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序

　武器や爆弾で愛する人を失った時、人は言葉を失い、悲しみや虚しさに打ちひしがれる。

悔しさと怒りで一杯になる。この怒りにどのように向き合えばよいのだろう。人はしばし

ば激しい怒りを報復という形で、敵に仕返しして対処する。敵を殺せば、怒りは消えるか

もしれない。しかし同じ人同士が殺し合った事実は、心に空しさを残すにちがいない。戦

争やテロのせいで、民間の子どもや家族が犠牲になる悲しみも、兵士が亡くなる悲しみも

大きく深い。

　本論文は、戦争やテロで愛する人を亡くした悲しみを理解し、どのようにして憎しみを

超えていけばよいのかについて二つの角度から考察する。一つは、宗教が、怨みに対して

どのような心の持ち方を教示してきたかを歴史的にふりかえる。そのためにまず、人間に

とっての宗教の意義と宗教のもつ四つの態度を整理する。次に、宗教を基盤とした愛と非

暴力の姿勢を考察する。不条理な現実に遭遇した時、怨み憎しみに対して釈尊や親鸞がど

のように向き合ってきたかについて解明したい。もう一つは、戦争やテロの悲しみの実相

を知るために、2015年11月13日夜、パリで起こったテロで妻を亡くした夫の悲しみと祈り、

1945年８月６日午前８時15分、広島に落とされた原子爆弾被爆者の悲しみと願いに学び、

怨みと悲しみを超えていく道を解明したい。

宗教の意義

　幾世紀にもわたって何億人もの人々が、それぞれの地域のさまざまな宗教から、計り知
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れない恩恵を蒙ってきた。数千年の長い歴史の中で受け継がれてきた聖典や先師の足跡は、

人々の心の支えとなっている。教会、神社、寺院、墓前で礼拝する時、人は亡き人や自己

を支える人々の愛情に気づき、自らの生きる意味を再発見することができる。

　宗教には創唱宗教や民間信仰が世界各地に多様に存在する。その定義は多面的であるが、

それぞれの定義が宗教の本質を言い表したものである。それについては宗教学者の島薗進

が、「宗教学の基礎用語は実はあまりはっきりしていない。……これは古今東西の「宗教」

関係の現象がまことに多様なので、その多様性をくみ取った上で堅固に使える用語がまだ

確立していないということだ。……宗教の構成要素に関わる用語についてみていくと、キ

リスト教や西洋文化から生み出されたために今もって偏りがあるものが少なくないことに

気づかざるをえない。……しかし、一般市民も世界の諸宗教についてようやく広い知識基

盤をもてる時代となった。21世紀に入った現在こそ、宗教の構成要素に関わる用語の吟味

が緊要であり、かつ実り多いものとなる気運が熟しているのではないだろうか1）」と論じ

ている通りである。そこで、レリジョンと宗教の原意をたずね、そこに共通する宗教の意

義を吟味しておきたい。レリジョン（religion）の原語は、キケロ（Cicero, M. T. 紀元前

１世紀ローマの哲学者）によれば、「再び拾う。再読する。反復吟味する。整理する」「厳

粛に執行される勤行・儀礼」を意味する。このキケロ説を尊重すれば、宗教（re-legere）

とは、世俗を超えた聖なるものの前にぬかずき、聖典を再読して、自己をふりかえり整理

するものであるといえる。また、ラクタンティウス（Lactantius, C. F. ３から４世紀のキ

リスト教護教論者）によれば、宗教（re-ligare）とは、神と人とが敬虔な信仰（piety）に

よって再結合することを原意とする2）。これは、アダムとイヴが創造主なる神の言葉に背

いてエデンの園を追放されたが、神の子であるイエス・キリストが救世主として人間の原

罪を贖い、十字架にかけられて死ぬことによって、すべての人々に愛を示して復活すると

いう神聖な物語に基づいている。「わたしたちがまだ罪人であった時、キリストが私たち

のために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛（アガペー）を示された」

（『新約聖書』ロマ５章８節）と説かれている通りである。このラクタンティウス説を尊重

すれば、宗教とは、神の愛によって人間の罪が赦されて、再び神と人間とが再結合するこ

とであり、さらには、反目しあって孤立した人間が大いなるものの愛にいだかれて、許し

あい和解して再び結びつくことを示唆している。こうしたレリジョンが「宗教」に日本語

訳されたのは、1869（明治２）年正月の対ドイツ北部連邦との日独修好通商条約第４条

に用いられて以降である3）。漢字における宗教の「宗」とは、「宀は建物をさす、示のも

とは「丁」で、丁とは机を指す。その上に捧げられた犠牲から血が流れしたたる様を著わ

して「示」の字ができた。したがって示とは、神へ何ものかを献げるという意味であり、

転じて神そのものをさす。そこで「宗」のもともとの意味は、神をまつってある建物とい

うことになる。ところで中国では「神」とは祖先の霊のことであったから、「宗」とは祖

霊をまつった霊廟の意である。ここから分かれて、尊いとか、主たるむねとかの意味が出
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てきた」と説明されている4）。さかのぼってみると、仏教において「宗」（siddhānta）とは、

siddha（成就され完成されたもの）と anta（終わり・極致）とが合わさり、言葉を超えた

究極的な真理を意味し、「教」（desanā）とは、その究極的真理を指示する言葉、人に伝え

るための教えを意味する5）。仏教における「宗教」とは、生老病死のさまざまな苦悩を除

く教法であり、我執による迷いを転じて、あらゆるものが相互に支えあっている縁起に気

づき、涅槃を開くための教説である。その涅槃（nirvāna）とは、煩悩の炎が吹き消され

た状態をさす。下田正弘によれば6）、涅槃とは、「生存に本来する苦の消滅」を意味し、

仏典中においては「平和」、「不死」、「無畏」、「無憂」など、あらゆる否定的な観念から解

放された言葉で形容されている。「生きとし生けるものは幸福であれ、安穏であれ」（『ス

ッタニパータ』145偈7））と釈尊が示したように、仏教における「宗教」は、すべてが因

と縁によって相互に依存しあい関係しあっているからこそ、命あるものすべてに慈しみを

もって生きることを教えるものである。こうした宗教についての多様な原意を踏まえつつ、

宗教学者の岸本英夫は宗教の特質と意義を次のように明示している。

「宗教とは、人間生活の究極的な意味を明らかにし、人間の問題の究極的な解決にか

かわりをもつと、人々によって信じられているいとなみを中心とした文化現象である。

宗教には、そのいとなみとの関連において、神観念や神聖性を伴う場合が多い。8）」

「宗教に較べると、他の文化体系の方法は、どれも、その解決が、相対的である。限

界的な制約をもっている。たとえば、巨万の富を蓄積することも、人間の理想とする

ことができる。しかし、富は、人間のすべての問題を解決することはできない。人間

が死の前に立った時には、巨万の富も、無意味になってしまう。……しかるに、人間

は、つねにあらゆる場合に適用できるような、またいつでもたよりになるような、解

決の方法を求めてやまない。……宗教とは、そのような特徴を備えた文化体系である。

宗教は、人間の問題という与えられた課題を「究極的」に解決しようとする。9）」

　ここに明らかなように、宗教の意義とは、愛する人と別離する悲しみ、後悔や罪責感、

憎む者と会う苦しみ、死の前において自己を喪失していく苦しみの中で、死を超えた究極

的な依りどころである神や仏に礼拝し、聖職者を媒介として、その教説を聞き信じること

を通して、自己の支えとなるものとのつながりを再確認し、慚愧と感謝の中で、自らの生

きる意味が見出されていくことである。宗教は、私が何者であり、何のために生きるのか

を指し示す羅針盤である。このように宗教は本来、愛と慈しみを育み、心の平安と世界の

安穏を願うものである。しかし、いつの時代にも自らの善をふりかざし、原理主義を掲げ

る宗教が立ち現れ、争いをくりかえしてきた。宗教が政治や経済などの世俗権力の場面に

利用されると、宗教はカリスマ性のある人格によって人々を洗脳するものに変質してしま

う。戦争の背景には、貧困や経済格差、抑圧や圧政などの複合的要因がある。異なる宗教

に属することが、不和や戦争の原因になることは悲しい現実である。そこで、宗教本来の

意義である心の平安と世界平和を構築できるように、先人の見いだした非暴力と慈悲の姿
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勢について学びたい。

宗教のもつ４つの態度

　それでは、宗教が他の宗教に対してとる態度を、４つに分類しながら、真実の宗教の姿

について考えたい。

　第１に、「排他（religious exclusivism）」という態度である。自らの宗教のみが救済さ

れる唯一絶対の真理であり、他の宗教では救われないという態度である。異教徒と対立す

れば、相手を排除、攻撃したり、改宗させたりすることもある。

　第２に、「包括（religious inclusivism）」という態度である。自らの宗教の優越性を守り

ながら、相手の説く教説は自らの宗教にもあるとして、相手の宗教を自己の宗教に包括し

ていく態度である。たとえば、異宗教に所属する人々もキリストの救済にあずかることが

できると考える態度はその一つである。

　第３に、「多元（宗教多元主義　religious pluralistic theology）」という態度である。世

界には宗教の真理が多数にあることを認め、異なる宗教が共存していこうとする態度であ

る。1980年代からインターネットが普及して情報化社会となり、政治、経済、文化、宗

教が伝統を守りながら国際交流を進めるにつれて、世界がグローバルに認識され、宗教多

元主義が主張されるようになった。宗教多元主義を代表する宗教哲学者のジョン・ヒック

（John Hick）は、1980年に『神は多くの名前を持つ』を著した。ジョン・ヒックはケンブ

リッジ大学で Ph.D. を取得し、長老派教会の牧師となった後、アメリカにわたって宗教

哲学者となった。ジョン・ヒックは宗教多元主義について、こう論じている。

「宗教の宇宙というのはキリスト教中心でも、これに代わるどの宗教を中心にしたも

のでもない。それはただ「神」を、あるいは「神的実在」を中心にまわっている。

「神」が、あるいは「神的実在」が、いわば太陽であって、すべての宗教はそれぞれ

のしかたでそれを反射しているにすぎない」10）。

「多元主義とは、〈自我中心から実在中心への人間存在の変革〉がすべての偉大な宗

教的伝統のコンテクスト内において、さまざまに異なる仕方で生じつつあるものと認

める見解のことなのである。救いの道、解放の道がただ一つしかないというのではな

く、その道が多数あるという意味での、多元性をいうのである。」11）

　このようにジョン・ヒックの宗教多元主義とは、諸宗教における究極的な実在は同一で

あり、諸宗教はその唯一の究極的な神的実在を異なる形で表現しているというものである。

宗教の宇宙はキリスト教中心でも、他のどの宗教中心でもなく、究極的な神的実在を中心

とする宇宙であるという見方である。絶対神などの神的実在を中心とする信仰体系におい

ても、異なる神々に対して寛容な態度を示す可能性をこの宗教多元主義は有している。し

かし、この宗教多元主義は、排他主義の神学者から神による唯一無二の救済をないがしろ
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にするものとして批判されている。それでもジョン・ヒックやポール・ニッターを初めと

する宗教多元主義の神学者たちは、すべての宗教が宗教間にある敵意を癒し、壁を作らず

に対話し、戦争、暴力、貧困などの世界の諸問題を解決するために協力しあおうと呼びか

けている12）。さらに、アメリカの神学者ジョン・カブ（John B, Cabb, Jr,）は、ジョン・

ヒックの立場が、神的実在を立てる宗教観に基づいて宗教多元主義であるから、そうした

神的実在を前提にせずに、諸宗教独自の究極的価値を認め、対話を通して他の宗教に学び、

自己変革を志していこうと呼びかけている13）。

　第４には、「慈しみと共生（compassion and harmonious co-existence）」という態度であ

る。およそ宗教はすべて、他者に対する愛と慈しみ、誠実さと謙虚さを教えている。例え

ば、キリスト教においては、「自分自身を愛するように隣人を愛しなさい」（『旧約聖書』

レビ記19章18節、『新約聖書』マタイ22章39節）、「汝の敵を愛し、自らを迫害する者のた

めに祈りなさい」（「山上の垂訓」マタイ５章44節）、「敵を愛し、あなたがたを憎む者に親

切にしなさい」（ルカ６章27）、「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せ

ず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない」（「コ

リントの信徒への手紙」13章４・５節）と説かれている。仏教においても、「全世界に対

して無量の慈しみの意を起こすべし。上に、下に、また横に、障害なく怨みなく敵意なき

慈しみを行うべし（『スッタニパータ』150偈）と説かれている。こうした愛と慈しみが宗

教間で協力して平和を願い共生する道を開いてくれる。

　愛と慈しみに基づく共生とは、どこまでも自らの宗教に人生の依りどころをおきつつ、

諸宗教にも文化・歴史的基盤があることを理解し、異なる宗教が対話して宗教者間協力

（interfaith partnership）を行う態度である。近年では、2011年の東日本大震災に直面した

際、世界中から宗教宗派を超えて宗教者が集まり、宗教者間で協力して被災者の支援活動

を行ってきた。

　共生とは、世界を一つのグローブ、球体として受けとめ、同じ地球に存在している宗教

として相互に認め合い、傷つけあうことを避ける。それとともに、その地域にしかないロ

ーカリティ、郷土の伝統文化、方言、宗教儀礼を尊重して、多様な宗教の存在を見守ると

いう態度であるといってよいであろう。例えていえば、世界中で愛されるハンバーガーを

世界各地で食べて、世界共通の食文化が生まれているとともに、世界中の人々が一つの価

値観だけで生きるのではなく、その地域にしかない食べ物や代々家族に伝えられてきた料

理法を守り、多様な食文化を大切に守る態度に似ている。その意味では、共生とは、神的

実在を中心とする宇宙観に加えて、それぞれの地域のさまざまな宗教が世界の中心となり、

相互に伝統文化の特色を認めあって、自他の幸福を願う態度である。自らの帰依処は唯一

つでありながら、自己とは異なる信仰をもつ人にも平等に存立基盤があることを認めてい

くものである。世間で脚光をあびている真理のどれが正しくて、どれが正しくないかとい

うような比較や詮索に終始する必要はない。また、どの宗教も真実であるというような安
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易な見方は、唯一真実の道とただ信じて歩いている人にとって不信や混乱を招くことにな

る。自らの唯一の依りどころが確かになってこそ、他者への寛容さも生まれてくる。重要

なことは、それぞれの宗教的真理を尊重して愛と慈しみを発揮することである。

　しかし、この調和的共生はどこまでも夢であって、現実には共生できていない。世界に

は虚偽が多い。本質的に人間は煩悩を離れられず、自己を優先し、他者を軽視して傷つけ

あう。ただし、対立や葛藤も理解しあえるチャンスである。言葉を換えれば、自己保身的

にしか生きられない人間の愚かさを素直に認め、共に平安に生きる道が何かを考えつづけ

ること、世の平安のために協力するところに調和的共生が生まれるのではないだろうか。

　こうした共生の根拠となるものに縁起の視座がある。縁起とは、「因縁生起」とも表現

され、「他との関係が縁となって生起すること」を原意とする14）。縁起の原語である複合

語“pratītya-samutpāda”（プラティーティヤ・サムウトパーダ）は、二つの言葉から成っ

ている。プラティーティャとは、「～に依存する」ことを語義とし、サムウトパーダは、「共

に生じる、つながりの中で生起する」ことを語義とする15）。すべての現象は、多くの原因

（因）と条件（縁）が相互に依存し、関係しあって成立している。それだけで独立して存

在するものはない。

　自己とは何かを思索するとき、自己がもう一人の自己を観察するという主客対立的な見

方になってしまいがちである。釈尊は、その主客が一致したところで、自己のありのまま

の相を感じ取った16）。自己の実相を明らかにしようとつきつめていくと、自己の実相は、

すべての人間や万物に共通する真実であった。すなわち、いかなる存在も相互に依存し、

相互に関わり合いながら存在している。自分と同じ存在が宇宙にいないように、一つの存

在は他と区別される点で、特別である。しかし同時に、個人は周囲とつながっていて、周

囲のさまざまな力に支えられて個人が生存している。その意味で、一つの存在は普遍的な

つながりをもっているといえる。

　この縁起思想は二つの視座を与えてくれる。一つは、縁起思想は、争いや迫害の原因が、

相手に対する無知、自己の利己心にあることを教える。人間の闇を知り、自他ともに不幸

にする暴力をなくし、自他ともに平穏に生きる道を築いていくことを、縁起思想は教えて

いる。もう一つは、縁起思想は、時間と空間を超えて、あらゆるものが相互に支えあって

いることを自覚し、感謝して世界の安穏のために尽くすことを教えている。縁起の視座は、

世界の平安を自己の平安として感得するような慈しみを育んでいく。

宗教における愛と慈しみによる非暴力の姿勢

　マハトマ・ガンジー（1869-1948）は、非暴力（アヒンサー ahiṃsā）の父と呼ばれ、イ

ンドの独立運動を導いた。ガンジーの非暴力主義は、ジャイナ教、トルストイの非暴力無

抵抗主義にみられるキリスト教の影響を受けつつ、ヒンドゥー教『バガヴァッド・ギータ
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ー』の伝統に根ざしていた17）。「あなたがたがアヒンサー（非暴力）の剣で武装するとき、

地上のどんな権力もあなたがたを征服することはできない。アヒンサーは、勝利者をも敗

北者をも高める19）」「原子爆弾がもたらした最大の悲劇から正しくひきだされた教訓は、

ちょうど暴力が対抗的な暴力によって一掃されないように、原子爆弾も原子爆弾の対抗を

もってしては滅ぼすことはできないということである。人類は非暴力によってのみ暴力か

ら脱しなければならないのである。憎悪は愛によってのみ克服される。憎悪に対するに憎

しみをもってすることは、ただ憎悪を深め、その範囲を広げるだけである」20）と宣言した。

非暴力は不殺生を意味するだけでなく、憎悪や悪意によって生き物を苦しめることを否定

した。個人や国家が他者を抑圧し搾取することも否定する。彼の非暴力と不服従を示す姿

勢が断食であり、それは自己を浄化し、相手の心に静かに問いかけるものであった。ガン

ジーの非暴力の実践は、ヒンドゥー教とイスラームの融和もめざしていた18）。

　パプテスト教会のマーティン・ルーサー・キング（1928-1969）は、このガンジーの影

響を受けて、愛と非暴力を掲げ、黒人差別撤廃、アフリカ系アメリカ人公民権運動を指導

した。キング牧師は『新約聖書』「山上の垂訓」や神の愛アガペーを実践の根拠にした。

キング牧師は「もし憎しみに対して同じ憎しみをもって応えるならば、僕たちは破壊され

た共同体の割れ目を一段と深めるにちがいない。僕たちは、憎しみに対して愛をもって応

えるのでなければ、破壊された共同体の割れ目を閉ざすことはできない。もし僕たちが憎

しみをもって憎しみに応えるのであれば、僕たちの人格は失われてしまう」（『自由への大

いなる歩み』21））と語った。自分自身にも悪が内在し、敵にも善が内在することを説いて、

敵を愛し、許すの心を育んだのである22）。イスラームでは、アブドゥール・ガファー・カ

ーン（Abudul Ghaffa Khan）が、マハトマ・ガンジーに出会ってから、1929年、イギリス

の隷属状態から解放を求め、非暴力運動を始めた。彼の非暴力運動は、イスラームの許し、

寛容さ、忍耐の美徳が支えとなっている23）。

　日本では、1970年に発足された世界宗教者平和会議が、宗教間協力に基づいて、さま

ざまな平和活動を支援している。カソリックでは、1986年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ

２世が「世界平和の祈りの集会」を世界の宗教者に呼びかけてイタリアのアッシジで開催

した。「死を待つ人の家」「孤児の家」を作ったマザー・テレサやチベット仏教のダライ・

ラマ14世が出席し、以来継続されている。1989年、ダライ・ラマ14世はノーベル平和賞

の授賞スピーチにおいて、こう語った。「暴力はなお一層の暴力と苦痛を生みだすだけで

すから、私たちの闘争は非暴力に徹し、憎悪から離れたものでなければなりません。……

私たちは、人間どうしの、さらに私たちが共存しているこの惑星に対する普遍的な責任感

を養う必要があります。敵視する人々に対してさえも愛と慈悲の気持ちを生じるようにす

るために私たちの仏教が助けになることは明らかです」24）。このように非暴力による平和

運動は、ひとえに宗教が一貫して示してきた愛と慈しみの積極的な力から生みだされてき

たものである。
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仏教における慈悲と非暴力の姿勢

　釈尊は非暴力と慈悲の姿勢を説きつづけた。釈尊自身の晩年77歳の頃に故郷の釈迦国と

コーサラ国との間で武力衝突があった25）。釈迦国は滅ぼされ、コーサラ国の支配下になっ

たと伝えられている。そうした戦乱の中で、釈尊は変わらずにこう説きつづけた。

「すべてのものは暴力に怯える。すべての生きものにとって生命は愛しい。己が身に

ひきくらべて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。生きとし生けるものは幸せを

もとめている。もしも暴力によって生きものを害するならば、その人は自分の幸せを

もとめていても、死後には幸せが得られない。」（『ダンマパダ』130・131偈26））

「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みをもってしたならば、ついに怨みの息

むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永遠の真理である。」（『ダンマパダ』

５偈27））

「あたかも、母が己が独り子を命を賭けても護るように、そのように一切の生きとし

生けるものどもに対しても、無量の慈しみのこころを起こすべし。」（『スッタニパータ』

149・150偈28））

ここに怨み返さずに、非暴力と慈悲の姿勢を保ちつづけることによって、心の平和がもた

らされることを教えている。

セイロンのジャヤワルダナ代表の言葉―サンフランシスコ講和会議

　しかも、これらの釈尊の言葉は、過去の物語ではない。第二次世界大戦後、日本の戦争

責任を問うため、サンフランシスコ講和会議が1951年９月に開かれた。その際、世界各

国代表が対日賠償権請求について議論を交わした。その中で、セイロン代表のジュニウス・

リチャード・ジャヤワルダナ（J. R. Jayewardene）蔵相が、こう演説した。

「憎悪は憎悪によってぬぐい去ることはできない、ただ慈愛によってのみ消え去

る29）。“Hatred ceases not by hatred, but by love.”」

この時、ジャヤワルダナ代表は、『ダンマパダ』にある釈尊の言葉を引用して、対日賠償

権請求を全て放棄すると宣言した。ジャヤワルダナ蔵相は、後に初代スリランカ大統領に

なられた人物である。このジャヤワルダナ代表の発言に各国の代表が共鳴して、対日賠償

権請求をあえて求めずに、日本を国際社会の一員として復帰できるようにした。終戦後、

日本の経済発展があったのは、こうしたアジアの国々の憎しみを超えた深い温情があった

からである。
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慈悲の姿勢

　非暴力と平和を願う姿勢をうみだす源泉は、仏教において「慈悲」の心である。古来よ

り、慈悲の語を「慈」と「悲」にわけて、それぞれの語義を説明してきた。

　慈を表すメッタ（metta パーリー語）、マイトリー（maitrī, maitra サンスクリット語）は、

「友」「親しきもの」を原意とし、いかなる障害をも越えてつながる友情を意味する。怒り

や敵意をもたずに愛することである。「磁石」の漢字の成り立ちについて興味深い説がある。

磁石のＮ極とＳ極は相互に引き寄せあう性質がある。古く中国では、Ｎ極とＳ極の石が、

二つの石の間に障害物があっても引き合おうとするところからその石を慈しみの石とみな

し、磁石と名づけたとされている。このように慈しみというのは、障害を越えて結びつく

友愛を示している。

　悲を表すカルナー（karun.ā）は、「あわれみ」「優しさ」「うめき」を原意とし30）、相手

の悲しみを自己の悲しみのように感じるあわれみを意味する。

「大慈とは一切の衆生に楽を与え、大悲とは一切の衆生のために苦を抜く」（『大智度

論』二七、大正蔵25巻256頁 C）

　このように『大智度論』などでは、慈悲は「抜苦与楽」と説明され、苦しみを抜いて安

らぎを与えることであると教えている。その慈悲の中でも、最も深い愛情を「大悲」とい

う。大悲とは、親が子を愛するように、一切の衆生をわが子のように護り、自分のことの

ように慈しむ心である。

　「仏心とは大慈悲これなり。無縁の慈をもってもろもろの衆生を摂す」（『観無量寿

経』真身観、大正蔵12巻343C）

「無縁の慈」とは、私が、誰に、どれだけのことをという三つの条件を全く意識しないで、

他者を幸せにする無条件の大きな愛である。縁のないものをも慈しむ心によって、生きと

し生けるものを救うのが仏の大慈悲であるというのである。日本中世の親鸞はこの仏の大

悲の力について、こう記している。

「願力無窮にましませば　罪業深重もおもからず」（『正像末和讃』三七31））

仏の本願力は無限であり、罪深い人間を仏は必ず救う。ここに大悲のぬくもりの中で、罪

の重さを慚愧して生きる道が開かれてくることを示している。

親鸞にみる非暴力と慈悲の姿勢

　親鸞にも、迫害を受けた時の言葉が遺されている。

（1）弾圧者を迷えるものとして厳しく批判する

　一つは、親鸞には、弾圧者を迷える者として厳しく批判した。

「釈迦如来のみことには念仏するひとをそしるものをば「名無眼人」と説き、「名無
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耳人」と仰せおかれたることに候ふ。善導和尚は、「五濁増時多疑謗　道俗相嫌不用

聞　見有修行起瞋毒方便破壊競生怨」（法事讃・下）とたしかに釈しおかせたまひた

り。」（『御消息集』九32））

このように宗教弾圧を行う守護・地頭・名主の権力者は、真実に耳を傾けない迷えるもの

であると批判した。

（2）弾圧者を敵対視せず、哀れみをもって助ようとする

　しかし、親鸞は、弾圧者を慈しむ心をもてと教えた。

「念仏せんひとびとは、かのさまたげをなさんひとをばあはれみをなし、不便におも

うて、念仏をもねんごろに申して、さまたげなさんを、たすけさせたまふべしとこそ、

ふるきひと（善導）は申され候ひしか。よくよく御たづねあるべきことなり。」（『御

消息集』九33））

「諸仏の御をしへをそしることなし、余の善根を行ずる人をそしることなし。この念

仏する人をにくみそしる人をも、にくみそしることあるべからず。あはれみをなし、

かなしむこころをもつべし」とこそ、聖人（源空）は仰せごとありしか。」（『末灯鈔』

第二通34））

第一の手紙には、「念仏者は、自分たちを妨害するような人にも慈悲の心をもち、迫害者

をあわれみ、念仏を心込めて称え、妨害する人を助けてあげてくださいとさえ、古人（善

導大師）はいわれた」と記されている。第二の手紙には、「諸仏のみ教えを謗る必要はない。

異なる宗教者の善根を行う人を謗る必要もない。またこの念仏する人を憎み謗る人に対し

ても、憎み謗ってはならない。あわれみ、愛おしむ心を持つべきであると法然は仰せにな

った」と示されている。ここに親鸞が、迫害者を敵対視せず、迫害者に慈悲の心をもてと

教えたことがわかる。さらに、親鸞は、罪なき念仏者を殺した迫害者が後に流罪に処せら

れた事実をふまえ、こう手紙にしたためている。

「念仏をとどめられ候ひしが、世に曲事のおこり候ひしかば、それにつけても念仏を

ふかくたのみて、世のいのりに、こころにいれて、申しあはせたまふべしとぞおぼえ

候ふ。」（『御消息集』七35））

「念仏をとどめられ候ひし」とは、承元元年（1207）の専修念仏停止を指している。念

仏者の迫害に関わった後鳥羽、土御門の二上皇について、親鸞は『教行証文類』化身土巻

に、「主上・臣下、法に背き義に違し、忿りを成し怨みを結ぶ。これによりて真宗興隆の

大祖源空法師ならびに門徒数輩、罪科を考えず、猥りがわしく死罪に坐す」36）と記し、そ

の上皇と臣下が、真義に反し怨恨によって念仏者を殺害したと明記している。また、「曲

事」とは、承久の乱（1221）による三上皇の配流をさす。ここよりこの手紙の内容は次

の通りである。「承元元年（1207）に、後鳥羽上皇や土御門上皇らが専修念仏を停止し、

罪なき念仏者を死罪に処したが、それから十四年後の承久の乱（1221）では、鎌倉幕府が、

討幕しようとした後鳥羽上皇を隠岐に、順徳上皇を佐渡に、土御門上皇を土佐に配流する
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こととなったのであるから、こうした現実を知って、念仏を深く信じて、世の平安を心か

ら祈り、念仏を申してください」と親鸞は伝えた。そして同じ手紙に「世のなか安穏なれ、

仏法ひろまれ」（『御消息集』七37））と願っている。したがって親鸞は、教法に照らされて、

汚れた世間虚仮の現実を見据え、世俗権力に媚びてはならないことを教えた。しかも、不

条理なこの世界であるからこそ、「世のいのり」「世のなか安穏なれ」を心に保ち、迫害者

を怨み返さずに、世の中の平安を願いつづけることを伝えたといえるだろう。親鸞は、「願

力を仰ぎまゐらせば、自然のことわりにて、柔和忍辱のこころも出でくべし」（『歎異抄』

第16章38））とも語った。仏の本願力を信じ仰ぐならば、寛容さと忍耐がきっと生まれてく

ると親鸞は明かしている。

怨親平等の姿勢

　このような非暴力の姿勢の根拠に「怨
おん

親
しん

平
びょう

等
どう

」という教理がある。「怨」というのは怨

みに思うような敵をさし、「親」というのは親しい家族のような味方をさす。相対する敵

も味方も長い歳月をかけてみれば、親兄弟のような存在であると教えている。敵さえも、

自己の固定観念を離れてみるならば同じ平等な人間であるという意味である。

「いわゆる大慈大悲心とは、衆生において父母・児子・己が身なるが如きの想をなす

なり。何を以ての故に。父母・児子・己が身には自然に愛を生ず。推して愛するには

非ず。菩薩は善く大悲心を修するが故に、一切衆生乃至怨讎あるものをも同じ意にて

愛念す。これは大悲の果報なり。利益するための具をすべて惜しむところなし。内外

の所有を尽く衆生に与う」（『大智度論』五三巻、大正蔵25巻438b）

大慈大悲はすべての衆生を自らの家族や自分自身のように愛する心である。この大いなる

慈悲によって、怨讐をいだく者を同じ人間として愛しむように教えている。

　親鸞は、『教行証文類』「化身土巻」に、

「怨親しばしば知識たり。知識しばしば怨親たりと。……含気を己親に等しとす」39）

と記している。知識は先生を意味する。恨みをもつ敵も親しい味方もしばしば自分にとっ

ての先生であるというのである。また、「含気を己親に等しとす」とは、「含気」、すなわち、

生きとし生けるものを自分の肉親のように平等に愛することを意味している。このように

怨親平等の姿勢とは、愛と憎しみを超えて、愛する者も憎き者も、全く同じ命の重さをも

ったかけがえのない人間であることを見抜いていく姿勢である。実際、日本では、敵味方

の戦没者と死んでしまった動物を追悼して埋葬し、「怨親平等」と墓石に刻まれていると

ころが数多く残されている40）。
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パリのテロ攻撃で妻を亡くしたフランス人レリスの手紙

　それでは最後に、テロと原爆で愛する者を亡くした人々の手記を紹介したい。なぜなら、

フランス人アントワーヌ・レリスの手紙やヒロシマ被爆者の手記には、怨みを超える道が

示されているからである。

　2015年11月13日夜、パリの国立競技場や劇場、飲食店などでテロリストによる爆破、

銃撃があり、死者130名、負傷者300名以上にのぼった。劇場に入ったテロリストは「神

は偉大なり（アッラー・アクバル）」「シリアへの介入は許さない」と叫んでいた41）。世界

中に悲しみ、怒り、恐怖が広がった。パリ在住のフランス人映画ジャーナリスト、アント

ワーヌ・レリス（Antoine Leiris　34）は、13日夜にコンサートホール「ルバタクラン」

で起きたテロで妻エレーヌ（Helene　35）を失った。そのレリスの書いた手紙が世界中

で共感を呼んでいる。

「金曜の夜、君たちは素晴らしい人の命を奪った。私の最愛の人であり、息子の母親

だった。でも君たちを憎むつもりはない。君たちが誰かも知らないし、知りたくもな

い。君たちは死んだ魂だ。君たちは、神の名において無差別な殺戮をした。もし神が

自らの姿に似せて我々人間をつくったのだとしたら、妻の体に撃ち込まれた銃弾の一

つ一つは神の心の傷となっているだろう。

　だから、決して君たちに憎しみという贈り物はあげない。君たちの望み通りに怒り

で応じることは、君たちと同じ無知に屈することになる。君たちは、私が恐れ、隣人

を疑いの目で見つめ、安全のために自由を犠牲にすることを望んだ。だが君たちの負

けだ。私というプレーヤーはまだここにいる。

　今朝、ついに妻と再会した。何日も待ち続けた末に。彼女は金曜の夜に出かけた時

のまま、そして私が恋に落ちた12年以上前と同じように美しかった。もちろん悲しみ

に打ちのめされている。君たちの小さな勝利を認めよう。でもそれはごくわずかな時

間だけだ。妻はいつも私たちとともにあり、再び巡り合うだろう。君たちが決してた

どり着けない自由な魂たちの天国で。

　私と息子は二人になった。でも世界中の軍隊よりも強い。そして君たちのために割

く時間はこれ以上ない。昼寝から目覚めたメルビルのところに行かなければいけない。

彼は生後17カ月で、いつものようにおやつを食べ、私たちはいつものように遊ぶ。そ

して幼い彼の人生が幸せで自由であり続けることが君たちを辱めるだろう。彼の憎し

みを勝ち取ることもないのだから。」42）

　私はこの手紙を読んで、深く心を動かされた。愛する人を殺されてどれほどつらいこと

だろう。その深い悲しみの中で、レリスは私たち人類が往くべき道を教えてくれている。

「君たちに憎しみという贈り物はあげない。君たちの望み通りに怒りで応じることは、君

たちと同じ無知に屈することになる」と彼は示している。愛する人を殺された自分が憎し
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みを増幅して相手と殺しあいをつづけることは、邪悪な相手の望み通りとなってしまう。

憎しみの心で相手に応酬すれば、自分自身の心も憎しみに覆われて自己を見失ってしまう。

「妻はいつも私たちとともにあり、再び巡り合うだろう」と彼は感じている。彼の心の中

に亡き妻が美しい姿で生きている。本当の幸せが何かを彼は示してくれている。レリスを

心から応援したい。

ヒロシマ原爆被爆者の証言

　ヒロシマ原爆被爆者の証言は、深い悲しみからうまれた真実の言葉である。ここで高
たか

蔵
くら

信
あき

子
こ

のヒロシマ原爆被爆者の証言を紹介したい。2005年８月５日、TBS 放送において特

別番組『ヒロシマ　あのとき原爆投下は止められた』が筑紫哲也と綾瀬はるかの総合司会

によって放送された。ヒロシマ・ナガサキの原爆の現実をあらためて知る機会となり、未

来に受け継ぐべきものが何であるかを考えさせてくれた。

　熱線とそのあとの火災で広島市中心部は焼き尽くされ、人々は水を求め、そして息

絶えた。銀行で机を拭いていた高蔵信子。

【高蔵信子】「白いちょうどマグネシウムのようなああいう光が窓からさっと入った

んですよ。しばらく意識がなくて……。」

　爆心地からわずか260メートルという至近距離で高蔵さんは意識を取り戻す。コン

クリートの壁が直接の放射線を遮ったためか、奇跡的に一命をとりとめた。銀行に爆

弾が直撃した、そう思ったという。同僚を抱えて瓦礫の中を抜け出した。が、大通り

へ出て愕然とする。外にいた人は誰一人として生き残っていなかった。

【高蔵信子】「息をするたびに胸の中に煙が入るわけですよね。だから、呼吸するの

でも酸素が少なくなるでしょう、町中が燃えているから。深い息はできない、ハッハ

ッハという状況でした。ちょっと横を見ると紙屋町の電車の停留所の方から歩いて出

勤なさる方が、丸裸で焼けて即死をなさった方がずうっと折り重なって、ずっと向こ

うまで。本当死の町という言葉そのままですよ。」

　爆心地から500メートル以内にいた人がほぼ全員が亡くなったと言われている。

　高蔵さんが最も忘れられない光景がある。それは両手を挙げたまま亡くなっていた

ある男性の姿である。

【高蔵信子】「なんかボロボロという音がして、なんだろう、死の町になっているこ

こでこんな音がするのはなんだろうと立ち止まってみると、指が燃えて、この長さが

３分の１くらいに短くなって、青い炎を出して５本の指が燃えているのです。そして、

グレーの液体がシュッと流れて、ぽとんと落ちる。朝お家を出掛けられる時には坊や

に手を降って「行ってくるよ」とおっしゃったかも分からないなという気持ちで。」43）

　以上が高蔵信子の証言である。この証言に心動かされ、それ以来、高蔵信子を初めとす
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る被爆者との交流を重ね、2010年秋に「ヒロシマの原爆に学ぶ―被爆者の死生観と願い」

展を龍谷大学で開催した44）。高蔵信子は、私の大学時代の親友の母親でもあった。被爆者

は、多くの人々に戦争体験を伝えたいという気持ちがあるとともに、その被爆体験を話す

ことは時を経てもつらいという。悲しみはたやすく乗り越えられるものではない。現在で

もその時の情景が鮮明によみがえる。それでも被爆者として証言することが、生き残って

いる自分の役割であると教えてくれた。

　高蔵信子からは、被爆者の証言をまとめた本と絵と手紙をいただいた。その彼女の詩を

紹介したい。

「原爆を知らない幼い人たちに」

　　高蔵信子　（当時19歳、爆心地から約260メートルにおいて被爆）

その時　昭和20年８月６日午前８時15分

とてもよく晴れた朝でした

赤ちゃんのミルクをつくっていたお母さん

植木に水をやっていたおじいさん

仏様にお花を献げていたおばあさん

ごはんを食べていた坊や

会社に出てこれから仕事をしようと

していたお父さん

そして仕事にゆくために道を歩いていた

たくさんの人

みんな死んだのです

原爆を落とされることなど何も知らないで

何時ものように用事をしていたのに

突然「ピカッ」と光って

「アッ」と気がつくまもなく

家の中にいた人は家ごと押し潰され

道を歩いていた人は吹き飛ばされ

顔も手も足もからだ中

ヤケドをして広島中の人がみな

ヤラれてしまったのです

たったひとつの原爆で

その時死んだ人

百人？ いいえ 千人？ いいえ一万人？
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いいえ もっと もっとたくさんの人

かぞえきれない程の人が

なんにも言えないで

なんにも知らないで

死んでしまったのです

ほかの人も大ヤケドをしました

大ケガもしました

投げ出されて おなかのやぶれた人

背中の骨が折れてしまった人

からだ中にガラスのつきささった人

服などだれも着ていません

焼けて ちぎれてなくなったのです

原爆が落ちてすぐ火事になりました

広島中が火事です

どこから どこへにげたらよいのか

わかりません

それでもにげなければ　にげなければ

みんなハダシです

燃えている火の道

われたガラスの上 つぶれた屋根の上

遠く広い火の海を　怒りと悲しみの涙を

流しながら

阿修羅のように髪をさか立てて走りました

ケガをしている人の血が流れました

ヤケドをしている人の皮がはがれ

ブラブラになりました

火の龍巻が吹き荒れました

三〇センチ位の火の塊がなん百 なん千と

旋風となって吹き寄せました

火に囲まれて息をするのも苦しく

煙のために目もよく見えません

私たちはどうなる？

ケガをしながら ヤケドをしながら



■　66　■

生きていた人たち 声の限りさけびました

「たすけて、たすけて」

道を歩いていて死んだ人の指が燃えました

青い炎を出してボロボロ燃えました

指は短くなり

薄墨色をした液体が掌を伝って流れ

地面に落ちました

あの指はだれの指だったのでしょう

五〇年余を経過した今もなお

あの青い炎の色を思いだすとき

私は深い悲しみで

胸が一杯になります。45）

「数え切れないほどの人が何も言えないで、何も知らないで死んでしまったのです。」と

いう文章が印象に残る。この詩とともに、高蔵信子が被爆焦土でみた「燃えていた人の手」

の絵を送ってくれた。

　高蔵信子の手紙にはこう書かれていた。「広島原爆であたり一面は火事、通行中即死な

さったらしいご遺体で体は仰向けになり、何かをつかむように手を空に向け、その指は青

い炎を出して燃えていました。指も３分の１くらいに短くなり、変形して青い薄墨色をし

た液体が手をつたわり地面に流れていました。かつてはこの手で愛児を抱き、あるいは家

族を見送ったことでしょう……。高蔵信子」。

終わりに

　ユダヤ教ではモーゼの十戒の第６番目に、「あなたは殺してはならない」と教える。『旧

約聖書』には、「剣は鍬の刃へ変えることができる」（「イザヤ書」２章４節。「ミカ書」４

章３節）とある。実際、国連本部の向かい側にある公園の石碑に、 “They shall beat their 

swords into plowshares. And their spear into pruning hooks. Nation shall not lift up sword 

against nation. Neither shall they learn war any more. Isaiah”「彼らは剣を打ち直して鋤

として、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ば

ない。イザヤ」と記されている。イスラームのコーランは、「不幸や逆境のときにも耐え

忍ぶものこそが誠実なものである」と教える。仏教は「敵に対しても慈悲の心をもて」と

説く。そして「世の中の強剛な者どもでも、また怯えている者どもでも、すべての生きも

のに対する暴力を抑えて」（『スッタニパータ』394偈46））と説いている。人間は宗教の相

違にかかわらず、誰でもわけへだてない愛と慈しみによって、平安な世界を築いていける

はずである。
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　怨みと憎しみを超えていく道はどこにあるのだろうか。

　ヒロシマ原爆被爆者の高橋昭博は、こう述べている。

「『ヒロシマ』は、過去の単なる歴史的事実ではありません。人類の限りない未来へ

の警鐘であり、戒めです。……核戦争には勝者も敗者もあり得ません。そこに待って

いるのは、まぎれもなく人類の死滅であり、地球の終焉にほかなりません。……私た

ちは、過去の一切の苦しみ、悲しみ、憎しみを乗り越え、民族、国境の別なく連帯し、

不信を信頼へ、憎悪を和解へ、分裂を融和へと、歴史の潮流を転換させなければなり

ません。一人の力は小さいものかもしれません。しかし、決して無力ではありません。

一人がまず始めなければゼロであり、無です。平和は市民一人ひとりの努力の積み重

ねによって実現するものだと信じています。」47）

　ヒロシマ・ナガサキ被爆者は、怨みに怨みを返すのではなく、戦争による憎しみを超え

て、核兵器のない平和な世界を常に願ってきた。暴力は相手からの暴力の応酬をひきおこ

し、憎しみと暴力の連鎖をうみだすだけで、真の平安をもたらすことはできない。戦争を

なくす道は、貧困や飢餓に対する手厚い保護であり、子どもたちが等しく平和教育を受け、

支えあうことの幸せを学ぶことである。世界の人々がつながっているという心のぬくもり

を感じて、同朋として助け合うことだろう。

　何にも知らないで、何にも言えないで死んでいった人たちがいる。戦争やテロの際に、

愛する人を助けられず、自分だけが生き残った人もいる。イリスさんはテロリストに射殺

されて亡くなった妻の遺体と会い、どうしようもない悲しみの中で、亡き妻からの限りな

い優しさと愛情を感じとった。だからこそ変わりない愛情で子どもを育てて幸せになるこ

とを誓っている。愛によってかけがえのない日常を存続していくことが真の幸福につなが

ることをイリスさんは示している。イリスさんの心に亡き妻の限りない慈しみが生きてい

る。亡き妻の限りない優しさがイリスさんの心を支えつづけている。イリスさんと亡き妻

エレーヌさんは死を超えてつながる愛で子どもを育み、神の愛にいだかれて、再び天国で

会えるにちがいない。

　怨みに怨みを返さない。憎しみは憎しみによってやむことはなく、ただ慈しみによって

消え去る。慈しみとは、衝撃を跳ね返したり、それによって壊されたりするものではなく、

どのような現実も柔和に受けとめ、悲しみも怒りも無念さもすべてを包み込む、何ものに

も侵されることの強い心である。一人ひとりが慈しみをもって平和を誓うことが、やがて

家族、学校、国、世界への平和につながっていく。それだけではない。自他の平和を願っ

て生き抜くことは、どのような死別を迎えても、大いなる慈しみに包まれて、必ず微笑ん

で浄土で再会できる道を開く。戦争やテロで愛する人を突然に亡くした無念さ、悔しさ、

悲しみは消えるものではない。だからこそ、悲しみを忘れず、戦争やテロが二度とくりか

えされないように願ってやまない。テロリストによって愛する妻を亡くしたレリスの気持

ち、被爆者の悲しみと願いを自分自身のことのように受けとめ、悲しみから生まれる慈し
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みがあることを次世代に伝えていきたい。
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