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	 	 	私たちは皆、勝利の人生を歩む可能
性をもっています。勇気をもつ力、円満
な人間関係を築く力、健康と繁栄を満
喫する力、他者を真心から思いやる力、
そして重大な悩みと正面から向き合い
克服していく力は、すべて、私たち自身
の中にあるのです。
　それでは勝利の人生を歩むのに、肝
心なことは何でしょうか。それは、人間と
しての最高の特性を発揮し、周囲の環
境をも改善していけるよう自分自身を磨
くことです。この自己成長の過程は、人
格の形成であり、“人間革命”ということ
ができます。

勝利の人生



　こんな場面を考えてみてください。	 もしかすると、あなたは職
場で冷遇されていると感じているかもしれません。例えば、上司
があなたに対して不親切だったり、無視したりするとしましょう。
しばらくそれが続くと、今度はあなたが不満を抱き、上司に対し
てけんか腰になってきます。たとえ、そんな気持ちをうまく隠し通
そうと思っても、時々、それが醜く頭をもたげます。そして、同僚や
上司からは逆に、仕事に専念していないかのように思われたり、
不遜な態度をとっているかのように勘違いされたりします。もち
ろん、そのようなあなたの態度や気持ちには、それなりの理由が
あるのですが、たとえそれが何であっても、好ましくない人間関
係が原因で、あなた自身が成長するチャンスを失っているので
す。これは、職場においてよく見られる場面ではないでしょうか。
　しかし、単に気持ちの入れ替えではなく、自分を深く内省し、
強い活力と自信、そして慈悲の心をベースにした人生観をもっ
て仕事に取り組むようになったら、状況はどう変わるでしょう
か。あなたは、上司の立場を慈悲の心で包み込むことができま
す。そこで生まれた新たな理解から、以前とは違った態度で接
するようになり、喜んでサポートできるようになるはずです。そし
て、上司がまだあなたのことを良く思っていなかったとしても、あ
なた自身はそれほど気落ちしたり、影響されたりしなくなります。
　やがてその上司は、あなたを見る目を変えるはずです。つま
り、いつでも状況を改善するチャンスはあるのです。
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　明らかにこれはごく単純な一例で、そんなことは当然のことだ
と思う人も多いかもしれません。しかし、実際に日常の仕事や
生活全般にこのような姿勢を堅持していくには、私たちの人格
や心の在り方に根本的な変化が伴わなくてはいけません。でも
いったん、私たちにその変化と成長が始まると、終わりのないド
ミノのように、周囲の人々にまで良い影響を及ぼしていくことが
できるのです。
　日蓮大聖人の仏法の実践は、このような内面的な成長を促
進するものです。この信仰により、私たちは、自分の生命に秘め
られた無限の可能性を開くことができます。それが、「勝利の人
生」を歩むかぎといえます。
　日蓮仏法では、他者や環境と調和しながらも、揺るぎない自
己の幸福と自由を獲得することができることを説いています。
　この仏法は、最も本質的な人間の“生き方の哲学”であると
言えます。その教えの根底には、一人の人間	 とその人が生きる
環境とは一体であるという考えがあります。例えば、水中にすむ
魚のように、魚と水の二つの実在は、自然界の正しい営みとい
う面から考えた場合、切り離すことができないばかりか、互いに
なくてはならない重要な存在です。このように、仏法の実践にお
いては、自分を磨き高めていくことと周囲の環境を良くしていく
こととは一体のことです。つまり、自分の悩みと向き合いそれを
解決していくとき、おのずと周囲の環境をも改善していけるので
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す。なぜなら自分という存在は、良きにつけ悪しきにつけ、環境
を大きく左右する主体であるからです。
「仏」とか「仏陀」という言葉を耳にすると、歴史や宗教の授業
で習った特定の人物を想像するかもしれません。しかし、「仏」
とは私たち一人ひとりが経験できる最も崇高な生命状態を表
しています。「仏陀」とは、実際のところ、「覚者（目覚めた者）」と
いう意味があり、「釈迦（釈尊）」とか「シッダールタ・ゴータマ」と
して知られる歴史的な意義での「仏陀」は、すべての人々は生
命の内奥に備わる仏界に目覚めることが可能であると発見した
のです。このことは、冬期のバラの木に例えることができるでしょ
う。つまり、春がくればバラの花が咲いて美しい色彩が目に見え
るのですが、冬の間、その花は私たちの目に見えずに潜んでい
ます。
　同じように、私たちの潜在的な可能性を実際の生活の上に開
くことによって、自分の生命が限りない知恵と勇気、希望、自信、
慈悲、活力、そして忍耐にあふれていることを発見できるのです。
それに気づいたとき、どんな問題や課題にも、恐れたり、避けた
りすることなく、確信をもって挑戦していくことができます。
　仏法はまた、他者とのかかわりについて、最も納得のいく生き
方、哲学を示しています。それは、問題や悩みを抱えている友人
や仲間を助けることによって、自分自身の人生を豊かにし、成長
できるということです。他者を助けることで、自身も実力を磨き、
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強い人格が形成されていくのです。それはまた、自分自身の悩み
をも乗り越える力となります。私たちが、そのような成長を遂げ
ていく過程で、自身の悩みや問題とのかかわり方はずっと前向
きなものになります。

																												◆　人間革命　◆

　この内面的な変革をとおして、私たちは自分自身の夢や願い
をも達成することができます。日蓮大聖人の仏法は、願いや欲
望をなくすことを目指すものではありません。人間であるという
ことは、夢や願いをもつ存在であることを認め、その実現への努
力のなかにこそ、“人間革命”と生命の練磨があることを説いて
います。	生命を磨くとは、幸福を引きつける生命の磁石が、その
磁気力を増していくようなものです。
		ですから、仏界に目覚めるという究極の仏道修行も、自己の夢
や願望の実現に向かって成長する過程にこそあるといえます。
			生命というものは、一瞬一瞬、絶えず変化していきます。唯一、
変わらないことといえば、それは“変化する”という事実です。私
たちの心もまた、絶え間なく動き続けています。例えば、ある瞬
間に大いなる勇気がわいて、全世界をも自分の掌中に収めるこ
とができると思えたとしても、次の瞬間にはもう、ほんの小さな
出来事にすら圧倒されそうになることがあります。しかし、日々の
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たゆみない仏道修行をとおして、私たちは、常に決意をより強い
ものとし、勝利の人生を歩む力をつけていくことができます。
　しかし、ここで大事なことは、人生における勝利といっても、そ
れは苦労や問題がないことや、問題をうまく回避することでは
決してないのです。人間として生を営むことは、困難や労苦に直
面し続けることを意味します。それならば、本当の幸福や勝利と
いうものは、そういった人生のハードルに逞しく挑み、乗り越え、
そしてより強く、より賢明に生きていけるよう、自分を励ます“何
か”をもつことではないでしょうか。どんな人の生命にも、人生
のさまざまな困難と向き合っていくのに必要な力や資質が蓄え
られた“宝庫”が存在するのです。仏法とは、その宝庫の扉を開
き、自分がもって生まれた無限の力をフルに発揮させるための
実践にほかなりません。
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	仏法の実践には、3つの基本があります。
「信」ずること、「行」ずること、そして	
「学」ぶことです。この「信・行・学」は、
私たちが生命を磨き、仏界に目覚める
ために欠かすことのできない実践項目と
言えます。いわば、料理においては、なく
てはならない主成分にあたります。1つ
の成分でも欠けてしまえば、料理は完成
しません。同様に、仏界の生命を顕すた
めには、「信・行・学」の3つの主成分（実
践）が不可欠なのです。前章に述べた、
私たちの内なる変革,“人間革命”は、こ
れらの実践による目に見える成果、また
時として目に見えない成果といえます。

実践の基本



この「信・行・学」の基本は普遍的なものであり、いつの時代で
も、どこの国でも変わることはありません。
　「信」—	 一般的に、宗教を実践する人（宗教団体に加入する
人）は、その宗派や団体が信奉する主義や教義を	 “信ずる”こ
とが第一の条件・前提となります。つまり、多くの場合、それらの
教義が確かなものであるかを突きとめる前に、信仰は開始され
ると言ってもいいでしょう。しかし、まったく経験や理解がないも
のを、私たちは、実際どうやって信ずることができるのでしょう
か。ある宗教が、その信者の日常生活の上に利益をもたらし、
不幸の原因を実際に解決するのでなければ、その教義を実践
する信者自身も幸福を得ることができません。今日の多くの宗
教には、その信者に、自分で人生を切り開く能動的な“力”を与
えず、むしろ、団体や自分以外の他の力に頼ることを勧めている
様子が見られます。
　しかし、日蓮大聖人の仏法は、それらの宗教とは違います。
日蓮仏法における「信」は、経験と実際の結果（現証）に基づく
ものでなければなりません。なぜなら、教えや実践の“力”の確
証、すなわち利益や功徳を実際に体験することが大切だからで
す。“信ずること”はまず、未来への期待や希望から始まります。
私たちが、この仏法に何かを期待し、試そうとするならば、「信」
を培っていけばいいのです。実生活の上に現れる現証や経験
が、肥料・栄養となります。それはさらに、家を建てる際の、レン
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ガを一つひとつ積み上げていく作業にも例えられるでしょう。
　「行」—	 経験をとおして「信」を培っていくには、どうしてもアク
ション（行動）が必要です。具体的な日常生活の上で、仏界の
生命を実感し、知恵を発揮し、また生命力を増していくのでな
ければ、信仰も観念だけとなってしまうからです。自分の生命に
仏界を顕すために、日蓮大聖人は、２種の“修行”を勧めていま
す。それは、自分の幸福のための修行＜自行＞と、他人の幸福
のための修行＜化他行＞です。
	 	 	 まず自行は、主に「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることで
す。毎日、朝と晩に、「勤行」と呼ばれる祈願の儀式を行います。
勤行では、「南無妙法蓮華経」を唱えるだけでなく、法華経とい
う経典のうち最重要とされる2章(部分)を読誦します。これら2
章のうち「方便品」（第2章）は、誰もがみな、悟り（仏界を顕す）
に至る可能性があることを説いています。そして「寿量品」（第
16章）は、永遠の生命を説いています。
			そして次に、他人の幸福のための修行＜化他行＞は、慈悲の
心で他者を思いやり、その人が人間革命を遂げ、幸せな生活を
つかめるように手助けしていくことです。つまり、自分の幸せのた
めに励む修行＜自行＞を他者にも勧め、正しく実践できるよう
に導いていくことです。この化他行をとおして磨く慈悲の生命
（菩薩の生命）は、即、自己の成長と福徳をもたらすのです。
　「学」— この仏法の教義が正しいことを確信し、なぜそれに
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基づいた実践が結果（現証）を生み出すのかを理解するために
も、この仏法の教えを学ぶことが肝要です。私たちが学ぶべき
根本的な教えは、言うまでもなく、この仏法の開祖（創始者）で
ある日蓮大聖人の教えです。今から700年以上も前の13世紀、
大聖人は、当時の信徒に宛てて多くのお手紙を書かれたり、論
文等の著述を残されたりするなど、日蓮仏法の教えと正しい信
仰の在り方を後世のために示されました。そうした御述作は、
今日まで大切に保存され、現在では、「日蓮大聖人御書全集」
（略して「御書」と呼びます）として、英語版	 (The	 Writings	 of	
Nichiren	 Daishonin)をはじめとするさまざまな言語に翻訳、
出版されています。この「御書」により、私たちは、日蓮仏法の正
しい教義と実践を学ぶことができるのです。
　創価学会インタナショナル（SGI）は、日蓮仏法の信仰者を
サポートし、国際的にその教えを広めていくために設立されま
した。現在、その会員と組織の輪は世界192ヵ国・地域に広が
り、1200万人を超す人々が、日々、仏道修行に励んでいます。
ここアメリカには、アメリカSGIという組織があります。（詳しく
は、37㌻の「仏教のルーツ」の章をご参照ください）
　SGIは、数多くの学習教材を作成してきました。それらは、仏
法哲学を深く洞察したものから、会員の実体験を綴ったものま
で、幅広い内容となっています。（巻末の「推せん書籍・刊行物」
の欄をご参照ください）そのなかには、法華経など釈尊が説い

14



た教えの原典まであります。このような学習教材は、信仰への確
信と理解を助けるとともに、悩みに直面したときの私たちに力強
い励ましを与えてくれます。

																	◆　「南無妙法蓮華経」とは　◆

　日蓮仏法の基本は、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えること
です。これは、妙法という全宇宙を貫く法則の題号、呼び名で
す。日蓮大聖人は、この妙法という究極の法理を、法華経という
釈尊の膨大な教えの中でも最も価値ある経典に見出されまし
た。有情、非情にわたるすべての生命、そして宇宙の森羅万象
は、この妙法の“顕在化”ととらえられるのです。したがって、この
妙法の題号である「南無妙法蓮華経」を唱えるとき、私たちは、
自らの生命を大宇宙の根源のリズムに合致させることができま
す。その結果、豊かな生命力がみなぎり、知恵と慈悲の心にあ
ふれ、生活面のあらゆる悩みをも悠 と々乗り越えていくことがで
きるばかりか、福徳に満ちた人生を築いていけるのです。
　ここで、簡単に「南無妙法蓮華経」の意味を説明します。
　南無	 —	梵語(サンスクリット語)の音写で帰命という意味で
す。「信・行・学」の実践を貫くことが、妙法に帰命(帰依)すること
になります。それにより、自身の内奥に存在する仏界の生命に目
覚めることができるのです。
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　妙法	—	文字の意味では「不可思議な法」となります。日蓮大
聖人は、妙法について、御述作の「一生成仏抄」でこう述べられ
ています。「そもそも、妙とはどのような意味か。それはただ我が
一念の心の不思議なるところを妙というのである。不思議とは
心も及ばず語も及ばずということである。したがって、起こるとこ
ろの一念の心を尋ねてみれば、有るといおうとすると、色も質も
なく、また無いといおうとすると、さまざまに心が起こってくる。有
ると考えるべきでないし無いと考えるべきでもない。有無の二
つの言葉も及ばず、有無の二つの心も及ばない。有無にあらず
して、しかも有無に遍くいきわたって、中道一実の妙体であって
不思議であるのを、妙と名づけるのである。また、この妙なる心
を名づけて法ともいうのである」（御書　384㌻　通解）
　蓮華		—	文字通りの意味では「蓮の花」。蓮は、種をつけるの
と花を咲かせるのが同時であるという特徴をもっています。その
特徴から、「蓮華」は、“原因”と“結果”が同時に伴うことを意味
します。仏法の視点から見ると、私たちは、日常、心（意）、言葉
（口）、そして行為や振る舞い（身）をとおして、未来の結果とな
る“原因”を作っているのです。そうした善悪につけ作られる“原
因”は、その原因がもたらすべき“結果”を伴って、私たちの生命
に刻み込まれます。そして、その結果は、さまざまな縁や環境に
触れ、しかるべき時に目に見えて現れるのです。ですから、私た
ちの人生は、未来の“結果”となる“原因”を、一瞬一瞬、創造し
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ていく連続作業と言えましょう。「南無妙法蓮華経」と唱え、祈る
ことは、願ったとおりの結果を生み出すための最高の“原因作
り”となるのです。
　 経	—音声または仏典を意味します。仏法では、法を“聞く”こと
（聞法）、また仏の“声”が、大きな意義をもっています。そのこと
は、「如是我聞」（是の如きを、我聞きき）という言葉が法華経の
随所で用いられていることからも裏付けられます。
　「妙法蓮華経」は法華経の表題ですが、それ自体に甚深の意
義が含まれています。日蓮大聖人は、その「妙法蓮華経」に、サ
ンスクリット語の「南無」を冠され、「南無妙法蓮華経」こそ生命
と宇宙の究極の実相であると断言されたのです。
　さて、それでは何を祈って題目を唱えるのかというと、特別に
決められた条件やルールがあるわけではありません。「南無妙
法蓮華経」を唱えようと決め、自分の心の赴くままに唱題すれ
ばいいのです。そして、題目を唱えていくうちに、充実した人生を
築くための生命力と知恵を実感できるのです。
　第２次世界大戦後、創価学会の努力によって世界の人々が
この仏法に巡り合えるようになってから約60年が経ちました。
今や千何百万という人々が、あらゆる人生の課題に直面しな
がら、また大きな夢と目標をもって題目を唱えています。それら
は、健康上の問題であったり、経済的な危機であったり、切羽
詰まった心の痛みかもしれません。「祈り」といっても、日蓮仏
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法の「祈り」は、多くの宗教に見られる祈りとは大きく異なりま
す。なぜなら、どこか遠い所から人間に審判を下したり、裁きを
与えたりするような神的存在に救いを求めるのではないからで
す。私たちの祈りは、「南無妙法蓮華経」という妙法の音声（お
んじょう）によって、自身の生命の深層部を揺さぶり、力強い仏
界の生命を躍動させていく作業なのです。
　この宇宙普遍の法理は、どこでも誰にでも公平に働き、祈り
そのものに優劣などありません。ただ一つ問題となるのは、自分
自身が精一杯の努力をしているのか、また他の人にもそうする
ように励ましているかどうかということです。大聖人は、私たちが
生命の変革、人間革命に絶えず挑戦していかなければ、仏界
の生命はわいてこないと仰せです。つまり、何かに依存しようと
する心ではなく、自ら目標を達成しよう、どんな問題も解決して
いこうという自発的な意志と挑戦が大切なのです。
　ここで重要なことは、私たちの祈りは自分自身の生命の内か
ら限りない可能性と知恵を引き出すことが目的であり、その努
力から結果まで自分自身が責任をもっていくということです。
　誰もが仏法の実践をスタートし、素晴らしい唱題の功徳を感
じ始めると、仏法者としての自覚をさらに増し、より深く仏法の
実践を試みようとします。その最初のステップは、「御本尊」（「根
本として尊敬する」の意）を受持することです。大聖人は、ご自身
が覚知された尊極の生命を「御本尊」という曼荼羅としてした
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ためられました。日蓮仏法を信仰する私たちは、各家庭に安置
された御本尊に向かって勤行し、題目を唱えます。（どのように
御本尊をお受けするかについては、紹介者にお尋ねするか、ア
メリカSGI本部まで直接ご連絡ください。電話：310-260-8900	
ウェブサイト	www.sgi-usa.org）
　大聖人は、ご自身の悟りの生命、すなわち覚知された尊極の
生命（仏界）を御本尊としておしたためになりましたが、ここで
重要なことは、私たち一人ひとりにも大聖人と同じ仏界の生命
があり、悟りを開く可能性があるということです。池田大作SGI
会長は、著作の中でこう言われています。「大聖人が、元初の妙
法と一体である御自身の生命を、そのまま御図顕されたのは、
万人の『胸中の本尊』を開き顕すためです。私たちが成仏する
ための修行の明鏡として与えてくださったのです」（「御書の世
界」第2巻	 162㌻）私たちは、御本尊に向かい題目を唱えるこ
とによって、自己の生命を御本尊に合致させ、そこに顕された
大聖人の生命そのものを自分の身に映し出すことができるの
です。
　そこで大聖人は御本尊を“内なる自己の鏡”と称されたので
す。つまり私たちは、御本尊によって、自分の本来の姿を見つめ
ることができるのです。あまり好きではないところを変えることが
でき、また好きなところをより豊かにすることができるのです。私
たちの生命状態は、多様な周囲の環境や縁に触れて変化しま

19



す。例えば、とても穏やかで物静かな人であっても、もし誰かに
何かかんしゃくを起こすようなことを言われれば、怒りだすでし
ょう。この場合、かんしゃくや怒りは、そうした外的な刺激に影
響されるまで潜んでいたことになります。同じように、生命に潜
む最も崇高な生命状態である“仏界”を顕現させるためには、あ
る刺激、誘因が必要です。大聖人の仏法への確信が深まって
いくと、御本尊こそ最高の善の力を引き出す“外的な誘因”であ
り、その御本尊に題目を唱えることは、私たちに潜在する仏界
を活性化させる“内的な刺激”ということが分かってきます。
　御本尊は、家庭にある仏壇の中に安置され、家事などの日課
によって傷つくことがないように保護されます。

																								◆　正行と助行　◆

	 どれくらい題目を唱えるべきでしょうか。勤行は、基本的に法
華経（２つの章）の読誦、「南無妙法蓮華経」の唱題、御祈念
からなり、毎日、朝と晩に行うものです。「正行」と呼ばれる唱題
は、エンジンの燃料のようなものです。そして「助行」と呼ばれる
法華経の読誦は、エンジンに油を差すようなものです。それら正
行と助行が合わさったとき、最大の効果が発揮され、何事にも
最高のコンディションで臨んでいける確信がわいてきます。
　さらに、勤行の時以外にも自分の好きな時間に、心ゆくまで
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題目を唱えることもできます。多くの新入会メンバーは、車の“試
運転”のように、何か手応えをつかむまで題目の力を試そうとす
るかもしれません。唱題する時間は、各人が必要や状況に応じ
て決めればよいのです。しかし、朝晩の勤行は、日々の実践の基
本とすべきでしょう。なぜなら、毎日、御本尊に自身の生命を合
致させることによって、大宇宙の生命リズムと呼吸を合わせてい
くことができるからです。

																						◆　他者を慈しむ心　◆

　私たちは、仏法の偉大な功徳を実感し始めるとき、今度は自
然とその体験を家族や友人に語ろうとするでしょう。そして、自
分と同じように試みることを勧めたくなります。このように、仏法
を他者に語りその実践を勧めていくことを「化他行」といい、自
分の仏界を引き出すもう一つのかぎです。
　SGIの究極の目的は、地球上の誰人もが幸福を満喫できるよ
うな平和な世界の構築に貢献することです。他者を助けサポー
トしていこうとする努力によって、私たちは自分の生命を磨き、
逞しい自分自身をつくりあげていくことが可能です。このような
他者を慈しむ生き方は、自分の仏性（仏になる種子）を育みま
す。私たちの成長の機会、仏界の生命への目覚めは、自分の周
囲にいる身近な人 と々の慈悲の心で結ばれた交流のなかにこ
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そあるのではないでしょうか。
　この点は、何も仏法に限ったことではありません。一般に多
くの人々は、心から他者を思いやり手助けすることで充実感を
得、自身を向上させます。自分が抱えていた問題や悩みを克服
した体験はそのまま、友人と語り合うよき話題となります。私た
ちは、家族や友人のために祈ることができます。仏法を勧めるこ
とができます。自分の人格が信仰によって、より豊かになってい
くことを示すことができます。すると、家族や友人たちは、あなた
の成長の源に強い関心を抱くに違いありません。
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　仏性（仏になる種子）は、単に幸せな
気分や至福の感覚とは違います。それ
は、妙法という大宇宙の法則に則った
生命状態の一つです。この妙法がどの
ように働くのかを完全に理解できなくて
も、私たちはその利益、功徳を受けるこ
とができます。自然界の法則もまた、私
たちがその働きを理解していなくとも、
厳然と存在しています。例えば、万有引
力の法則そのものは私たちの目には見
えません、しかしその存在は証明可能
です。仏法が説く“妙法”という生命の
法則もまた、余りにも深くまた複雑すぎ

生命変革のプロセス



てここで論じ尽くすことはできません。しかし、いくつかの基礎
的な理念について学習することにしましょう。

　　　　　　　　◆　永遠の生命　◆

　ある宗教は、私たちが“生”を受けるのはたった一度だけだと
し、“死”を迎えたならば、その後は永遠に天国に行くか地獄に
行くかのどちらかであると説きます。しかし、生命の永遠性を説
く仏法の視点では、生命自体、始まりも終わりもない実在であ
るととらえます。したがって私たちは、生と死のサイクルを繰り返
しながら、無数の生涯を生きることができるのです。それはあた
かも、夜眠りにつき、体を休めて元気を取り戻し、そして翌朝、
新たに目を覚ますようなものです。
　仏法では、私たちの生命には永続的で普遍的なある種のエ
ネルギーが備わっていると説きます。池田SGI会長はこう説明
しています。「死後、何が続くのか？	結論から言えば、釈尊の答
えは『業相続』でした。現在は過去の行為（業＝カルマ）の結果
（果報）であり、現在の行為が未来の生の在り方を決定する。
つまり、行為（業）の影響が次々に生死を超えて受け継がれて
いくということです(中略）現代人にわかりやすく言うと、『業の
エネルギー』が生死を超えて続いていくのです」（「法華経の智
慧」第4巻	343㌻）
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　私たちが死を迎えると、生を維持する肉体の機能は停止し
ます。しかし、さまざまな業（カルマ）が“因”として刻まれた生命
エネルギーは、目には見えませんが、潜在的に継続します。する
と、「死」というものは、新たな「生」の可能性を生むととらえるこ
とができます。再度用いる例えですが、「死」は冬のバラの木のよ
うであり、時期が来れば花（生）を咲かせる可能性を秘めてい
ます。適切な時が到来し、適切な環境的要因がそろったとき、バ
ラの花は開花（誕生）します。
　現在のこの瞬間までに行った行為のすべては、私たちの生
命に刻まれています。これは、「因果の法則」であり、そうした“因”
（原因）は、必ず“果”（結果）を伴うのです。したがって、業（カ
ルマ）によって“因”は作られると言えます。業には「身口意の三
業」と呼ばれる3種があります。つまり、行為（身）、言葉（口）そし
て心（意）で、日常、私たちはあらゆる“因”を作っているのです。
その一つ一つの“因”は、必ず“果”を生じます。
　仏法では、「因果倶時」といって“因”（原因）と“果”（結果）は
同時に倶っていると説きます。したがって、“因”が作られた瞬間
に、その“果”も植物の種のように私たちの生命に広がる田畑に
植えられるのです。実に、この「因果倶時」の法則は、種（因）と花
（果）が同時に生じるといわれる“蓮の華”に象徴されています。
しかし、“果”が“因”を作ると同時に生命に刻まれるといっても、
それはすぐに目に見えて現れるとは限りません。適切な環境
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要因がそろったときに初めて、その“果”は潜在から顕在となり、
実際の生活の上に現れるのです。別の見方をしてみましょう。私
たちの“因”をつくる業（カルマ）を生命の銀行口座に入れると、
目に見えない“果”の残高となって記録されるのです。その残高
は、適切な時に適切な縁に触れ、私たちの手元、つまり生活上
に返ってきます。
　このように、私たちは絶えず“因”をつくりながら生活し、また
同時に、その“果”もまた生命に刻印されます。その一生に終止
符が打たれた場合、生命に潜んでいる“果”、つまり池田SGI会
長が言うところの「業のエネルギー」が、次の「生」への誕生を
決定づけることになります。したがって、私たちが再び生を受け
たとき、過去世の業の影響として同じ課題に直面することにな
ります。するとこれは、人はなぜ全く別々の境遇に生まれるの
か、つまりなぜ人々はみな違う業をもって生まれるのか、という
謎解きにつながっていくわけです。
　この原理は、まさに、変えることは不可能と思いがちな過去の
宿業や運命も、実は変えることが可能であることを意味してい
ます。この大いなる希望は、仏法の実践によってのみ見出すこと
ができるのです。理屈としては、私たちは皆、良き“果”を得るた
めに良き“因”を積むべきであると考えます。しかしそれは、自分
の作った（過去の）“因”に対しては何の術もないという考えをも
意味します。しかし、この仏法の偉大なところは、過去の“因”に
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振り回されない自己の逞しい生命を創っていける点にあると言
えます。
　次の例を考えてみてください。私たちは、自分と親しい相手に
対して、腹を立てたり、気持ちとは裏腹のことを言ったりするこ
とがよくあります。そんなときは、自分の本質的な性分や人格よ
りも、“怒り”の生命状態が自分を支配していると言えます。しか
し、この仏法を実践するとき、私たちは仏界を生命の基調、生
命の「くせ」とし、どんな状況にあっても知恵と慈悲に満ちた生
命に高めていくことができるのです。そうした生命の変革につい
て、池田SGI会長は「その人の『奥底の一念』を変えると言って
もよい。生命の基底部がどこにあるかで、人生は決まってしまう。
（中略）この基底部を仏界にしていくのが成仏ということです。
もちろん基底部が仏界になったからといっても、九界があるの
だから、悩みや苦しみがなくなるわけではない。しかし人生の根
底が『希望』になっていく。『安心』と『歓喜』のリズムになってい
くのです」（「法華経の智慧」第4巻	289㌻）
　
	 	 								 ◆　十界論　◆

　仏法では、生命の実体を説明するのに、「十界」という概念を
用います。この十界とは、日常生活のあらゆる場面において、私
たちの生命に現れる10種類の状態（境涯）のことです。誰もが
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等しく、これら10種類の境涯をその生命に顕す可能性をもって
おり、外的な縁に触れることによって、一瞬にして1つの境涯か
らまた別の境涯へと移っていくのです。つまり、一瞬一瞬のうち
に、10種のうちのどれか1つの境涯が顕れ、残りの9つは潜んで
（冥伏して）いるのです。それでは、それら10種の境涯を順に見
ていきましょう。
　地獄界	 —	これは、苦悶と絶望の境涯で、拘束され縛られた
不自由さに苦しむ状態です。この境涯は、無力な自分へのやり
場のない恨みから、自分自身と周囲の環境を破壊する衝動にか
られるのが特徴と言えるでしょう。
　餓鬼界		—	これは、お金や権力、名声などに執着し、飽くこと
を知らない貪欲に支配されている境涯です。欲そのものは、本
質的に10種すべての境涯に見られるものですが、この餓鬼界
では、欲望が自分を縛りつけ、どこまでいっても満たされること
がない深刻な“欲求不満”の状態と言えます。
　畜生界 —	これは、正邪・善悪の基準がなく、本能のままに生
きる境涯です。池田SGI会長は「人間でありながら、“人間らし
さ”を失った」（「法華経の智慧」第4巻	144㌻）境涯と言われて
います。この畜生界では、力の論理、弱肉強食といったいわば
“ジャングルの掟”が支配しています。何の臆面もなく、自分より
も弱い立場の人を脅したり利用したりし、逆に自分よりも強い
立場にある人にへつらう境涯です。

28



　修羅界	 —	 ここでは、自我意識というものが芽生えてきます。
しかし、それは利己的、打算的、かつ歪んだ意識です。とにかく
自分より優れた者の存在が許せず、すべてのものは、自分の立
場を脅かす可能性をもっていると見ます。池田SGI会長は、「要
は、他人と自分を比べて、自分が優れ他人が劣っていると思い
込む煩悩です。いわば、“自分が素晴らしい”という自己像を抱
いている。その自己像を壊さないことに修羅のエネルギーは注
がれていくのです。だから人にも『素晴らしい人だ』と思われる
ために、『本心を明かさない』	すなわち『諂う』のです」（「法華経
の智慧」第4巻	 154㌻）と、修羅界の特徴を示されています。こ
こでは自分だけが偉いと思い込み、他人を軽蔑するのです。“勝
他の念”に執着するあまり、人を心から尊敬することができない
状態です。
　人界	 —	 これは、平静な生命状態ですが、その下の4つの低
い境涯に転落することもある境涯です。基本的に、物事の善悪
をわきまえる知性をもって行動できる境涯ですが、周囲の環境
に影響されやすいことが特徴です。
　天界	—	これは、生存欲、本能的欲望、物質的欲望、社会的
欲望などが満たされたことによって喜びにひたっている境涯で
す。いくらその境涯が喜びに溢れていても、天界の喜びは夢や
幻のようなものです。欲望を満足させた先には、堕落という不幸
の道も存在するのです。

29



　		この地獄界から天界までの6つの境涯は、「六道」と呼ばれ
ます。これら6つに共通して見られるのは、その境涯の持続と変
化が、周囲の環境など自分の生命の外にある要因によって影
響される点です。
	 	 	ここで、誰かに愛されたいという願望に執着している（餓鬼
界の）男性を例にとってみましょう。もし彼が自分に対して好意
を寄せる人に会えたならば、欲求の充足を感じて有頂天になり
ます（天界）。やがて、その人をめぐるライバルが現れると、次に
彼は嫉妬心にさいなまれます（修羅界）。そしてついには、彼の
独占欲が、その愛する人との別れをもたらします。彼は絶望の淵
に沈み、もはや生きていてもしかたがないと思うかもしれません
（地獄界）。このように、私たちの多くは、地獄界から天界まで
の六道を行ったり来たりしながら、いつまでも、周囲の環境に
対する反応ばかりに気をとられているのです。このような状態の
なかで得られる幸福感や充足というものは、完全に自分以外の
外的要因に依存しており、はかなく移ろいやすいものなのです。
　この六道の境涯では、私たちは、自身の幸福と自分自身の存
在そのものまでを環境にゆだねてしまっています。
　次の2つの境涯、声聞界と縁覚界は、私たちが六道で経験す
ることはすべて永続性に欠けていると自覚し、普遍的な真理を
求め始めるときに生じます。これら2つの境涯と、その次のさらな
る2つの境涯、菩薩界と仏界とを合わせて「四聖（ししょう）」と
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呼びます。この四聖は、環境に振り回される六道の境涯と違い、
思慮深い努力によって至ることのできる生命状態といえます。
　  声聞界		—	これは、仏の教えや他者の経験を聞くことをとお
し、真理を求めていく境涯です。
　 縁覚界	—	この境涯は声聞界に似ていますが、縁覚界は、人
の教えや体験によってではなく、自らの知覚と認識によって真
理を求めていく点にあります。
　声聞界と縁覚界は、2つで「二乗（にじょう）」と呼ばれます。こ
の二乗の境涯では、私たちは、六道で経験するような外部環境
の支配下にあるのではなく、生命の独立を勝ち取っているので
す。しかしながら、この境涯にある人々は、いまだ六道をさまよい
（六道輪廻）苦悩の元凶に気づいていない人々を軽蔑の眼差
しで見てしまう癖があるのです。さらに、二乗にいる人々は、自
己中心的なところがあり、うぬぼれと自己満足に甘んじて、菩薩
界・仏界というさらに崇高な境涯にまで自分を高めていくことが
困難になるのです。
　菩薩界	 —	 菩薩とは、自分だけが最高の境涯（仏界）を開こ
うとするのではなく、すべての人々にもそれを可能にしたいと願
い、行動する人です。自分と自分以外のすべての生命はつなが
っているという真実をはっきりと理解するゆえに、自分だけが満
足する幸福にとどまらず、他人を不幸や苦しみから救うことに献
身する境涯です。日蓮大聖人は「菩薩界とは、六道の凡夫の中
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において、自身を軽んじ、他人を重んじ、悪をもって己に向け、善
をもって他に与えようと思う者がある」（御書　	433㌻　通解）
と仰せです。
			つまり、「自分を軽んじて、他人を重んじる」「苦しいことは自分
が引き受け、楽しいことを他に与えようとする」という理想的な
人間像を菩薩の姿に描かれています。まさに菩薩とは、他者の
幸せのために行動することに無上の喜びを感ずる人なのです。
　地獄界から菩薩界までの境涯は、集合的に「九界」と言われ
ます。この「九界」という言葉は、次の10番目の境涯（仏界）、絶
対的な幸福境涯との対照として用いられます。
　仏界	—	仏界は、言葉で表すのがとても困難なダイナミックな
境涯です。その特徴をとらえて分かりやすくいえば、「絶対的な
幸福の境涯」です。生命の究極の法則、真実の姿を見通してい
るからです。池田SGI会長はこう言われています。「『絶対的』と
いうのは、何があっても明らかに見ていけるからです。智慧です。
そして、何があっても動じないからです。心の強さです。その智慧
と強さを、いかなる時にも、生命の奥底からくみ出していけるか
ら、絶対的幸福なのです」（「法華経の智慧」第4巻	 244㌻）つ
まり、尽きることのない慈悲の心と知恵にあふれている状態とも
いえます。この仏界の境涯では、九界において解決しえない矛
盾や対立も、あらゆる調和を取りながら解決していけます。仏典
では、成仏、すなわち仏界の生命の特徴を「真実の姿」「過去の
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宿業の鉄鎖からの完全なる自由」「すべての迷いが洗い流され
た生命」などと表現されています。また、仏界の境涯は、具体的
には菩薩の行動と振る舞いとして現れるものです。

	 	 			  ◆　十界互具　◆

	 十界はもともと、生命がその業の報いとして誕生してくる世界
であり、別々に存在する十種の世界としてとらえられていまし
た。例えば、人間は人界、動物は畜生界、神は天界というよう
に。しかし、大聖人の仏法では、十界は私たちの生命の「境涯」
であると説き、人間生命に十界がすべて具わっていることを明
らかにしています。どの瞬間にも、ある一つの生命状態が現れ、
他の九界は冥伏状態にありますが、刻 と々変化してやまないの
が生命の姿です。
	 この法理はさらに「十界互具」という概念に展開されます。十
界互具とは、十界の各界が互いに十界を具えていることを言い
ます。例えば、地獄界の境涯の衆生も次の瞬間には地獄界に
留まっているか、または他の九界のいずれかの境涯を現じてい
るかもしれません。十界互具の法理の眼目は、九界の衆生の生
命に仏界が具わること、すなわち仏界は九界を離れた別の世
界にあるのではないということです。
	 生命は、瞬間瞬間、縁に触れて十界のいずれかの境涯を顕し
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ます。人の苦しみを見ると慈悲の境涯である菩薩界が顕れ、愛
する人を失えば地獄界に落ちて苦しみます。しかし、誰人の生
命にも、基調となる境涯があります。それは各人の生命活動の
集積によって決まる境涯です。例えば、三悪道を巡回する境涯、
地獄界から人界までの六道を輪廻する境涯、また真実の追究
に専念する二乗の境涯などがありますが、信心の目的は、各人
がそれぞれの生命の基調を仏界の方向へ転換していくことに
あります。
	 	 	仏界を生命の基調にすることは、九界が顕れないということ
ではありません。九界は生命に必要不可欠な境涯です。地獄の
苦しみを経験しなければ、慈悲の心を実感することも不可能で
す。餓鬼界と畜生界に突出する本能、すなわち、食欲、睡眠欲、
性欲がなければ、人類はやがて絶滅の憂き目を見ることでしょ
う。仏界を生命の基調にしたとしても、依然として九界の喜びや
悲しみを経験し続けていくのです。仏界という生命の傾向性を
基調とした場合は、他の九界がうまく調和を保ち、自分自身と周
囲の人 を々幸せにする働きとなるのです。
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	 	 							◆　依正不二　◆

	 	「依正不二（えしょうふに）」とは、正報（自分自身）と依報（環
境）が二にして不二であることをいいます。一般に生命主体とそ
の環境は、形のうえでは2つの別個の存在として判断されます。
しかし、より深く掘り下げていくと、環境と自分自身は、深い次元
では一体のものであり、別々に切り離せるものではありません。
正報も依報も生命に収まっているのです。
	 	「生命」とは過去の行為（業）の果報を現在に受けている「主
体」（正報）であり、環境はそれぞれの主体がその果報を受ける
ための依り所（依報）となります。この環境とは、全生物が生命
を営んでいる客観的な環境とは異なります。それぞれの衆生が
それぞれの業果を受ける特有の環境なのです。そしてこの2つ
は一体のものですから、善悪さまざまな果報は主体と環境に現
れるのです。
		環境と自分とが不二の存在ならば、自らの境涯に即して、それ
に見合った環境を、周囲に作り出しているのだと言えます。例え
ば、地獄界にいる人はその環境を地獄のようだと感じるでしょう
し、畜生界にいる人は、弱肉強食のジャングルにいるようだと感
じるでしょう。
	 ここに重要な意味があります。すでに述べたように、人は成仏
するのに特定の場所を選ぶ必要はないということです。場所や
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状況のいかんを問わず、信仰実践によって内なる仏性を顕すこ
とができるからです。こうして自分のいる環境を仏国土に変え、
環境に支配されている自己を解放することができるのです。自ら
の生命状態を高めることによって、逆境に負けることなく、生命
力と知恵を駆使して向上の人生を建設していくことができるの
です。
	 	 	また、信心によって善業を重ねていくと、その果報は、自分だ
けではなくその周囲にも、恵まれた生活や、尊敬される境涯に
なるなど、はっきりとした現証として現れます。
	この観点から、自分を取り巻く環境を宇宙全体に広げて考える
と、成仏という概念は自分自身に限定されるものではなく、自分
の家族、地域社会、国家、やがては全人類に影響を及ぼしてい
くのです。依正不二の原理は、自分の仏道修行が社会の変革
に波及していくとの根拠を示唆していることになります。
	 	 	 仏法は、現実の人生を深め拡大していき、もっとも充実した
人生、「勝利の人生」を約束してくれるのです。
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	 仏教は世界で最も古い宗教の一つで
す。仏教は、生命とは何かを明かし、人
生の根本的な苦しみをいかに克服する
かという課題を追求した哲学です。日
蓮大聖人の仏法は釈尊にさかのぼりま
す。釈尊の生きた年代については定か
ではなく、諸説がありますが、近代では
約2500年前に生存していたとの説が
有力になっています。インドの釈迦族の
王子として生まれ、若い頃はシッダール
タ・ゴータマと呼ばれました。宮廷生活
は庶民の生活からかけ離れたもので、
城壁の外で人々が苦しんでいる様子を

仏教のルーツ



見て、「生老病死」という人間の本源的な苦悩の解決のために、
自ら修行に身を投じる決意をしたと言われます。時に19歳とも
29歳とも言われています。
	 	 当時の最も勝れた思想家たちを訪ね、生命の究極の真実を
悟る手段とされた苦行にも励みました。数年間、苦行しました
が、断食で死の寸前に陥ったとき、釈尊は、極端な禁欲主義を
改め、厳格過ぎることもなく、放縦過ぎることもない“中道”をい
く知恵に目覚めました。
			一人の少女から食物を受け取った釈尊は、菩提樹の下で深
い瞑想に入り、ついに苦悩を解決する根源の法を悟ったので
す。直ちに、釈尊は聞く耳を持つ人には誰にでも教えを説き始
めました。反対する人 と々も同等に対話しながら、自ら悟った法
を説いていきました。
		釈尊の英知の深さは、当時の最高レベルの学識者をもはるか
に越えたものだったので、衆生の理解度（機根）に合わせて、ま
ず、寓話や日常生活の比喩などを使ってやさしく説いていきまし
た。人間は生来、人生の苦悩を解決できる仏性を具えていると
いう究極の真理を説くことを最終目標としながら、釈尊は人々
の境涯を高めていったのです。
	 	 30歳で成道して以来40余年間、釈尊は悟りの一部を説法し
ましたが、最後の８年間において、最高真実の教えをすべて説
き明かしました。これは後に法華経として編纂され、仏法史上、
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最高峰の経典とされています。それは、法華経が、人種、性別、
社会的地位、教育のいかんを問わず、万人の成仏を明かしてい
るからです。仏法とは法華経に要約されているように、力強い生
命尊厳の思想に基づく、平等主義・人道主義の教えなのです。
	 	 釈尊の滅後、さまざまな宗派がアジア中に広がっていったの
も当然のことと言えましょう。50年間、衆生の機根に応じ、多岐
にわたる膨大な教えを説いていったからです。
	 法華経は中央アジアから中国、朝鮮半島、日本へと流布され
るにつれて、高い評価を得ていきましたが、同時にまた、教えの
本義や経教の優劣に関わって混乱が生じ始めました。これを
解決するために当時の最高の智者たちが、さまざまな経典を比
較・検討しました。やがて、中国の天台大師が一切の経教を全
体的に総括し、説法の順序、教義の浅深、説法の方法などによ
って優劣を判定する明確な基準を作成しました。釈尊一代の
経教はこの基準によって分類、体系化されました。この教判が
打ち立てられたことによって、法華経こそ最高の経典であり、他
の経典はすべて法華経に至るまでの方便・権教であることが論
証されたのです。
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												　　　◆　現代に生きる日蓮仏法　◆

　そして、この深遠な教義を簡単な修行に転換し、万人が現実
生活のなかで仏界という最高の生命境涯を顕現できる教えを
樹立したのは、日本の日蓮大聖人でした。
　　大聖人は、当時の民衆、そして未来永遠にわたる人類の
ために、この究極の真理を明かすことこそ、御自身の出世の本懐
（この世に出現した根本目的）であると悟られたのでした。この
ことからも、日蓮大聖人の仏法は、末法現代に生きる仏法であ
り、釈尊と天台大師はその下地を作ったことになります。
		 	日蓮大聖人の御生涯は1222年から1282年にわたりますが、
それは社会不安と天変地異に満ちた激動の時代でした。漁師の
子として誕生された大聖人は、出家して各地で仏教の研鑽に努
められ、法華経こそ仏教の肝心であるとの確証を得られました。
	 	 その悟りの法理を具体化し、誰もが事実のうえで成仏できる
ために、1253年4月28日、初めて「南無妙法蓮華経」と唱えて立
宗を宣言され、後に（1279年10月12日）、全世界の民衆に与え
られるとの意義を込め、「大御本尊」を御図顕されたのです。
			大聖人は数々の法難に遭われながら、妙法弘通の果敢な戦
いを展開されました。妙法は万人を成仏させる力があるとの宣
言は、当時の既成仏教に固執する権力者や各宗の僧たちをい
たく動揺させ、厳しい反発を受けられたのですが、そのような弾
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圧にも屈せず、仏法流布を貫かれました。
	 	 大聖人滅後は、一番近くでお仕えしていた日興上人が法門
のすべてを継承しました。しかし、以後600年間、大聖人の仏法
は、かろうじて保たれてはきましたが、20世紀に入り創価学会
が出現して初めて、その教えとご精神が広く民衆の間に広まり、
現代に蘇ったのです。

	 	 ◆　創価学会の使命　◆

　創価学会初代会長の牧口常三郎先生（1871〜1944）は、
卓越した教育者であり、日本の教育改革に熱心に取り組んで
いました。当時、日本の教育界は、自力で問題解決をはかる応
用思考よりも、機械的な暗記学習が重んじられる風潮にありま
した。牧口先生は個人の可能性を引き出す実践のための教育
学を目指そうと努力しましたが、日蓮大聖人の仏法に巡り合っ
たとき、その教えが、生涯の目標である創価教育の哲学的基盤
となることに気づき、深い感銘を受けました。
		1928年、牧口先生は愛弟子で同じく教育者の戸田城聖先生
＜第2代会長＞（1900— 1958）と共に日蓮仏法に帰依するこ
とになりました。牧口先生と戸田青年の出会いは1920年のこと
でした。1930年、2人は「創価教育学会」を在家信徒団体とし
て創立しました。当初は、教育関係者を主とした会員からスター
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トしたのです。
	 その後、日本は第2次世界大戦に突入し、生命の尊厳を根本
理念とする仏法とは正反対のコースを進み始めました。戦争が
進むに従って、軍部政府は国策に順応しない宗教団体等に制
限、禁止の処置を厳しく取るようになり、牧口先生、戸田先生に
対しても、国家神道に協力せよとの圧力が日増しに加えられて
いったのです。
			遂に軍部は、日蓮正宗法主に神札を受理するように命令して
きました。これは日蓮大聖人の教義と精神に反する行為であっ
たにもかかわらず、宗門は軍部当局の迫害を恐れ、命令どおり
に神札をまつったのです。
	 しかし牧口先生は、日蓮大聖人の精神を貫き、神札の受け取
りを断固として拒否しました。このことが原因で、1943年、牧口
先生と戸田先生以下の幹部が治安維持法違反として逮捕・投
獄されました。
	 当時72歳の牧口先生は、獄中の虐待と不自由に耐え、最後ま
で信念を曲げることはありませんでした。訊問調書には、少しも
臆することなく、日蓮仏法の教義を説き、信仰を貫き通した牧
口先生の姿が浮き彫りにされています。そして1944年11月18
日、牧口先生は東京拘置所で73歳の生涯を閉じました。
	 	戸田先生は過酷な牢獄生活を生き抜き、1945年7月3日、終
戦のわずか1ヵ月半前に出獄しました。創価教育学会は戦時下

42



の迫害で、壊滅状態になっていました。2年間の獄中生活で衰
弱し切った体力にもめげず、戸田先生はただちに組織の再建に
着手しました。再建を目指す新しい組織は、教育の分野にとど
まらず、社会全体の向上に貢献すべきであるとの趣旨で、名称
を「創価学会」と改めました。創価学会は戸田先生の指導のも
と、急速な発展を遂げ、先生が逝去した1958年には75万世帯
をしのぐ団体として注目されるようになっていました。
	 戸田第2代会長の後を継いで、池田大作総務が1960年5月3
日、第3代会長に就任しました。池田会長は19歳のときに戸田
先生と出会い、戸田先生を師匠として創価学会の理念の遂行
に一生を捧げようと決意しました。
	 	 池田会長は、恩師の構想の実現に向かって、仏法を基調にし
た平和・文化・教育の推進という幅広い社会貢献を展開してき
ました。1960年、「世界広宣流布」という世界平和への第一歩
を踏み出した池田会長は、日蓮仏法が真の世界宗教として人
類全体を照らす希望の光となるよう、渾身の努力を重ねてきまし
た。1975年、創価学会インタナショナル（SGI）が結成された折、
池田会長は、SGI会長に就任しました。SGIは、今日、192ヵ国・
地域に広がり、世界平和への希望の光を投げかけています。
	 	 	アメリカの組織は1960年、池田SGI会長が初訪問した時に
結成されました。当時、アメリカで信心していたのは、アメリカ人
と結婚して渡米した日本婦人メンバーと日本人留学生というわ
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ずか一握りの人たちに過ぎませんでした。しかし、池田SGI会長
の絶え間ない激励で発展し、アメリカSGIと呼ばれる今日の全
国的な組織に発展したのです。

		 	 			　◆　SGIの理念　◆

	 	 平和・文化・教育の運動を広く世界的に推進することが平
和の実現に不可欠であるというのがSGIの理念です。このSGI
の理念のもとに、活発な運動が世界的に広がりつつありま
す。1957年、戸田第2代会長は原水爆禁止宣言を発表し、原
水爆を使用する者は勝者・敗者を問わず悪魔であり、断じて使
用してはならないと訴えました。そして大量破壊兵器である原
水爆の禁止運動を世界の青年に託したのです。
	 	 この遺訓を引き継ぎ、池田SGI会長のリーダーシップのも
と、SGIは平和な世界の創出に日夜たゆみない努力を重ねて
きました。
	 	 	 戸田先生の平和思想に基づく世界平和実現を目指すSGI
は、公認NGO団体として、国連と公式連携を保ちながら多岐に
わたる運動を進めています。また、SGIは各種の展示会やシンポ
ジウム、公開討論を開催するなど、戦争と平和の問題意識を啓
蒙し、“平和の文化”の流れを築く努力を持続しています。展示
活動については、軍縮、人権、環境保護など重要なテーマを掲
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げ、世界各国で大きな反響を呼びました。
	 	また、池田SGI会長は、英国の歴史家、アーノルド・トインビー
博士など世界の学識者をはじめ、中国の周恩来首相、フィリピ
ンのコラソン・アキノ大統領、ソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統
領、南アフリカのネルソン・マンデラ大統領などの政治指導者
と、世界平和、人類の共存などをテーマに、多くの対談を重ね
てきました。このようなSGIの運動に対して、池田SGI会長に世
界の大学や国々から数多くの名誉博士号や名誉市民の称号
が授与されるなど、賞賛と顕彰が相次いでいます。
				池田SGI会長はまた、平和と異文化間の対話を推進するた
めの研究機関を設立し、仏法の精神を現代に展開してきまし
た。「戸田記念国際平和研究所」は、独自の研究を行いながら、
平和研究家、活動家らとネットワークを組み、平和実現への方
途を探っています。「ボストン池田対話センター」は、世界の平
和志向の文化・哲学・宗教団体が互いに知恵を結集し、交流
する場を提供しています。このように、平和を希求する世界市民
のネットワークが着実に築かれつつあるのです。
	 	 	 1963年、池田SGI会長は「民主音楽協会」（民音）を設立し
ました。民音は音楽、舞踊などを通じて多様な民族間の相互理
解を促進するために、80数ヵ国・地域と文化交流を行ってきま
した。また、1983年には、「東京富士美術館」を設立、世界中の
文化機関と広範囲な文化交流を推進しています。
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			教育は、創価学会創立当時からの最大のテーマであり、牧口
初代会長、戸田第2代会長の構想が創価一貫教育となって結
実したのです。幼稚園から大学院まで、創価教育は、知性を啓
発し、社会に貢献できる人材の輩出に取り組んでいます。2001
年5月3日、南カリフォルニアに「アメリカ創価大学」（SUA）が、
一般教養課程の大学として開学し、2005年5月、1期生の卒業
式が行われました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 　　　◆　世界平和を目指して　◆

　この世界的な平和運動の草の根的な役割を果たしているの
は、座談会です。体験を語り合い、激励し合い、日蓮仏法を学び
合うこの地域の集いこそ、SGIのバックボーンなのです。座談会
は、誰もが自由に質問し、話し合える場所です。座談会やその他
の会合は、メンバーの家や会館で定期的に開かれます。活動に
は、誰もが自由に参加できます。
		生命の尊厳と人間平等の理念を基本とする日蓮大聖人の仏
法は、あらゆる壁や境界のない多様性に富んだ真の人間宗教
です。これは他の宗教には見られない特性です。
		平和とは法律や命令で人類に強制して達成されるものではあ
りません。池田SGI会長は、小説「人間革命」の「はじめに」で次
のように述べています。
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	 	「一人の人間における偉大な人間革命は、やがて一国の宿
命の転換をも成し遂げ、さらに全人類の宿命の転換をも可能
にする」
		 	混迷する世界の状況にあって確かに言えることは、一人ひと
りが勝利者となり、他者も勝利者になれるよう互いに助け合っ
ていくとき、初めて社会は変わっていくということです。
	 	 これが「広宣流布」、つまり世界平和を目指す仏法の青写真
です。平和共存への唯一の道は、多くの人々が自らの“人間革
命”の重要性に目覚めることです。一人の幸福な人間の存在
は、その周囲の人 に々実に深く、そして永続的な影響を与えてい
くからです。
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			日蓮大聖人の仏法についてさらに学びたい方には、次の書籍
を推薦します。
　　　　
	 「日蓮大聖人御書全集」
　　　　「教学の基礎」
　　　　「法華経の智慧」（第1巻〜第6巻）
　　　　「御書の世界」（第1巻〜第3巻）
　　　　「方便品・寿量品講義」（第1巻〜第3巻）
	 「新・人間革命」（第1巻〜第23巻まで既刊）
	 「生命と仏法を語る」（上・下）
	 「私の世界交友録」（第1・2巻）
　
	 	 これらの書籍は、アメリカSGIメールオーダー・センターでお

求めになれます。上記以外にも多くの書籍がありますので、

同センターにお問い合わせください。

電話 (800) 626-1313

FAX (310) 260-8918

推せん書籍・刊行物



			英文の書籍をご希望の方は、地元の書店、またはオンライン・
ブックストアで「ミドルウエイ出版」から多くの書籍が販売され
ていますので、お求めください。
一例として
 The Way of Youth

 The Buddha in Your Mirror

［定期刊行物］

アメリカSGI機関紙（週刊）	World Tribune（ワールド・トリビュ
ーン）
月刊教学誌　Living Buddhism（リビング・ブディズム）
「聖教新聞」集刷版（週刊）
「大白蓮華」月刊教学誌

新聞・雑誌の購読についての詳細、購読申し込みは、下記に電
話、または、Eメールで。
	 電話 (800) 835-4558

	 Eメール	subs@sgi-usa.org

または、ウェブサイトを訪ねてください。
 http://www.sgipubs.com
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◆　アメリカSGI全国主要会館　◆

SGIプラザ（アメリカSGI本部）　 (310) 260-8900

606 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90401

ロサンゼルス友好会館  (323) 965-0025

5899 Venice Blvd., Los Angeles, CA 90019

シカゴ文化会館   (312) 913-1211

1455 South Wabash Ave., Chicago, IL 60605

デンバー文化会館  (303) 893-0430

1450 N. Speer Blvd., Denver, CO 80204

ハワイ文化会館   (808) 595-6324

2729 Pali Highway, Honolulu, HI 96817

マイアミ会館   (954) 349-5200

20000 Manatee Isles Dr., Weston, FL 33332

ニューヨーク文化会館  (212) 727-7715

7 East 15th Street, New York, NY 10003
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サンフランシスコ文化会館 (415) 255-6007

2450 17th Street, San Francisco, CA 94110

シアトル文化会館  (206) 244-0268

3438 South 148th Street, Seattle, WA 98168

 

ワシントンDC文化会館  (202) 338-5491

3417 Massachusetts Ave. NW, Washington, D.C. 20007

フロリダ自然文化センター (954) 349-5000

20000 Manatee Isles Dr., Weston, FL 33332

ダラス会館   (214) 559-4115

2600 N. Stemmons Fwy., Suite 190, Dallas, TX 75207

フィニックス会館   (602) 861-1313

1930 E. Myrtle Ave., Phoenix, AZ 85020

ボストン会館   (617) 264-2000

930 Commonwealth Ave. West, Boston, MA 02215



Please visit our website:

http://www.sgi-usa.org

email: SGISUBS@aol.com

SGI-USA
606 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90401  (310) 260-8900




