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一、 釈尊の大悟と仏教の正法 

 

 紀元前五六〇年頃、ヒマラヤ南麓の小国、釈迦族の王子として誕生した

ゴータマ・シッダルタは、出家修道し、苦行を重ねた後、菩提樹下で悟り

を開き、仏陀となった。仏陀とは、真理の正覚者、知慧と慈悲の体現者で

あり、精神界の理想的人物として尊ばれ、出現が願われていた称号である。 

 釈尊（釈迦族出身の聖者）が王宮の栄華を捨ててまでも希求したのは、

「人間苦を解決する真理」であり、求道の果てに、坐禅、瞑想を深め、霊

通して魔と闘い、これを退け、明星輝く暁の時、大覚を成就したのであっ

た。 

 悟りの内容は、「難信難解」とされているが、要約すれば、縁起の理法、

清浄な本性、永遠の生命の体得といえるであろう。 

 縁起とは、因縁によって生じ起こるという意味で、すべては相対関係、

因果関係にあるという存在の法則を示している。原始経典の阿含経には

「縁起をみるものは法をみる、法をみるものは仏をみる」と説かれており、

縁起（因縁）の理法は全仏教思想の基盤となっている。 

 釈尊は、苦も因縁により起るとみて、苦の原因、条件を追及し（十二縁

起）、苦の根本原因が渇愛（過分な愛欲）と無明（根本的無知）にあると

洞察した。無明と渇愛による煩悩の心が、人間をして罪悪に向かわせ、そ

の結果が苦悩であることを正見した釈尊は、魔界（魔王や悪霊）が人間の

煩悩性に侵入することも徹見した。 

 悪魔は、破壊、奪命者であり、福運を奪い、善を妨げ、讒言すると説か

れている。降魔成道すなわち、魔を降伏しなければ成仏することはできな

いというのが仏法の原則であり、不死（永生）も悪魔との因縁を断ち切る

心霊的勝利が必要であると教えている。 

 法（ダルマ）を悟り、煩悩の炎を消し、魔界との関係を切ることによっ

て得られる平安の境地（心境）は涅槃と称され、解脱とも呼ばれる。生死

を繰り返して輪廻する苦痛から解放されるようになるからである。 

 煩悩を除去すべく、戒を守り善を修し、知慧を磨き、慈悲の行に励むと

き、清浄な本性が甦ってくる。この本性は仏性と呼ばれており、仏とは仏

性の成就、体現者にほかならない。仏陀と同義語である如来は、真如―真

実と如常から来たる者で、永遠なる真理の顕現者を意味する。 

 解脱、涅槃の境地は、知慧と慈愛に充ちる歓喜の法悦でもあり、法力、

神通力を備えた清浄な仏心の世界ともいえる。「天上天下唯我独尊」とは

その実感にほかならない。 

 初転法輪（最初の説法）以来、釈尊は弟子を導き、布教の旅を続け、接

する幾多の人々を教え、九横の大難を越え、四十五年以上に及ぶ教化の晩

年、霊鷲山で説法し、最後はクシナガラの林中、沙羅双樹の下に、八十歳

で入寂した。紀元前四八〇年の前後と推定される。 

 ところで原始仏典には、真理を大悟して間もない釈尊の胸中に、なお依
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るべき何かを求めようとする思念の去来したことが語られている。すなわ

ち、法を悟り法を体現してもなお、寂しき情を感じ、恭敬すべき、尊敬す

べき宗教者を願う思念が動いたというのである（南伝・相応部経典六の二、

恭敬。漢訳雑阿含経四四の一、尊重）。 

 しかし何も見出し得なかった釈尊は、「私はむしろ悟った法、この法を

こそ敬い尊び、親しみ近づいて住するがよいであろう」との結論に至った。

それ故、釈尊の仏教における本質は「法」であり、これを正法、妙法と尊

称するのであるが、本体論の探求においてはこの結論が意味する内容、こ

の思念が去来した内奥をこそ考察しなければならない。 

 釈尊の悟った縁起の理法は、相依性（相対性・因果性）としての法であ

ると経典では説かれている。ということは相依性の理法を正覚した中で、

恭敬すべき宗教者（相対）を求めるという心情が発露したことになる。そ

れ故にまず、理知を極めた境地は、心情の境地でもあり、理法性と心情性

は不可分の関係にあると判断できるであろう。 

 次に理法と心情が不可分であるとしても、釈尊が恭敬、尊敬すべき相手

を願うという内容は、釈尊が主体ではなく、対象の立場であり、対象の理

法的存在が心情的に主体を願求するのであるから、その理法性よりも、そ

の心情性がより内因的であると考えられよう。 

 また、その主体は心情、そして理法の不可分な根本主体となっているは

ずであり、根源主体における心情と理法においても、心情を内因とする理

法となっているのではないか。 

 孤高の寂情を禁じえない釈尊の、ついに至った結論は、法をこそ尊び敬

うという理法の恭敬であったが、根源、究極の実在は、心情と理法の統一

的な根本主体として、恭敬されなければならないであろう。 
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二、 原始仏教と大乗仏教の展開 

 

 釈尊の入寂後、百年頃までの原始仏教では、他の宗教思想と区別するた

めに、教理の旗印として、「諸行無常」、「諸法無我」、「涅槃寂静」の三法

印を掲げた。無常（生滅変化）も無我（他との関係性なき存在実体の否定）

も、悟りの内容すなわち縁起の理法から導かれたもので、我執の愛着から

離れるべきことを説く実践的教義である。 

 その後、仏教教団には分裂が起こり、多くの分派が現れ、部派仏教と呼

ばれる時代に入っていく。ここでは、経典の注釈、用語の説明、教義の分

類整理がなされ、存在論争で詳細な研究も行われるようになった。しかし

煩雑な論議も生じて、実践修行や救済活動の面が弱くなったとの批判が現

われ、この部派仏教に対する改革運動として、紀元前後に起ったのが大乗

仏教にほかならない。 

 そして１～３世紀に、初期大乗経典の『般若経』『法華経』『華厳経』、

そして『無量寿経』『阿弥陀経』などが成立し、ナーガールジュナ（龍樹）

によって大乗仏教の基本である空の思想が確立されるようになった。 

 「空」とは、因縁によって生滅する存在を、有と無を超えた立場で理解

する法句である。すなわち、縁起であるが故に無常であり、無我であると

いう所を正観し、有無に対する執着を越えるために、用いられた表現であ

る。 

 大乗仏教徒の多くは、空を積極的に理解し、自己への執着を離れ、他を

慈しみ苦から救うという慈悲の実践に志した。この慈悲行に励む修道者は、

菩薩と呼ばれ、菩薩道こそ仏陀に至る正道であることが力説されたのであ

る。 

 『般若経』は空の教えを説き、『法華経』では、全存在が外に相（形）、

内に性質を備えて体があり、力を発して作用をなし、因と縁が合って結果

が生じ、応報の現われるという諸法実相の説が立てられている。『華厳経』

では、一心法界を説き、存在界は互いに作用して重々無尽に融合し、現象

と本体は不二であるという世界観が示されている。 

 四世紀に入ると『涅槃経』や『解深密経』など中期大乗経典が成立し、

『涅槃経』では仏身の永遠と一切衆生が悉く仏性を有するという如来蔵を

説き、『解深密経』では、人間存在の根本にあるアーラヤ（阿頼耶）識を

説く。アーラヤ識はその種子から対象世界の諸法を生じるので一切種子識

とも称される。この唯識哲学に努力したのがアサンガ（無着）、ヴァスバ

ンドゥ（世親）の兄弟である。六世紀にはアシュヴァゴーシャ（馬鳴）が

『大乗起信論』を著し、如来蔵と阿頼耶識の両説の統合を意図した。 

 七世紀になると、後期大乗経典として、密教の『大日経』『金剛頂経』

などが成立する。密教とは仏教の秘義すなわち秘密仏教のことであり、そ

の展開は三時期に区分されるが、この密教が大乗仏教の最終形態にほかな

らない。 
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 さて、大乗仏教の思想的展開においては、永遠の根本仏という本体論が

立てられるようになった。本来、仏は法の正覚者、知慧と慈悲の体現者で

あったが、仏教徒は、釈尊の寂滅後も御仏を慕敬し、釈尊の体現した法は

不滅であるが故に法身と称し、根本仏、永遠仏として尊崇するようになっ

たのである。 

 このような仏身論は、仏陀の生身と法身との二身論から、三身論、四身

論に展開していく。三身論は、永遠なる真如法性の当体たる法身、理智不

二にして知慧と慈悲の因行により完全な功徳を備えた報身、真如から来て

衆生済度のため世に応現した応身という、法報応の三身である。四身論は

三身に変化身を加えたものにほかならない。 

 大乗仏教では、永遠の根本仏として、『法華経』に久遠本仏、『華厳経』

で毘盧舎那仏、密教には大日如来、浄土教では阿弥陀仏などが説かれ、大

乗各宗門でも、仏身論を基盤にそれぞれ本体論が構築されていくのである。 

 

 

 

三、大乗仏教諸宗に於ける本体論 

 

 法華経思想の展開において、天台大師知顗は縁起や、空の教義、龍樹の

「中」論、法華経の諸法実相説に基づき、空・仮・中の三諦（真理）を示

し、法を三即一、一即三の円融三諦で説いた。これを実践論としたのが一

心三観であり、また一念に諸法が円具すると観る一念三千の説を立てた。 

 『妙法蓮華経』の教主は、如来寿量品に記される久遠本仏（久遠実成釈

迦牟尼世尊）であるが、経文の「我本行菩薩道」を成仏の本因、「我実成

仏已来」を本果とみて、本仏の因行果徳を示す文証としている。天台法華

思想の仏身論においては、法報応すなわち法身・報身・応身の三身論を論

じ、三身即一身、一身即三身と解説している。 報身は、修行の果報によ

り知慧と慈悲を成就した、因行果徳の仏身をいうが、そこにも自受用身（自

らが法を享受活用する）と他受用身（他に法を享受させる）に分けられ、

本体論としては、理智冥合の自受用身、三身即一如来が立てられている。 

 なお、日蓮の宗門においては、久遠実成よりも久遠元初の自受用身を立

て、本有常住にして一念三千の妙法蓮華経を本来から所持している自受用

報身如来が強調されるに至った。 

 『大方広仏華厳経』の教主である毘盧舎那とは、輝く太陽の意味で、光

明遍照と訳されている。この『華厳経』にも仏の因行として大威光太子の

行歴が記され、毘盧舎那仏の荘厳した蓮華蔵世界が説かれている。 

 華厳宗ではこの経典を、仏の自内証（悟り）を直に説いたものとして尊

び、「海印三昧一時炳現の法」と称えてきた。海印三昧とは、仏の一心を

海にたとえ、一心に法界の万象が一時に印現するという内容で、その証悟

の境地をいう。 
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 これを一真法界とも称し、重々無尽なる円融無碍の法界縁起が説かれて

いる。この縁起は因縁生起の経過をいう縁起ではなく、真如法性がそのま

ま起動するという意味であり、華厳教義は「性起」の法門（一方の天台教

義は「性具」の法門）と解説されてきた。 

 『大日経』や『金剛頂経』等による密教では、根本仏として法身・大日

如来を説くが、密教以外の顕教では、法身は説教することはなく、絶対の

世界は言で説き尽くすのは不可能と教えるのに対し、密教では法身にも色

心（物質と精神）を有し真言をもって説き明かしていると主張する。この

真言は如来の真実なる言語にほかならない。 

 本体論においては、大日如来は五大（物質的根元）と識大（精神的根元）

から成り、六大をもって法界体性、すなわち宇宙の本体、万有の根元と理

解している。この六大すなわち地水火風空識は常に調和、和合していると

説かれ、法爾（本体）と随縁（現象）の二面から考察される。また六大は

いずれも法界に大きく遍く広がっているため、大いなる原質（大種）と呼

ばれてきた。 

 また密教では、大日如来の悟りの世界を金剛界と胎蔵界で説き示し、曼

荼羅（曼荼は本質、羅は所有の意味）で表現する。金剛界というのは、大

日如来の智を堅固不壊の金剛石にたとえるからであり、金剛界を智の法身

ともいう。胎蔵界というのは、母胎に子供が宿り発育し誕生するように、

全存在は大日の理を自らの内に所有しているからであり、胎蔵界は理の法

身と呼ばれている。さらに大日如来の慈悲心も母の胎内における胎児のよ

うに蔵されているところから大悲胎蔵とも称されてきた。 

 この金胎両部は、理と智の関係のみならず、胎蔵界は五大、金剛界は識

大の表現ともいわれ、また金剛界は男性的、胎蔵界は女性的な性質や事象

に配されることもある。 

 『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の浄土三部経で説かれる阿弥陀

仏は、無量光（無限の光明）と無量寿（無限の寿命）を意味する如来であ

る。阿弥陀仏は、過去において法蔵菩薩が無上の菩提（悟り）と衆生済度

の誓願を起こし、永き修行を重ね、本願を成就して仏陀となり、極楽浄土

で説法していると教示されている。 

 浄土門においても仏身論が説かれているが、阿弥陀仏の本願力、他力に

よる信心や救済が強調されてきたのはよく知られている。また、阿弥陀仏

は光寿無量であるために一切諸仏の光（知慧）と寿（慈悲）の根本である

という弥陀本仏思想も現われてきた。 
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四、キリスト教の神観と仏基論争 

 

 キリスト教の神は、天地の創造主であり、唯一絶対にして永遠不変なる

究極の実在、また愛の人格神で、父なる神である。さらに神は、歴史を通

して摂理し、信仰の義人や預言者を立て、民族や国家を導き、メシヤを遣

して世界人類を救おうとする、歴史の主宰者と説かれている。 

 イエス・キリストは、「天にいます我らの父よ」（マタイ福音書六章九節）

と祈りを教え、神と人の父子関係を示したが、後世の教会では、父・子・

聖霊を同質とする三位一体論を立てた。 

 ところで仏教は大乗仏教に至り、真如の理智と慈悲を本質とする永遠の

根本仏が説かれるようになったが、しかしそこに創造性は認められていな

い。仏教の本体論は伝統的に創造主なる唯一神を説いてはこなかったので

ある。それ故、仏教では、宇宙は創造されたものではなく、無始無終の永

遠なる生命体であるという解釈となっている。 

 しかしながら、本体論における創造性の有無はキリスト教やイスラム教

との出会いで深刻な問題とならざるをえない。 

 キリスト教は、紀元後の二千年間を通して全世界に伝播されたが、福音

が東アジアの諸国にも及んだのは近世以降である。その際、東洋宗教との

間には最初、対立も生じており、中国や韓国では特に儒教との相克、日本

では仏教との論争が起った。 

 日本での、教義をめぐる仏基論争は、まず十五世紀の伝来期にザビエル

をはじめとする宣教師と仏教僧との間で起こり、次には幕末から明治の再

来期にキリスト者と仏教徒の間で行われ、さらに第二次世界大戦後、新宗

教が興隆する中でも続けられてきたのである。 

 論争における中心問題は、創造神の有無、霊魂の滅・不滅性、罪悪の起

源と救済の方法などでキリスト教と仏教との相違点をつくものであった。

その様相は、イエズス会が本部に送った『耶蘇会年報』や宣教師の通信書

簡などによっても知ることができる。 

 仏教徒は、神が世界人類を創造したというのなら、なぜ完全な世界、悪

のない人間を造らなかったのか、と批判し、キリスト教の永久責罰論は神

の無慈悲を示すものであり、それに比べて仏教の慈悲は限りなく、地獄に

ある者も何時かは必ず成仏するに至ると論じている。 

 それに対してキリスト教側は、仏といっても本来人間であり、絶対的存

在ではないので、人類を救うことはできないと反論し、善悪不二の説は倫

理道徳を破壊するものであると仏教を批判した。 

 本体論においては、特に仏教側から因縁論にもとづいて、「永遠絶対な

る神が、神となった根本因を示せ」と質問し、キリスト教側は、「天地を

創造した第一原因を神というのであり、その質問は当たらない」と応答し

ている。これは、仏教側が、根本仏には必ず仏果と因行が説かれているた

め、神の永遠絶対性の根拠となる本因を尋ねたのであり、キリスト教側は、
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根本仏といえども法が中心では創造性や主体性の根拠とはなり得ず、根本

仏も本来は人間であるために、第一原因ではないと見たのであるが、議論

が十分に尽くされていない。 

 キリスト教は、創造主なる神と被造世界、人類の一元始祖とその原罪、

イエス・キリストの十字架による贖罪と復活、さらに歴史の終末と審判な

どを説いている。一方の仏教は、創造主なる神を立てず、縁起すなわち空

を説き、人間の煩悩と業、及び善悪の因縁果報、そして悟りによる解脱と

涅槃を教え、それを基盤にして根本仏を説いている。 

 そのため両宗教の発想における相異性の故に教理的対立が生じたのは

当然であるかもしれない。しかし共通性もまた少なくないのであり、一致

できる道は必ず見い出すことができるであろう。 

 

 

 

 

五、統一思想・原相論の心情と理法 

 

 統一思想の原相論は、本体論に相当し、第一原因なる神の二性性相が詳

述されており、神相と神性も論述されているが、神性における心情と理法

の解説は、仏教の本体論すなわち真如法性の理智と慈悲の根本仏と比較す

るにおいて、重要な内容と思われる。 

 統一思想では、神の核心、本質は心情であり、心情とは「愛を通じて喜

ぼうとする情的な衝動」「限りなく愛そうとする情的な衝動」と定義され

ている（『統一思想要綱』５２―５５頁）。 

 喜びは愛することによって自ずと得られるのであり、愛のないところに

喜びはない。愛は情的な力であり、最高の力を有している。愛は生命より

も強く、愛を貫こうとして生命をも顧みない人間の偽らざる性稟は神から

由来する尊貴な本性であるといえよう。 

 さらに統一思想では、「心情が動機となり、神は愛の対象として人間と

万物を創造された」（同５５頁）と記されており、神の天地創造は心情を

動機として始められ、創造目的は心情が中心であり、心情が基盤と説くの

である。真の喜びには対象が必要であり、対象を愛するときに実際の喜び

は生じてくる。しかも、この対象が自己に相似していれば、より大きな喜

びが感じられるようになる。神は、愛と喜びの対象として人間と万物を創

られたのであり、特に人間は神の子として、最愛の対象、最高の喜びの対

象となっていると説く。 

 キリスト教を含めて従来の一神教では、神がなぜ宇宙を創造されたのか

という理由が明確には解明されてこなかった。神の属性については説明さ

れているが、唯一絶対、永遠自存なる神であり、完全無欠であるならば、

なぜ宇宙を創る必要があったのか、という疑問が残されてきた。 
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 全知全能であり、全てを有する神において、なお愛することにおいては、

対象が必要とならざるをえない。真の愛と喜びを希求してやまない心情の

神であるということによってのみ天地創造の説明が可能となろう。この統

一思想が示す創造の心情動機説は、宗教の神観や思想の本体論における、

創造説、生成論、流出説などの論争を終結させるのに道を開くものとなる

であろう。 

 聖書のヨハネ福音書の冒頭には、「初めに言があった。言は神と共にあ

った。言は神であった。すべてのものは、これによってできた」と記され

ているが、統一思想におけるロゴスは、この神の言をいい、ロゴスの中に

理法性が含まれる。「統一思想から見れば、ロゴスを言というとき、それ

は神の思考、構想、計画を意味し、ロゴスを理法というとき、それは理性

と法則を意味する」（『統一思想要綱』５９頁）。 

 ロゴスは、神の言であり、神の神性ではあるが、神の本質は心情にほか

ならない。神は真の愛を中心とする本性相と本形状の二性性相の中和的主

体であり、本性相は内的性相と内的形状からなっており、要約すれば、ロ

ゴスは心情と目的を中心として、内的性相である知（感性、悟性、理性）、

情、意と内的形状である観念、概念、原則（根本法則）、数理とが授受作

用をなし、その両者が合性一体化した新生体と解説されている。そして、

このロゴス新生において、重要な働きをするのが理性と法則であるため、

このロゴスを特に理性と法則の統一という観点で言うと、理法と表現され

ている。 

 この理法と心情の関係は、「神の心情が構想と理法の共通基盤となって

いる・・・・したがって自然法則であれ、価値法則であれ、必ずその背後

に愛が作用しており、また作用しなければならない」（同６６頁）と記さ

れており、価値法則すなわち道徳倫理は勿論のこと、物理化学的な法則と

されている自然法則にも愛の心情が基となっていると理解するのが統一

思想の立場である。 
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六、 真愛中心の神と仏法の包摂 

 

 統一思想は統一原理の思想的展開である。その統一原理における神は、

「本性相と本形状の二性性相の中和的主体であると同時に、本性相的男性

と本形状的女性との二性性相の中和的主体としておられ、被造世界に対し

ては、性相的な男性格主体としていまし給う」（『原理講論』４７頁）と説

かれている。 

 そして、「統一思想の本体論すなわち原相論によれば、神の最も核心的

な属性は心情である。心情を中心として、性相の内部で内的性相（知情意）

と内的形状（観念、概念など）が授受作用を行っている。そのようにして

神は存在しているのである」（『統一思想要綱』158頁）と述べている。 

 また、『文鮮明先生の御言選集』の中から抽出編集された『天聖経』で

は、「神は二性性相の中和的主体だというでしょう。中和的立場で愛を中

心とした統一的存在ということは今まで話さなかったのです。そこに愛を

中心とした統一的存在だということを付け加えなければならないのです」

（「真の神様」５９頁）と記されている。 

 このように統一原理、統一思想は、神の核心は真の愛であり、心情であ

ると説いているのであるが、さらに『天聖経』では、神は愛ゆえに存在し、

愛するために存在するという奥義が説き明かされており、まさしく本体論

においても革命的な内容であると言わざるをえない。 

 「神様も大きくなってこられました。それを知らなければなりません。

それをどのように知ることができるのですか。神様の本性に似た全てのも

のが小さな細胞から育ってくるのと同じです。それでは、神様は何によっ

て大きくなってこられたのでしょうか。愛ゆえに大きくなってこられたと

いうのです。絶対的な愛を中心として大きくなってこられました」（「天一

国主人の生活」2351頁）。 

 「真の愛の深さは、神様がお生まれになる時の、その底まで包括すると

いう話です。どれほど深いか分かりません。神様が存在し始めた根源から

始まったので、どれほど深いか分からないのです。一生の間生きても、す

べてそこまで行けないので、あの世界に行っても、それに向かって永遠に

発展するのです。・・・・・神様御自身も育ってこられたというのです。

神様がその深さまで、出発とともに根源と一緒にいらっしゃったのです。

根源は、神様が先ではなく、愛が先です。『神様は二性性相になっている』

というのですが、なぜ二性性相ですか。愛ゆえに二性性相を大切に保管す

るのです」（「天一国主人の生活」2351 頁）。 

 「神様も、真の愛に対しては絶対的に服従します。真の愛を中心として

は、神様も生命を捧げようとされます。男性や女性も、真の愛があれば、

なぜ命を捧げようとするのですか。愛が生命よりも先だからです。神様が

なぜ存在し始めたのでしょうか。愛ゆえに存在し始め、愛するために存在

されるというのです。愛という概念がなかったならば、神様も生まれる必
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要がなかったというのです。それゆえに、神様からつくられたすべてのも

のは、ペア・システムになっています。・・・これは、レバレンド・ムー

ンがこの世に現れて、歴史上初めて発表したのです。神様御自身も真の愛

を絶対視され、それに絶対服従しながら生きようと思われるその起源を発

表したのは、レバレンド・ムーンが歴史上初めてです」（「天一国主人の生

活」2352頁）。 

 ここで説かれている神は「絶対的な愛を中心として大きくなってこられ

た」、「根源は神様が先ではなく、愛が先です」、「愛ゆえに二性性相を大切

に保管するのです」、「愛が生命よりも先」、「神様がなぜ存在し始めたので

しょうか。愛ゆえに存在し始め、愛するために存在されるというのです」

などの内容は、そのまま仏教からの質問すなわち「神が神となった根本因」

の明確な解答となっており、仏法を包摂できる解説になると思われる。 

 

 

 

七、心情（真愛）理法と真如法性 

 

 釈尊は菩提樹下の禅定において、悪魔の攻撃を退け、深い霊境に入り、

清浄心によって真理を求め、ついに悟りへ至ったのであり、悟達の後、さ

らに心情的な経過を通して、正法を尊ぶべきことを確定した。それ故に、

釈尊の生涯は、法を悟り、法を敬い、法を説き、法による教化を続け、最

後の説法もまた「法帰依、自帰依」すなわち法に帰依し、自らの本心に帰

依せよという遺訓となったのである。 

 しかるに、悟達後における思念の動向を観ると、理法性の内奥に心情性

のあることが否定できないのであり、極理においては、心情と理法の根本

主体があることも否定することができない。 

 統一思想の原相論で観ると、釈尊の悟った正法は、神の心情を基盤とす

る言（ロゴス）の理法性に相当すると思われる。 

 釈尊の悟達に関して、南伝大蔵経の「自説経」では、「まことに熱意を

こめて思惟する聖者に、かつ万法のあらわとなれるとき、かれの疑惑はこ

とごとく消えされり、縁起の法を知れるが故なり」と説かれているが、こ

れは熱烈な思念の中で理法を覚知したという内容であろう。 

 これを統一原理の観点でみると、本心の主体である神が、釈尊の心霊（霊

人体の生心）に臨み、神の言を心中に受け、釈尊は正覚に至ったのではな

いかと思われる。神の言は心情より発せられ、心情を基とする理法である

が、釈尊においては心の内奥における理法の覚知と思われたのではないか。

しかし神の心情による理法であるが故に、法を悟った後になお、恭敬すな

わち心情の主体を希求する思念が、釈尊の胸中に生じたのではないだろう

か。 
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 ここで、釈尊が心情の神に対する明確な認識にまで至れなかったとして 

も、釈尊が心霊を開明し、悪魔を退けて、正法を説いた聖労は、偉大な宗

教的、人類的貢献として高く称賛されなければならない。 

 そして、心情性と理法性は一体不可分であるが故に、大乗仏教に至って

永遠の根本仏を説き、法身、報身、応身の三身論などを立て、人格的な本

仏を説くようになったのは、当然の展開と言えるのであり、特に法華思想

で、本仏と衆生の関係を父子の因縁で説く比喩が示されているのは注目に

値しよう。 

 慈悲は慈が与楽、悲が抜苦と定義されているが、法華思想では、慈は父

の愛、悲は母の愛とも解釈されている。この愛は渇愛や貪愛ではなく、真

実の愛という意味であり、慈父悲母の愛として尊ばれてきた。 

 ところで問題は、創造性の有無であろう。衆生の、特に人間は天賦の本

性として創造性を有し、創造力を発揮して万物界に働きかける。人間の創

造性は、本能・習性にとどまらず、心情的、理知的な内容を備えて、絶え

ず新しい構想を生む発展的な性稟である。技能や技術力は創造力の延長に

ほかならない。 

 そこで、父子の因縁を説くならば、人間のこのような創造性も、親なる

本仏に由来すると考えることはできないであろうか。『大乗起信論』には、

「真如の理」や「真如の智」が説かれ、仏教中には真如の徳も述べられて

いるが、真如の愛、そして本因の創造を論考することはできないであろう

か。現当では、法の内奥、真如の本因に、真愛なる創造主の実在するや否

やが真摯に問われるべきであろう。 

 統一思想における神の創造性は、本性相中の内的性相と内的形状が心情

と目的を中心に授受作用して言（ロゴス）が新生され、本性相（ロゴス）

と本形状の授受作用によって万物が形成されると説いている。 

 仏教の法そのものは（神の心情や創造目的を説かないので比較できない

ところもあるが）、内的形状の原則（根本法則）に、真如の理智の智は内

的性相の知に当り、正法は本性相中における言（ロゴス）の理法性に相当

するといえよう。 

 また、天台思想における法報応三身説の、法身は本性相に、報身は「万

物を創造した言は、生命をもった生動する構想体」（『統一思想要綱』１１

４頁）の言（ロゴス）に比較することができよう。応身は、「本性相と本

形状が授受作用することによって形成された新生体」（同１３０頁）に対

応できるのではないか。 

 日蓮思想の本体論は、その中心に真の愛を立てるとき（真愛による久遠

元初の自受用身、真愛の一念、真愛の妙法蓮華経など）、はたして邪義と

なるであろうか。華厳思想の一心も一真法界も真愛を中心とすれば、円融

してさらに炳現、炳誠、炳燿の法となるのではないか。 
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 密教思想の大日如来における、五大は本形状に、識大は本性相に相当し、

智法身は内的性相の知に、理法身は内的形状の原則に、また金剛界は本陽

性に、胎蔵界は本陰性に、そして真言はまさしく神の言に通じると思われ

るが、やはり真愛を核心とし、心情を動機とする創造説の吟味がなされる

ことを願わざるをえない。 

 浄土思想の阿弥陀仏における無量寿、無量光、すなわち永遠の生命と光

明も、永遠の論理は真の愛によって成立するが故に、また真愛は能く光の

速さに勝るが故に、真愛が根源となるのではないであろうか。 

 


