堀

澤

巻頭
インタビュー

祖

泰門庵住職
前・三千院門跡
門主

悟りとは意識を変換すること︒
人間は誰しも 泥を被った仏 なんだ
じ

し ん

じゅう に

ね ん ろ う ざ ん ぎょう

﹁十二年籠山行﹂とは︑
比叡山でもっとも厳しくかつ重要な行である︒
﹁侍真﹂といわれる僧が︑
伝教大師御廟﹁浄土院﹂で
十二年間毎日︑
山門から一歩も出ることなく︑
大師に給仕し︑
勤行・修学に務める︒
堀澤師はその十二年籠山行を戦後初めて満行し︑
その後も求道の人生を歩んできた︒
歳の堀澤師が今︑
混迷する時代に送るメッセージ︒
本誌編集長
フォトジャーナリスト

構成 ●渡邊直樹

門
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聞き手 ●
渡邊 直 樹
藤田 庄 市

Somon Horisawa

撮影 ●藤田庄市

1929年、
新潟県生まれ。
50年、
京都大学経済学部を
中退して得度受戒。
64年、
十二年籠山行を
戦後初めて満行。
2000年、
叡山学院院長。
13年より第62世三千院門跡門主。
21年より泰門庵住職。
著書に『求道遍歴』
（法蔵館）
、
『枠を破る』
（春秋社）
ほか。

92

比叡山麓の、眼下に琵琶湖を眺望す
る自坊「泰門庵」の門前で。

か？」
。旧制高校に入学した 代の後

「自分は何のために生きているの
堀澤 ﹁再誕﹂とは﹁生まれ変わる﹂

のようにとらえていますか？

たある夜、突然「比叡山」のイメージ

１週間ほど。入学して２カ月ほど経っ

入学する。しかし真面目に通ったのは

を抱えたまま、京都大学の経済学部に

みふけるが解決することはなく、煩悶

題の答えを求め、哲学書・思想書を読

めに自分を生み直す「再誕」という問

する。生きる意味、主体的に生きるた

半、堀澤青年はこの大きな問いに直面

めには仏教ならば︑お釈迦さまの境地

になるということでしょうね︒そのた

うことの本当の意味は︑本当の自由人

にも行ったりした︒生まれ変わるとい

上げてくる︒だから︑その後にインド

の中でどうしても満足せんものが突き

だけど︑それで終わらなかった︒自分

んになったときに再誕したと思った︒

という意味だから︑出家得度して坊さ

比叡山で戦後初めて十二年籠山行

しゃ な ごう

し

ころが止観業の方は学問的にも実践的

が主で学問が従と定められている︒と

学問が主で実践が従︑後半６年は実践

い︒感得したことを判定できるのは︑

で続ける︒いつ感得するかはわからな

地をする︒それを仏さまを感得するま

三千体の仏さまの名前を唱えて五体投

堀澤 夜寝ることも許されずに︑毎日

回峰行のような命がけの行をしなけれ

峰行をやった叡南祖賢師匠に出会い︑

って︑無動寺でお世話になり︑千日回

山︵比叡山︶に曳かれるようにして入

堀澤 私の場合は京大の学生のときに︑

のですか？

十二年籠山行に入るためには︑好

せん にち かい

にも指導する人がいなかったので︑悩

すでにこの行を体験した先達の侍真だ
ば﹁再誕﹂の問題は解けないだろうと

そう ぎょう

え なみ そ けん

みながら独学で坐禅をしていた︒

けです︒生死を超えたような︑自分と

思って坊さんになった︒だから︑初め

と

自分というものが蘇ってきました︒そ

インド留学から帰ってくると︑その

ほう ぎょう

相行で仏さまを感得することが条件と
いうものが消えないと好相は出てこな

か ら 行 を や る つ も り だ っ た︒師 匠 に

こう

されています︒その好相行が心身共に
い︒自分があるうちはだめなんです︒

︱

極めてハードな行で︑まさに死を賭し

﹁せっかくお山の坊さんになったのだ

行の最後のあたりにきて、堀澤師は体
れまでは︑髭も髪も伸ばし放題で︑ヒ

中村祖順さんが大徳寺僧堂の師家にな

ての行と思えるのですが︒

から︑この山の一番オーソドックスな
調を崩していた。そこにたまたま訪ね
ンドゥー教の修行者サドゥーの姿でし

っておられた︒会いに行って﹁臘八接
しん

聞けなくなってしまった︒

修行をやりたい﹂
と言ったら師匠が
﹁う
てきた佐保田鶴治先生から健康法とし

た︒この仏跡巡拝をしたことが︑私の

ろう はつ せっ

け

ーん﹂と考えて︑
﹁それなら十二年籠
て、ヨーガの基本を習い健康を取り戻

心︵陰暦 月１日から８日の朝まで︑
昼夜寝ずに坐禅すること︶をしたこと

し

山行がある﹂と言うので︑
﹁じゃあそ

心が本来の仏教に戻るきっかけとなり
ました︒

がないので参加したい﹂と老師に申し

の大仏事に参加させて頂き︑ここで２

験することができました︒この接心に

というのを粘って︑大徳寺の僧堂で体

やがてラージギルにとどまり日本山

はヨーガの世界にいた。後にビートル

年間を行ずることができました︒

のルーツを探る意味もあり、３年間の

籠山行を満行した堀澤師は、天台禅

した。

にも思う︒

歳︒
﹁その年ではなあ﹂

指導者がいるものだと思って︑教えて
ズの師匠として有名になるマハリシ・

そしてインド留学３年間の総仕上げ

出た︒私は

欲しいと言ったら︑
﹁そういう人はい
マヘーシュ・ヨーギのヨーガ・アカデ

として︑お釈迦さまが法華経などを説

妙法寺の一員となって︑仏舎利塔建立

ないからお前一人でやるんだ﹂と︒私
ミーがあるリシケシを最初に訪れた。

法された霊鷲山の頂上で︑１週間の断

ますよね︒

「インド留学」に出る。最初の１年間

は仏教の開祖はお釈迦さまだと思って
１年後に佐保田先生も来て一緒に、デ

食断水行を発願し︑これを無事に成し

︱

さん うん

鎌倉の三雲禅堂にもいらっしゃい

ました︒

参加してから大徳寺僧堂とご縁ができ

いたし︑お釈迦さまが坐禅をして悟っ

リーからベナレス、パトナ、ラージギ

堀澤 十二年籠山行をしていた頃︑比
叡山に訪ねてきたカナダ人でカトリッ

籠山行を満行した堀澤師だが、坐禅

が︑そのときはご縁がなく︑それか

けて見性した︵悟った︶と聞きました︒

けん しょう

の三雲禅堂で山田耕雲老師の指導を受

祖賢だけど︑本当の師匠はお釈迦さま

だけは納得がいくものにはならなかっ

ら 年後に︑耕雲師の子息で現在の老

りょう じゅ せん

たことは知っていますから︒お釈迦さ

遂げることができました︒

まのされたことをやりたいと思ってい

堀澤 仏跡には仏像がたくさんありま

ル（王舎城）と仏跡を巡拝した。

た︒お釈迦さまのようにやれば悟れる

すから︑そのお釈迦さまのお姿を拝ん

クのシスター・イレーヌから︑在家禅

んだと︒だから坐禅をする止観業を選

でいるうちに︑本来の坊さん︑仏教の

だと思っている︒お釈迦さまが自分の

た。インドに行く前に京都の妙心寺を

ましたから︒それが今でもまだ生きて

師を紹介された。

訪ね、そこで安土の摠見寺の中村祖順

禅堂での坐禅会︑年４回の接心に８年

び︑公案ももらいました︒鎌倉の三雲

現代の仏教、宗教の問題
宗教と科学、学問との違い
じ りん

日本に帰国後は、比叡山の居士林の

こ

師の凌雲さんと面会して師弟関係を結

いる︒お釈迦さまから見ればまだまだ

堀澤 中村師に﹁あなたは悟りました

のか﹂と聞き返されてしまった︒教え
てもらう限りは︑悟ってもらっていな
いと困るから聞いたんだが︑それ以上

70

小僧だという気持ちは当然ある︒

ヨーガとの出会いと
３年間のインド留学
比叡山、とくに谷間にある浄土院の
冬の寒さと湿気は著しい。十二年籠山

と﹁それは君にとって何の意味がある

間通いました︒私は 代後半だった︒

40
か？﹂と単刀直入に聞いたんだ︒する

そう けん じ

目標なんだと︒そういう気持ちで入り

お釈迦さまが堀澤師の師匠であり目
標だった。
「お釈迦さまのようにすれば
悟れるんだ」と思っていた。

んだのです︒私の事実上の師匠は叡南

坐禅、禅との縁。
臘八接心と三雲禅堂

ところが学問の方も実践の方も当然

12

40

発した問いが︑自分を引っ張ったよう

れをやります﹂と言っただけ︒自分で

︱
どうして十二年籠山行に入られた

選んだ︒十二年籠山行の前半６年間は

のだが︑私は止観業という坐禅の道を

観業と遮那業の２つのどちらかを選ぶ

かん ごう

堀澤 十二年籠山行に入るときに︑止

かった？

を満行して︑それでもまだ満足できな

︱

に近づくしかない︒

先生の若い頃からの大テーマであ

った﹁再誕﹂の問題について︑今はど

︱

「再誕」の問題を抱え出家得度
「好相行」から「十二年籠山行」

った。それが比叡山との出会いだった。

らケーブルに乗り換えて、比叡山に登

が頭に飛び込んできた。翌朝、八瀬か

10
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毎日、
三千体の
仏さまの名前を唱え
五体投地をする

堀澤師が「十二年籠山行」を勤めた
比叡山の西塔にある浄土院は今でも
静寂な空気に覆われて、清掃が行き
届き、塵ひとつ落ちていない。

