言葉の違いを話すことによ
って、もっと具体的になるんじゃ
ないかということで話してみたん
です。
それからいわば各論ですね。和
田先生の食欲、性欲、勝ちたい欲、
知識欲、真善美の欲、無欲欲とい
うような各論の話は和田先生が実
際に体験を通して言われてること
なんで、いかに欲望、煩悩を教育

するかという話なんで、これは具
体的に私などそうだなと学ばせて
いただいたことです。いいことだ
と言っていわゆる教育ママのよう
に本に書いてあることをそのまま
やったら死んでしまう。この本の
中に書いてあることをその通りや
ってもよくないんだ。大切なこと
は、これをも生かすということが
大切なんだ。煩悩も生かす。本に
書いてあることも生かす。本に書
いてあることを子供に当てはめる
場合も、生き生きとさせることが
狙いでやらなけりゃあならない。
根本精神はいかに生き生きとさせ
るかということ。それだけが狙い
でなければならないと思う。食欲
は食欲として生かす。性欲は性欲
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、か
、す
、という
として生かす。その生
のは「いのちのいのち」として生
かすという方向がなければならな
い。あらゆるものを生かすという
ことが「欲望の教育」ということ
のように思えるんです。

・以上は、昨年八月のまみず学苑
夏季合宿での内山興正先生の特
別講義（三時間余）を編集部の
責任でまとめたものです。
この後、質疑応答、それから、
坐禅のお話が続きましたが、今
回は、以上の特別講義に続いて、
質疑応答の中の一つの問題〈無
欲欲〉を次に掲載します。

付 無欲欲
質問 無欲欲というのは、内山先
生は、いのち的いのちの生命力
であると言われたように思いま
すが、
『欲望の教育』を読んだ感
じでは、無欲になりたい欲では
ないかと思うのです。本にも（六
二頁）
「一切の欲望の否定という
ことは、実は自己という個体の
否定であります ‥ ‥それは絶体
に不可能です」と書かれていま
す。そうすると、無欲欲はやは
り、心身的いのちの欲望の最高
点であって。決して心身という
ことから、まだぬけ出てないと
思うんですが ‥‥。

内山 そういうふうにも読めるし
‥ ‥、和田先生、そういう意味
で言っておられるんですか。
和田 そうです。
内山 この問題では、私自身、七
転八倒の苦しみをしたんだ。大
学のとき、
「欲望を断ずるのは欲
とは呼ばないんですか」と聞い
たら、大学の先生まいっちゃっ
た。ところが、自分が仏道修行
の中にとびこんでみると、これ
が問題で、いわゆる悟りを開き
、い
、という欲望から出発
たい、た
してたら、どこまでも悟りとは
関係がない ‥ ‥。求道者が本当
にクルクル舞いするのはここだ
と思う。
「オレが」仏法を求めて
いるという限りは、どこまでも
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向こうへ行く。
「仏法が」という
と、こっちへ働いてくるんです
‥‥。
私が、欲望と誓願を分けたの
は、欲望の続きから仏さんは出
て来ないということを言いたか
ったんです。欲望はどこまで追
いかけても、それはどこまでも
欲望なんで ‥ ‥。仏さんの世界
に入るということは、法が転じ
てこなけりゃあいけないという
ところがあるな。
そこで、無欲欲ですが、私の
受けとり方と和田先生の書かれ
ているのと話が少しくい違って
いるらしい。当人が言っている
んだから間違いない（笑）
。
和田先生は、無欲欲とは、無

欲になろうという欲だと言われ
る。それに対して、私が話した
のは、いわゆる無欲という欲を
言うのではない。それを生命力
として話したわけです。ケガを
すると治る。これはどうしよう
と思わなくても治ってくる生命
力なんであって、和田先生の無
欲欲というのは、そういう意味
の生命力を言っているんではな
いかと考えたのです。その辺が
くい違っている。それで、先生
の無欲欲の体験をまず聞かして
いただいて、その上で私も質問
する、その方がいいと思うんで
すが ‥‥。
和田 自分の本当の体験としては、
南無阿弥陀仏を一生懸命やって、

自分の念仏じゃあ救われない、
それじゃ他力回向の念仏という
阿弥陀様からもよおされて出て
くるものでなくてはならないと
いう。しかし、そうなりましょ
うと思って工夫すればする程、
そうならない。どこまで行って
も、十年間やっても及第しない
で、あげく落第してドカンと尻
もちついてみた処で、やっぱり
そうか、今まで思っていた自分
というもの ――欲望で代表され
る個人的自分というものが、こ
れはそんなものじゃあない、も
っともっと大きな力で生かされ
ているのが自分なんだなあと思
ったわけです。そんな体験から、
自分の欲望の不安定さ、苦しさ
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から逃がれるために、一生懸命
に無欲になろうとした、それを
無欲欲だとして書いたんです。
ところで、自分の欲望を検討
してみると、非常に複雑という
か、ただの立体なんてもんじゃ
あない、複雑なメカニズムがあ
る。仮に欲望の上下と言っても、
一体上下とは何か。下から上に
発展、向上する ――これは論理的
な発展であって、時間的なもの
ではない。無欲欲にしても、今
までの欲をみんな乗りこえたそ
の後で出てくるのか。実際はそ
うじゃあなくて、同時にある。
そんな訳で、これが最高で最後
の欲望だと言うと、欲望に最高
・最後という順序があると思わ

れてしまう。 ――欲望をずうっと
追って行った果てに、欲望がう
まく整理がついて無欲欲が出て
きたと思われるかも知れないが、
そうではないのです。
しかし、われわれが欲望に困
るというのは現実のことで、も
し、欲望を整頓できたら人間は
もっとすがすがしく生きられる
のではないか。そして教育の面
からは欲望の教育をどんな方向
に考えたらよいかということで
並べてみたのが、この『欲望の
教育』なんです。
そうすると、無欲欲の行きづ
まった挙句の果ての処、そこが
教育の目標になるべきだと思っ
たんです。

内山 今うかがっていて、和田先
生の無欲欲というのは、欲望を
離れることを欲求する欲という
こと。そして、一番最後に出て
くる欲と書いてあるから一番最
後かと思ったわけだけど、そう
ではなくて、時間的に一番最後
でもない、ただ論理的に最後の
もの ――われわれが、本当はこ
うしたいと思うとき、同時に、
やらない方がよいという気持が
ある、この欲求の中の矛盾が、
実際に何か道を求めさせる根本
じゃあないか、いわば無欲欲と
いうのは、最後に出てくるもの
と言うより、あらゆる欲に伴っ
て裏打ちされているようなもの
ではないですか。そして、その
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無欲欲を段々せり上げてきて、
全く無欲欲になったと言って、
全部の欲望を否定したら灰身滅
智だ。それに対して和田先生は、
段々せり上げていって、ギリギ
リまで行く、そこでこれ全体が
欲だということを発見する段階
――断崖のガケッ淵まで連れて
ゆこうという訳だ。
ところで、本気に飛びおりた
らどういうことになるか。飛び
おりてみたら、アミダ様に抱か
、れ
、があるんだという
れているあ
ことを発見する。先生のおっし
ゃることは、こういう意味じゃ
あないですか。
和田 そうなんです。
内山 普通、この欲望がオレだと

考えている。これが自分だと思
っている。ところが断崖から飛
びおりさせられたわけだ。これ
だけはオレだというところを飛
びおりたら、いのちというもの
がアミダさんに抱かれていると
いうところがある。自己という
のは本来アミダさんなんだとい
うことを発見した訳ね。私には
そう思えませんと言っても、思
えても思えなくても、事実抱か
れているというこの絶対的事実、
そこに澄み浄くなること、この
生命的生命に澄浄することを、
仏教では信心というのです。
‥‥（以下略）

（
『まみず』昭和四十六年
七・八月合併号より転載）
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内山興正先生プロフィール
・一九一二年（明治四十五年）
東京に生まれる
・一九三七年（昭和十二年）
早稲田大学西洋哲学科卒業
・二年間同大学院に在籍後、
宮崎公教神学校教師となる
・一九四一年（昭和十六年）
澤木興道老師について出家得度
以来坐禅修行一筋
・一九六五年（昭和四十年）
澤木老師遷化に伴い、安泰寺堂頭
となる
・一九七五年（昭和五十年）
安泰寺に於ける弟子の育成と坐禅
の普及を引退、大垣に転居
・一九七七年（昭和五十二年）
京都府宇治市木幡、能化院に転居
・一九九八年（平成十年）
示寂 満八十五歳

内山興正先生の主な著書
『正法眼蔵 ― 行仏威儀を味わう』
『進みと安らい』
『自己』
『人生科読本』
『御いのち抄』
（以上、柏樹社）
『ともに育つこころ』 （小学館）
『禅からのアドバイス』
『いのち楽しむ―内山興正老師遺稿集』
『坐禅の意味と実際
―生命の実物を生きる』
『自己―ある禅僧の心の遍歴』
『普勧坐禅儀を読む
―宗教としての道元禅』
『宿なし興道法句参
―澤木興道老師の言葉を味わう』
『正法眼蔵 ―八大人覚を味わう』
『正法眼蔵 ― 現成公案・摩詞般若
波羅蜜を味わう』
『正法眼蔵―生死を味わう』
（以上、大法輪閣）
など著作は数多く、英・独・仏・
伊語等にも訳されている。

後

記

まみず学苑合宿の実現に取り組み、
且つこれだけの記録を残してくださ
った、柏樹社の中山信作社長。
中山さんは、東京時代から小田原
時代へと続く和田重正先生の教え子
です。
中山さんは、和田先生の書かれた
ものを世に出したいと願って、出版
社「柏樹社」を興しました。
中山さんの 〝まみず 〟 にかける情
熱と、それへ向けての日々の取り組
みは並ではありませんでした。
「中山さんの成し遂げたことのお陰
で、今の自分がある」
そのように自分の人生を捉えてい
る人は少なくないでしょう。わたし
もそのひとりとして、感謝の思いが
尽きません。

（平澤）
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