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『金光明経』にみられる自然観 

 

西村 玲（財団法人東方研究会研究員） 

 

 

 

 

 

１、はじめに 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の後に、地震が「天罰」であるかどうかという論争がおこった。

日本仏教を専門とする仏教学者の末木文美士は「天罰」論を主張して、哲学者の高橋哲也らと論争し

た。末木は、2012 年に論争をまとめた『現代仏教論』1を出版して、その論旨を明らかにしている。

この論争は自然観をめぐる議論であり、末木はテーラワーダ仏教やチベット仏教からの大震災に対す

る発言をふまえながら、日本仏教の自然観や災害観を説明した。中世の日蓮（1222～1282）の災害観

を手がかりとして、日本思想史における自然観を分かりやすくまとめている。末木の主張は、自然の

奥に人智をこえた存在を見るものであり、「自然は単なる機械的な対象として理解されるものではな

く、他者として畏敬と親しみをもって遇されなければならない」（57 頁）という。このような自然観

は、さまざまな思想と歴史によって形成されてきた日本の伝統的な自然観であると言えるだろう。い

わゆる伝統的な自然観は、現代の私たちが考える仏教や神道などの思想や宗教概念だけでは理解でき

ない多様で複雑な性格を持っているが、ここではその基となった仏教経典の一つである『金光明経』

から考察したい。心の問題を主題とする仏教経典の中で、『金光明経』は、正しい王のありかたにつ

いて論じて、仏教が考える正しい政治と社会について述べる数少ないものである。 

2011 年の東日本大震災では、東北の伝統宗派寺院が避難所となり、全国から僧侶が宗派をこえて

支援活動を行ったことは記憶に新しい。大震災の前から、今世紀に入って以後、日本仏教界では「社

会参加仏教」（Engaged Buddhism）への関心が急速に高まっており、僧侶による社会支援やヒュー

マン・ケアなどの実践がなされつつあった。日本社会における寺檀制度の衰退と共に、地域に根ざし

た伝統教団寺院の存続が危機感を持って模索されるようになり、その中で伝統教団の社会活動の必要

性と実践が進みつつあるといえるだろう。そうした流れの中で、社会活動を思想的に支える仏教の社

会倫理が求められるようになってきた。宗教学者の島薗進は 2013 年に『日本仏教の社会倫理─「正

法」理念から考える』2を刊行し、宗派を越える仏教の社会倫理として、『金光明経』にもとづきなが

らインド仏教以来の「正法」（しょうぼう）概念を提示した。正法とは、もともとは仏教に限らない広

い意味での「正しい真理」のことである。 

                                                  
1 末木文美士『現代仏教論』新潮社、2012 年。 
2 島薗進『日本仏教の社会倫理─「正法」理念から考える』岩波現代全書、岩波書店、2013 年。 
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 『金光明経』では、「王が正法を護ることで社会に平安をもたらす」と言われており、政治権力を持

つ王が正法を行うことにより、目に見えない神々が国土を擁護し、平和で豊かな世界が実現するとい

う。逆に、王が正法を捨ててかえりみない時には、善き神々はその国土を捨てて、飢餓疫病と戦争が

やってくると説く。この思想にもとづいて、日蓮はいわゆる「善神捨国論」（世の中がすべて正法を

捨てて間違った教えを尊んでいるから善神や聖人は国土を捨て、悪魔や悪鬼がやってきてさまざまな

災害が起こる）を主張して、当時の鎌倉幕府に、彼が考える正法を勧める『立正安国論』を提出した。 

『金光明経』や日蓮の主張は一見するといかにも古代的ないし中世的であり、現代では通用しない

ものと見えるが、「しかし、そのように簡単に過去の思想を見捨ててしまってよいものだろうか。そ

こには、今日の私たちが真剣に考えるべき問題があるのではないか」3という末木の問題提起を受け

止めたい。これは、現代人の自然観における宗教思想の意義を問うものだ。近代的な世界観とは、大

まかに言えば、外界の自然と人間の内面をまったく異なる別個のものとして捉えるものといえるだろ

う。その世界観が、いたるところで矛盾を生じている現在、ことなる世界観・自然観への手がかりを

探ってみたい。『金光明経』の言う善神がすむ国土と正法の王とは、人の目に見えないものを含む全

体的な世界観とそれにもとづく政治と社会と言えるだろう。以下では、日本の『金光明経』受容の歴

史と経の内容を述べる。その上で『金光明経』の思想が歴史的に展開した一事例として、日蓮の善神

捨国論を考えてみたい。 

 

 

２、『金光明経』とは 

 まず壬生台舜の『金光明経』によって、『金光明経』の文献を紹介しておこう。サンスクリット語原

典は、ネパールに伝えられている。中国の漢訳は三種類残っている。その内訳は、まず 5 世紀に曇無

讖（385～433、中インド出身）によって訳された 4 巻本の『金光明経』、6 世紀末（597）に 4 巻本

に欠けたところを補充する形で 8 巻本『合部金光明経』が編訳され、さらにほぼ百年後の 703 年に義

浄（635～713、中国出身）が 10 巻本『金光明最勝王経』を訳した。日本で普及したのは 4 巻本であ

り、日本古代において重視された経典の一つとなった。 

 日本の 7 世紀後半から 8 世紀は、天皇を中心とする中央集権体制を推進した律令国家の形成時期

である。天武朝（673～686）とそれにつづく持統朝（686～697）には、中国大陸の律令制度をモデ

ルに、天皇・貴族らが中心となって日本仏教の基盤が形成された。『金光明経』は懺悔滅罪と正法護

持による国土安穏を説いて、鎮護国家イデオロギーの中心となっている。諸国で『金光明経』の講義

と説法が行われ、697 年には『金光明経』にもとづく放生（不殺生を目的として捕らえた生物を放し

てやること）が開始されている4。さらに聖武天皇（701～756）は、741（天平 13）年に、諸国に七

重塔を建立し、『金光明最勝王経』（10 巻本）と『法華経』を各 10 部書写して納めることを命じた。

                                                  
3 前掲書、末木文美士『現代仏教論』、58 頁。 
4 『続日本紀』697（文武 1）年 8 月庚辰「諸国をして毎年放生せしめよ」。 
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聖武天皇が建立した国分寺の正式な名は、「金光明四天王護国之寺」であり、当時『金光明経』が重視

されたことがよくわかる。 

 『金光明経』4 巻本は 19 品（章）からなっており、各品にしたがってその大体を紹介しておこう。

以下の訓読は『国訳一切経 経集部 第 5』によっている。 

 第 1 品 この経を護持する者は、諸仏諸神に護られる 

 第 2～4 品 信相菩薩が夜の夢中に金鼓の音声（金光明）を聴き、懺悔すれば滅悪を滅し福を得る

ことを告げられる。これは『金光明経』という経名の由来となった部分であり、仏教における懺悔の

定型である。 

信相菩薩、即ちその夜に於いて夢に金鼓を見る。……いわゆる金光、諸悪を滅除し、千劫に作る

所の極重の悪業も、もしよく至心に、一たび懺悔する者は、かくの如き衆罪、悉く皆滅尽す。…

…現に作る所の罪、誠心に発露す。未だ作らざる所のものは、更に敢えて作らず。已に作るとこ

ろの業は、敢えて覆蔵せず。                       （懺悔品第 3） 

 第 5 品 一切は空である 

 第 6～10 品 四天王・弁財天・大地女神ら諸天鬼神による正法の守護。四天王が正法を説き弘め

て、この世界を目に見えない形で護ることが説かれることは重要である。 

世尊、我等四王（多聞天・持国天・増長天・広目天）、よく正法を説き、正法を修行し、世の法

王と為って、法を以て世を治めん。……我等四王……常に観てこの閻浮堤（人間が住む大陸）を

擁護す。……我等及び無量の鬼神、常に当に形を隠し、その妙典の流布する所の処に随ってしか

も擁護を作し、留難無からしむべし」            （四天王品第 6） 

 第 11 品 正法の治国論が説かれる。懺悔滅罪とならんで『金光明経』の中心となる部分であり、

大地の女神である「地神堅牢」に「治世の正論」を説くという形になっている。王が悪事をなす者を

糾問せず、善法を見過ごして遠ざければ、三十三天の神々が怒りや怨みを抱くようになり、天が王を

見捨て、大災厄が起こる。二つの太陽が出て、星の運行は異常となり、暴風雨により飢饉疫病が起こっ

て、穀米果実は衰減する。人心は懶惰懈怠となり、病苦は逼切する。外国から悪賊が侵略し、家や国

の財産を互いに奪いあい、刀兵（戦争）して死ぬこととなる。大臣や群僚は非法を行い、悪を行う者

は恩遇され尊敬され、善を修める者は日々衰滅し顧みられない。その原因のもとを正せば、王が血族

を優遇することであり、王の依怙贔屓から生まれる。 

人王の眷属に受著して、これが造悪を縦（ゆる）し、捨ててしかも治せざるに由る。……悪は多

姦により、然して後に傾敗す、……故に天、悩みを生じ、諸の悪事を起こして、その国に弥満（み

ちあふれる）す。この故に、まさに正法に随って世を治め、善を以て国を化し、非法に順ぜざる

べし。むしろ身命を捨つるも、眷属を愛せざれ。親・非親に於いて、心常に平等にして、親・非

親を視て、和合して一と為せよ。……この故に国土、安穏豊楽にして、この王も亦た威徳具足す

ることを得。諸の人民、行ずる所の悪法に随い、まさに調伏して、法の如く教詔すべし。      

（正論品第 11） 
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「むしろ身命を捨つるも、眷属を愛せざれ」という強い言葉で、公平が言われるのは、古代インドの

社会政治状況を示していよう。 

 第 12 品 鬼神竜王の守護 

 第 14～17 品 釈迦仏の前世の行いを説く本生譚である。まず流水長者として魚を救った話（放生）

が述べられる。流水長者が、干上がりつつある池で死にかけていた大量の魚に、大象 20 頭の水袋と

家中の食物を与えた後に、魚たちに来世での縁を約束し「我今已によくこの魚に食を与えてそれをし

て飽満せしむ。未来の世、まさに法食を施すべし」（流水長者品第 16）と述べたという話である。 

 これを受けて、中国では天台智顗（538～597）が『金光明経』に対する註釈（『金光明経玄義』『金

光明経文句』）を書いて、放生池を千個つくったという。唐代以後には、庶民における放生と不殺生

のおしえが広く知られ、仏教徒の間で屠殺と肉食の忌避が広まった。日本では、古代に「慈悲をあま

ねく国土に施す王」による不殺生の実践として、放生が国家政策として進められた。天武 5（676）

年に諸国への詔によって動物を放つことが命じられ、持統 5（691）年には畿内と諸国に放生のため

の長生池が造られた。697（文武 1）年には、諸国で毎年放生が実行される時には、国司が放生会に

臨席し点検することが定められた。さらに、国分寺に置かれた放生田の収穫によって動物や魚類を購

入し、毎年の放生会に備えるという放生の体制が整えられた。720（養老 4）年には、九州の隼人征

伐の後に宇佐八幡宮より「此度の合戦に多くの人を殺しければ、放生会をなすべし」（男山放生会図

録）という託宣が出され、放生会は神道に取り込まれて、現在に至るまで八幡宮の祭礼となっている。 

 『金光明経』の本生譚としては、次に飢えた虎に身を投げて我が身を食べさせた王子のことが書か

れている。3 人の王子が大竹林に入っていくと、7 子を産んで飢餓窮悴している雌虎を見つけた。第

3 王子は「誰かよくこれが為に身命を惜しまざらん」と言い、「乾竹を以て頸を刺して血を出し、高山

の上より身を虎前に投ず。この時、大地六種に震動して日に精光無き」となった。そして天から「善

哉善哉、大士、汝、今真にこれ大悲を行ずる者なり。衆生の為によく捨て難きを捨つ」（以上は捨身品

第 17）という声が降ってきた。この本生譚を描いたのが、法隆寺の玉虫厨子の捨身飼虎図である。 

 第 18 品 仏の讃歎 

 第 19 品 経の宣布 

 以上が、『金光明経』の大体である。天武・持統・聖武朝の間、『金光明経』にもとづいて「仏法を

まもる帝王によって、仏神の国土加護による安穏平和がもたらされる」という政策が推進された。 

 

 

３、日蓮の国土観 

 日蓮宗の開祖である日蓮は、安房国（千葉県安房郡）に生まれて 12 歳で寺に入り、18 歳で出家し

た。その後比叡山などで修行し、法華経に究極の真理を見いだした。1253（建長 5）年に、日蓮と改

名し安房の清澄寺で布教を開始して、鎌倉に出た。35 歳の 1256（康元 1）年から諸国で飢饉・群盗・

疫病が起こると共に、鎌倉で大洪水と大地震があり、鎌倉に死者・病者・饑餓者があふれた。 1257
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（正嘉 1）年の大地震は、8 月 23 日に起こった。 

戌の刻大地震。音有り。神社仏閣一宇として全きこと無し。山岳頽崩し、人屋顛倒す。築地皆悉

く破損し、所々の地裂け水湧き出る。中下馬橋の辺地裂け破れ、その中より火炎燃え出る。色青

しと。                                   （吾妻鏡） 

 午後 8 時頃に、大地震があった。神社仏閣で無事なものは一つもなかった。山は崩れ、家も塀もす

べて崩れた。所々で地面が裂け、水がわき出し、中下馬橋のあたりでは地割れから炎が燃え上がった。

色は青かった、と伝える。 

 1260（文応 1）年に、39 歳で『立正安国論』を、前執権の北条時頼に提出して、「王である将軍が

正法に帰依すれば、国土の安穏豊楽が回復する」ことを述べている。その後に伊豆国伊東への流罪と

鎌倉での襲撃（小松原法難）を経て、47 歳の 1268（文永 5）年には蒙古の国書が鎌倉へ到着した。

それを知った日蓮は、『立正安国論』を諸方へ書き送った。いったんは斬首と決められるが、許され

て 50 歳で佐渡へ流罪となった。53 歳で佐渡から鎌倉に戻り、4 月に平頼綱に蒙古襲来を述べるが容

れられず、鎌倉を退去して身延山へ向かった。その年の 10 月に蒙古が襲来（文永の役）している。

身延山では著書執筆に励んでおり、61 歳で武蔵国池上邸にて亡くなった。 

 日蓮の善神捨国説は『立正安国論』に説かれている。『立正安国論』は、主客の問答形式でなってお

り、第 1 問答では、最初に日蓮の目に映る鎌倉の様子が描かれる。 

旅客来りて嘆いて曰く。近年より近日に至るまで、天変地夭・飢饉疫癘、遍く天下に満ち、広く

地上に迸る。牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。死を招くの輩、既に大半に超え、悲まざるの族敢

て一人も無し。……（神仏諸神に祈り、善政を行っているのに）……然りと雖も唯肝胆を摧くの

みにして、弥（いよいよ）飢疫に逼られ、乞客目に溢れ、死人眼に満てり。臥せる屍を観と為し、

並べる尸を橋と作す。……此の世早く衰え其の法何ぞ廃れたる。是れ何なる禍に依り、是れ何な

る誤に由るや。                             （立正安国論） 

「さまざまな教えを信じて、実践しているのに、なぜ災害・飢饉がうち続くのか」という旅客の問い

に対して、主人は次のように述べる。 

主人の曰く、「……（一人で考えていたが、客が来て尋ねるからお話しすると）……具（つぶさ）

に当世の体を覿（み）るに……聊（いささ）か経文を披（ひら）きたるに、世皆正に背き、人悉

く悪に帰す。故に善神は国を捨てて相去り、聖人は所を辞して還りたまわず。是れを以て、魔来

り鬼来り、災起り難起る。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず。（立正安国論） 

「世の中が正しい教えに背き、人々が悪に帰依しているから、善神に捨てられ聖人は還らず、悪魔や

鬼神がやってきて災難が起こる」というのだが、その証拠としてあげられるのが、『金光明経』であ

る。 

金光明経に云く「其の国土に於て、此の経有りと雖も、未だ甞て流布せしめず、捨離の心を生じ

て聴聞せん事を楽わず。亦供養し尊重し讃歎せず。遂に我れ等及び余の眷属無量の諸天をして、

此の甚深の妙法を聞くことを得ざらしめ、甘露の味に背き、正法の流を失い威光及以び勢力有る
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こと無からしむ。悪趣を増長し、人天を損減し、生死の河に墜ちて、涅槃の路に乖かん。 

              （立正安国論） 

その国土で金光明経が尊重されず正法が失われると、守護の四天王ら善神は、正しい仏法の流れが失

われて、正法の甘露をなめず、神々の威光勢力が衰えてしまう。その結果として人や天の善道は損な

われ、生死を繰り返す輪廻の川に墜ちて涅槃に背を向ける、とする。その時に、四天王らは国土を捨

てる。 

世尊、我等四王、並びに諸の眷属及び薬叉等、斯くの如き事を見て、其の国土を捨てて擁護の心

無けん。但だ我等のみ是の王を捨棄するに非ず。必ず無量の国土を守護する諸大善神有らんも、

皆悉く捨去せん。既に捨離し已りなば、其の国当に種種の災禍有つて国位を喪失すべし。 

                    （立正安国論） 

我ら四天王や眷属の善神はこの様子を見て、この国土を捨てて、擁護の気持ちを無くしてしまう。我

らのみならず、国土を守護する無数の大善神らも、皆悉く捨て去ってしまうだろう。神々が国土を見

捨ておわれば、その国はまさにさまざまな禍が起こり、国というものがなくなってしまうだろう、と。

次に語られる神々に見捨てられた国の惨状は、迫真の描写となっている。 

一切の人衆、皆善心無く、唯繋縛・殺害・瞋諍のみ有つて、互に相讒諂し枉げて辜（つみ）無き

に及ばん。疫病流行し、彗星数ば出で、両日（二つの太陽）並び現じ、薄蝕（はくじき 光をう

しなう）恒（つね）無く、黒白の二虹（黒白の虹）不祥の相を表わし、星流れ地動き、井の内に

声を発し（地震の時に井戸水の増減に伴う音か）、暴雨・悪風・時節に依らず。常に飢饉に遭つ

て苗実成らず。多く他方の怨賊有つて、国内を侵掠し、人民諸の苦悩を受け、土地所楽の処有る

こと無けん」已上。                          （立正安国論） 

 一切の人々は皆、善心が無くただ繋縛・殺害・怒りと諍いのみがあり、お互いに讒言しあって罪の

ない者まで罪に陥れるだろう。その時には、疫病が流行し、彗星が出て、二つの太陽があらわれて光

りがなくなり、黒と白の虹が出る。星は流れて、大地は動き、井戸の名から声が発されて、時ならぬ

暴雨風が起こるだろう。他国から賊が侵略して人民は苦悩し、楽しい場所は無くなるだろう、と『金

光明経』の引用を終えている。日蓮は、この後に書いた『守護国家論』で、現状から『金光明経』を

次のように読んだ。 

（日本に正法がないから）この故に諸の天は妙法を聞くことを得ず、法味を味あわざれば、威光

勢力あることなく、四天王並びに眷属はこの国を捨て、日本国守護の善神も捨て離れ已（おわ）

んぬ。故に正嘉元年（1257）には大地大いに震い、同じき二年にも春の大雨は苗を失い、夏の

大旱（だいかん：干魃）は草木を枯らし、秋の大風は菓実を失い、飢渇忽ちに起こりて、万民を

逃脱（ちょうだつ）せしむること、金光明経の文の如し。          （守護国家論） 

正法を行わないから、四天王をはじめとする善神が力を失って国土を見捨て、災厄が起こっているの

である。人は国土の安穏豊楽のために正法を行うべきであり、神々は正法を行う人と国土を守護する

べきであるとする。 
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 1280（弘安 3）年 12 月に鎌倉の鶴岡八幡宮が炎上した。弘安 4 年の第 2 回蒙古襲来の前年であり、

朝廷からはすでに諸寺諸社に異国調伏の祈祷が出されていた。6 年前（1274 年）には九州筥崎の八幡

宮が炎上しており、元寇の危機に直面する日本において清和源氏の氏神である八幡が炎上するという

ことは重大な不祥事であると考えられた。日蓮は、正法を守る人を八幡神が護らないから、八幡より

上位である四天王らの神々から炎上という責めを蒙ったと考えて、八幡神を叱りつける『諫暁八幡抄』

を書いた。つまり日蓮は、人と神は正法を行うことによって安穏豊楽な国土を実現すべきだと考えて

いる。日蓮は「この土（娑婆・苦界）を捨てて何れの土を願うべけんや。実（まこと）の浄土を定む

るに、この土は即ち浄土なりと定め了んぬ」（守護国家論）と宣言した。遠い西方浄土を願うのでは

なく、この現実世界こそ実は浄土であり、浄土とすべきだ、というのが日蓮の思想である。これは、

目に見えない神と人間が協働して浄土を実現する世界観であり、自然観であると言えるだろう。 
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The View of Nature Appeared in “Konkomyo-kyo” 

 

NISHIMURA Ryo 

 

From the view of nature developed in the Japanese intellectual history, we will see something 

supernatural in the deep nature. Here we consider the view of nature appeared in "Konkomyo-

kyo", among the Buddhist sutras as the basis of traditional view. 

"Konkomyo-kyo" says that the politically powerful king's protection of True Dharma will bring 

peace to our society: His practice of this Dharma will make the invisible gods protect our land; a 

peaceful and prosperous world becomes a reality. This sutra also preaches about the king's reverse 

practice: When he abandons and pays no notice to True Dharma, the good gods will desert our 

land; starvation,disease,and war will break out. 

Under the Ritsuryo System (centrally governed in accordance with Chinese-based legal 

codes),the early Japanese government had followed "Konkomyo-kyo" to promote the Buddhist 

policies for protection of the nation: The Buddhism-protecting king will make Buddhist and Shinto 

deities help for our land; their help will bring comfort and peace.   

During the medieval Kamakura Period in Japan,Nichiren (a Japanese Buddhist monk) 

developed "Konkomyo-kyo" into his thought that the good gods will desert a nation. He argued 

that everyone around the world abandons True Dharma and respects misdirected teachings; 

therefore, the good gods and Buddhist saints desert our land; the coming of demons and devils 

causes various disasters. 

Such arguments of "Konkomyo-kyo" and Nichiren seem typically ancient or medieval. They 

are unlikely to be applicable today. However, we could say that their thoughts reveal two sides: 

One is the world view that the invisible gods and we collaboratively realize Buddhist Pure Land; 

the other one is a clue to the new and currently-required view of nature. 

 

Keywords：“Konkomyo-kyo”, the view of nature, True Dharma, the protection of the nation,  

Nichiren 

 


