
はじめに

“ 即身成仏 ” は言うまでもなく真言秘密仏教
（以下真言密教）の中心概念であり，空海はその
著作においてその仕組みや実現方法について述べ
ると共に，即身成仏の実現性にこそ真言密教の仏
教他宗に対する優位性があると主張している。そ
れ故，真言密教では，出家僧侶も在家信徒も個々
の宗教活動の根幹として即身成仏をとらえている。

本稿では真言密教の教理と実践について，その
信仰及び学習の中心地であり，且つ巡礼の中心地
である高野山を中心に，出家僧侶と在家信徒の両
者を対象に，特にその身体観について文化人類学
の視点から考察するものである。具体的には解釈
人類学，シンボリズム，そして “ 身体の文化人類

学 ” の視点を通して，真言密教における身体的行
の優位性と即身成仏の実現について考えるもので
ある。

一般に宗教信仰において，その教理と実践は互
いに相補う関係にあるが，高野山での “ 生きた ”
真言密教の実際は，予め儀礼化された身体的行が
主であり，教理それ自身は真言密教にとって不可
欠なものだが，それはあくまで身体的行の優位性
を思想的に支え，補うものとして観察される。つ
まり，身体的行こそが出家僧侶や在家信徒の存在
意義や態度を作り上げるのである。

真言密教において，宇宙の全ての存在は究極的
には悟り，或いは真実の顕れであり，それは大日
如来の異なる階層の身体の顕現であると考える。
従って即身成仏を追及する者にとって，身体は全
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ての始まりであると共に，すべての帰結点となる
のである。真言密教の教えにより儀礼化された身
体的行を修める時，真言行者の身体は大日如来の
身体の “ 鏡 ” となり，“ 即身 ” に “ 成仏 ” すること
が可能となるのである。得度，受戒，四度加行，
そして伝法灌頂へと続く四段階の儀礼を経験する
ことにより，真言行者は彼らの身体を鏡とし，そ
の鏡に大日如来の身体を写すことにより悟りに至
るのである。それに対し，在家信徒は “ 弘法大師
信仰 ” に包括される身体的行に即身成仏の道筋を
求める。即身成仏をその身体をもって実現した空
海は，まさしく大日如来のこの世における顕現で
あり，その “ 入定 ” 後も高野山奥の院に留まり，
その名を呼ぶ全ての衆生を即身成仏へと導くので
ある（Watanabe 2008）。

真言密教における身体的行の優位性

これまで長きに渡って，社会科学では宗教はそ
の教理と実践の相補的な関係により成り立つと考
えられてきた（Durkheim 1915; Radcliffe-Brown 
1952; Geerz 1966; Tambiah 1985）。教理は思想や
宇宙観により，実践は儀軌により詳細に規則化さ
れたものから，口承により習慣化された儀礼によ
り成り立つ。本稿では，この宗教における教理と
実践の相補的関係について考察する。真言密教
においては，この教理と実践の相補性を “ 車の両
輪 ”，“ 鳥の両翼 ” に例えられ，思想と実践の双
修が必要とされる。高野山での初心行者に対する
教育においても、この教理と実践の相補的関係及
びそれらの双修の必要性が、多くの指導者によっ
て強調されている。真言僧侶と在家信徒にとっ
て，教理は彼らの知性，知識，宇宙観等の宗教的
実践の基盤をかたち造り，それは実践としての行
を通して彼らの物理的，身体的な現実となる。つ
まり人々の行為はその思想によるものであり，ま
たその思想はその行動に依ると説かれる。しか
し，フィールドワークにより現われてきた高野
山における真言密教の “ 生きた ” 現実は，この教
理と実践の相補的関係性を覆すものであった。
フィールドワークの中で巡り合った真言僧侶たち
は，筆者から真言密教についてフィールドワーク

をしている事を告げられると，皆一様に『行はす
るのか？いくら本を読んで勉強をしても，実際に
行をやらなければ，真言密教はわからない』と諭
すように忠告をくれたのである。ここに表れるよ
うに，高野山に住む真言僧侶たちと巡礼等で高野
山を訪れる在家信徒たちは，その傾向として実践
が先であり，教理，或いは思想はあくまでもその
行動に意味や理由を見出すためのものである。
従って，一般に宗教的な教理と実践は相補的関係
として機能するが，高野山を取り巻く真言僧侶と
在家信徒に於いては，その相補性が崩され，身体
的行が主となるのである。

ここで本稿における “ 行 ” という言葉の使用に
ついて述べておきたい。本稿で言う “ 行 ” とは，
物理的，直接的な身体を用いたものを指す。宗教
的な実践とは本来身体的な行と心理的な行の両面
で行われるものだが，正しい身体的行は即ち正し
い心理的行である。そのため本稿では “ 行 ” は，
予め詳細に至るまで儀軌等で決められた身体的行
を意味するものとする。

フィールドワークを通じて露わとなった真言密
教の “ 生きた ” 実際では，予め儀軌などにより決
められた “ 行 ” こそがその本質であり，教理，思
想などは不可欠なものだが，あくまでも二義的な
ものに過ぎないと言える。真言僧侶と在家信徒
は身体的 “ 行 ” の追求こそに重きを置き，心理的
“ 行 ” はそれに続くものである。この点において
本稿はロバートソン＝スミス（1889）の主張を継
承するものである。

真言密教における身体的行の優位性はその教
理，思想によっても支えられている。これは真言
僧侶のみならず，積極的に密教儀礼に取り組む在
家信徒を“行者”と呼ぶ事にも表れている。“行者”
とは，すなわち “ 行う者 ” であり，決して “ 考え
る者 ”，“ 学ぶ者 ”，或いは “ 信じる者 ” では無い。
つまり “ 実践 ” は “ 思想 ” に対して優位である。
真言密教ではまず “ 行者 ” であることが求められ，
“ 信者 ” であることは二義的である。

それは，高野山でフィールドワークを行ってい
る最中，多くの真言密教の指導者が，以下のよう
に話している事にも表れている。

「真言密教を本当に理解したいのなら，行をし
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なさい。密教の経典などを勉強して，その形而上
学を理解する事は当然必要だが，それらを頭で理
解しているうちは本当の意味で密教を理解したこ
とにはならない。そこで学んだことを “ 身体 ” が
体験的に理解して初めて密教を理解したことにな
る。それは即ち身体を通しての悟りが開かれたと
いうことだ。」

本稿では高野山を中心に展開される真言行者の
実際について，その教理と実践の両面から考察が
なされるが，そこでは常に思想より身体的行に重
きが置かれる。それは真言密教の形而上学につい
て考察する際にも同様である。また，数ある真言
密教の儀礼の中で，主として二つの儀礼を中心に
扱う。真言僧侶については四度加行を，在家信徒
に於いては高野詣である。さらに両者に共有され
る真言密教の中心的思想として，即身成仏と弘法
大師入定信仰について考える。

文化人類学における仏教研究

これまで文化人類学の視点においてなされてき
た仏教研究は，上座部仏教，大乗仏教（密教を含
む）の各系統について，必ずしも等しく行われて
きた訳ではない。多くの詳細な研究がなされてき
たスリランカやタイを中心とする上座部仏教に対
して，密教を含む大乗仏教についての研究は遥か
に少数と言わざるを得ない。また，金剛乗として
の密教に関する研究は，ネパールを中心としたも
のがいくつかある他は，日本の密教についての研
究が少数あるに過ぎない（Gellner 1997）。

これら文化人類学的な仏教研究に於いて，常
に研究テーマの中心を占めて来たのは信仰形態
としての orthodoxy（正統性）と identity（存
在意義）についての問題である（Tambiah1970; 
Carrithers 1983; Southwold 1983: Gellner 1990）。

仏教は紀元前５世紀頃に現在のインドで生ま
れ，その教えは釈尊によって説かれたものであ
る。上座部仏教はその教えが釈尊直伝と言われ，
したがって最古且つ最も正統なものであると主張
する。現在ではミャンマー，タイ，ラオス，カン
ボジア，スリランカなどに於いて，その教えが実
践されている（Corless 1989:189）。これに対し

大乗仏教は紀元の頃にインドに誕生し，主として
ベトナム，中国，韓国，ネパール，チベット，日
本などで信仰されている。金剛乗，或いは密教は
紀元 4 世紀頃にインドに現われ，その後に中国，
チベット，そして日本へと伝わった。しかし，現
在はその前期及び中期の形態のものは日本にのみ
存在し，後期の形態はチベットの系統にのみ見る
ことが出来る（松長　1969；大西　1972；栂尾　
1982）。

文化人類学において上座部仏教が仏教研究の
中心を占めてきた理由の一つは，その教えが主
として釈尊の説いたものに基づいていることに
ある（Gellner 1990:95）。上座部仏教の教理と実
践は釈尊の教えを基本とし，それはパーリ語の
経典を元にしており英訳もされている（Gellner 
1990:98; 1992）。その研究はスリランカにおけ
る仏教復興運動（Carrithers 1983）や，シンハ
リ仏教徒に関するもの（Southwold 1983），さら
には大伝統と小伝統の観点から分析されたもの

（Obeyesekere 1963）などがある。また，ミャ
ンマーの仏教徒を心理人類学的に分析したもの

（Spiro 1970）や，タイの仏教徒についての継続
的な研究（Tambiah 1970, 1976, 1984）も見るこ
とが出来る。

これに対し大乗仏教は上座部仏教と異なり多く
の経典が用いられ，且つその宗派により使用され
る経典が違う事，また，そのほとんどが英訳され
ていないことなどから，上座部仏教ほどの研究が
なされていない（Gellner 1990; 1992）。さらに，
大乗仏教徒にとって学び従うべき教えとは，釈尊
のみでなく他の多くの菩薩を含めた先達たちに依
ることもその一因である（Corless 1989:314）。
例えば，浄土真宗ではその信仰及び救済を求める
実践の対象は，直接的には釈尊でなく阿弥陀如来
である。

大乗仏教の一つとしての密教は，現在は４つの
系統としてチベットやネパールに，またネワール
仏教の一部として，さらには日本の真言宗，天
台宗に見ることが出来る。この中で，チベット
に伝わったものとネワール仏教についてはいく
つかの文化人類学的研究がなされている（Allen 
1973,1975,1982; Anderson 1977; Bajracharya 
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1959; Bajracharya 1986; Bechert and Hartmann 
1987; Bennet 1979; Beyer 1973; Bharati 1965; 
and Blofeld 1974）が，日本の密教，また密教と
密接な関わりを持つ修験道については多少の研
究がなされている（Blacker 1965, 1975; Earhart 
1965, 1970; Gellner 1997）。

本稿の考察目的

本稿は文化人類学においてこれまでなされて
きた信仰形態としての仏教についての研究を
継承し，真言密教に於けるその教えの正統性

（Orthodoxy 或いは Authenticity）について一つ
の考えを示すものである。

一般に知られているように，真言密教を建てた
空海には単なる宗教家に留まらず，一種のカル
チャーヒーローとしての側面がある。空海は優れ
た書家として，ひらがなの考案者として，綜芸種
智院の開設者として，社会事業家として，さらに
は全ての衆生の救済者として，と様々な姿があ
る。中でも，この救済者としての空海像は，弘法
大師信仰として真言宗という一つの仏教の宗派の
垣根を越えて存在し，真言宗以外の宗派を信仰す
る仏教徒にも広く信仰されている。このことは，
空海にまつわる説話が日本の隅々に見られること
からも明らかと言えよう。このように宗派を超え
た信仰を集める宗教者は，空海の他には日本に仏
教を取り入れた聖徳太子に見られるのみである。

密教はその性質上，その教えの教主を上座部仏
教や他の大乗仏教宗派のように釈尊とはせずに，
法身大日如来そのものであると主張する。この教
主の違いは，密教が上座部仏教や他の大乗仏教宗
派に対して優位であると主張する要因である。さ
らに，真言密教ではその開祖である空海は死後も
この世界に永遠に存在し続けて，全ての衆生を救
済するとして，その信仰の対象とするに及んでい
る。

これらの点を踏まえて，これまでの文化人類
学における仏教研究でなされて来た議論を鑑み
ると，釈尊をその教えの教主としない密教は，
その正統性（orthodoxy）に於いて，非正統的

（unorthodox）と認識されるであろう。また，仏

陀である釈尊が説いた教えには，人間を神格化す
る事は否定されており，釈尊自身が自らの入滅直
前の言葉として，「自灯明，法灯明」と言う言葉
を残している。ここに於いて，空海を救済者とし
てその死後に信仰の対象とした真言密教の正統性
についても疑問が起こるのである。本稿ではこれ
らの疑問点を明らかにする事を試みる。また，こ
れらの疑問点の考察を通して，文化人類学という
学問分野に於いて，信仰形態，特に非西欧社会を
考察する際に，その正統性を議論する事の妥当性
について一つの考えを提起する。

フィールドワークとその方法

真言密教には数々の系統があるが，和歌山県高
野山にある金剛峯寺は総本山である。本研究を行
うに当たりフィールドワークの実施地として高野
山を選んだのは，空海による開闢以来ここが真言
密教の伝統を継承する中心地であるだけでなく，
その学習に於いて重要な役割を担っているからで
ある。高野山には真言僧侶を育成する専修学院，
真別処，そして高野山大学がある。また，高野山
奥の院には弘法大師信仰の中心地である弘法大師
廟があり，毎年多くの巡礼者が訪れる。巡礼者に
とって弘法大師廟は今でも空海が留身入定してい
る場であり，その信仰を支持する真言宗によりそ
こへは毎日空海の為の食事が運ばれる。

在家から出家して真言僧侶になる為には，「教
相」と呼ばれる真言密教の教学を学ぶのみなら
ず，「事相」と呼ばれる行を修める必要がある。
これは四度加行と呼ばれ，毎年高野山大学の加行
道場である大菩提院にて行われている。高野山に
滞在中には蓮華定院の添田隆昭先生，並びに現高
野山大学副学長の武内孝善先生，また現総本山金
剛峯寺第 412 世座主であり高野山真言宗管長猊
下の松長有慶先生のご厚意により，高野山大学密
教文化研究所研究員として受け入れて頂き，且つ
フィールドワークの期間中にはこの四度加行にも参
加することが許された。高野山大学では将来真言
僧侶を目指す僧侶コースの学生と共に，空海のラ
イフヒストリー，真言教学，空海の著作，法式，
真言密教の根本経典などに関する授業を聴講した。
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フィールドワークデータは，主として幾つかの
形式によるインタビュー調査と真言密教のテキス
ト分析により収集した。また，得度，受戒に始ま
る真言僧侶となる階梯に実際に参加することによ
り，エミック的な観点からのデータ収集にも努め
た。さらに，共に真言密教を学ぶ初心の行者たち
の出来る限り詳細なライフヒストリーを収集する
と共に，彼らの真言僧侶となる動機や教相と事相
両面での真言教学に対する解釈についても収集し
た。また，奥の院の弘法大師廟ではそこを訪れる
出家，在家両方の巡礼者に対して，多くのインタ
ビュー調査を行った。

真言密教

密教は大乗仏教の中で金剛乗とも呼ばれるもの
で，現在は主としてチベットと日本で信仰され，
日本には平安時代に空海によってもたらされた。
空海の師である恵果（746－805）まで，金剛乗の
教えは二つの流れに分かれて継承されてきた。恵
果はこれら二つの系統の金剛乗を初めて両者とも
継承し，さらに空海にその両者を授けた。空海は
恵果から継承した金剛乗の教えを改めて体系化
し，真言密教を作り上げた。後に空海は自らが建
てた真言宗の教えが他宗のそれに比べて優れてい
る事から，真言の教えを “ 密教 ” と呼び，他宗を
“ 顕教 ” と呼ぶ事で表現した。

密教とは “ 秘密仏教 ” の略称であり，まさにそ
の名称の如く隠された教えである。それに対して
顕教は “ 顕かな教え ” である。顕教は釈尊が成道
の後に説いた教えであり，スリランカなどで信仰
されている上座部仏教やその他多くの大乗仏教が
これにあたる。これに対して，密教はその教えの
教主を，悟り或いは真実そのもの，即ち法身大日
如来であると説く（松長　1989, 1991）。

空海の説いた真言密教，或いは一般的に密教
は，その目的である悟りについての考え方が上座
部仏教やその他の大乗仏教と大きく異なる。密教
は “ 即身成仏 ” を説き，自らのこの身体を伴って
今生での悟りの実現が可能であると説く。それは
顕教が輪廻転生を繰り返すこの六道世界をネガ
ティブなものと捉え，そこからの解脱を説くのに

対し，密教はこの宇宙を法身大日如来の顕現とと
らえることにより，この六道世界こそが悟りの世
界であると主張する（松長　1989，1991）。つま
り，密教の思想では六道世界と悟りは大日如来の
顕現の階層的違いとして理解される。また，大日
如来こそが全ての仏教の教えの源泉であり，真実
そのものの存在であると考える。この宇宙は大日
如来の顕れそのものであり，密教行者の目的は自
らが大日如来の完全なる顕現となり即身に成仏す
る事である。

しかし，即身成仏の実現には密教における秘密
性を理解する必要がある。それは “ 如来の秘密 ”
と “ 衆生の秘密 ” である。密教は単に教えを隠し
ている訳では無く，教えの受け手である我々の都
合により，秘密とされるのである。如来の秘密と
は，大日如来がその教えの受け手に対して真実を
隠してしまう事を言うが，それは受け手である
我々がその教えを受けるに値しない，或いはその
教えを受ける準備が出来ていない事を理由に秘密
とされるものである。準備のできていない者に真
実を説くことは，時としてその受け手を傷つける
ことであり，その為に大日如来はあえて真実を隠
すのである。これを如来の秘密と言う。また一
方，宇宙そのものである大日如来は時々刻々と真
実を説いているが，それを受ける我々が自らの我
執により，わが目を覆い，わが耳を塞いでしまう
こともある。これを衆生の秘密と言う。従って，
真実は我々衆生から隠されているのでは無く，
我々自身が真実への道を閉ざしてしまっているの
である。つまり，真実は受け手が受け入れられ
る限度に応じて，その姿を露わにするのである

（栂尾 1975; 勝又 1981, 2000; 小田 1984, 1985; 松長
1985, 1991; 羽毛田 1996; 藤井 2008）。

高野山真言宗と高野山

真言密教はその教えや儀礼の解釈により，主と
して 18 の流れに分けることが出来る。各々の流
れは金剛峯寺，東寺，大覚寺，仁和寺，長谷寺，
智積院などに代表される。それぞれのグループに
はその中心的寺院である本山があり，そのグルー
プごとにテキストや儀礼を解釈している。それら
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全てのグループを代表する真言宗の総本山が高野
山真言宗の本山金剛峯寺である。高野山真言宗の
僧侶には 16 の階梯（僧階）があり，試験等に合
格することによりその階梯を上ることが許される。

真言密教の学習及び信仰の中心地である高野山
は和歌山県伊都郡に位置し，毎年多くの巡礼者が
訪れる。その山頂は４千人余りの人々が生活する
小さな盆地になっており，西には真言密教の聖地
としての伽藍が，東には弘法大師信仰の中心地と
しての奥の院と弘法大師御廟がある。また，高野
山はその周囲を大小八葉の峰々に囲まれており，
古来それらは胎蔵法曼荼羅の中央に位置する大日
如来を囲む仏菩薩に例えられてきた（山田 1986; 
五来 2002）。

空海と弘法大師

空海はその僧侶としての名前である空海と，死
後に諡として与えられた弘法大師の二つの名前を
持つ。また，時には弘法大師空海と呼ばれたりも
する。空海の人生と功績に対する態度は 2 種類
に分かれる（竹内　1997）。その超人的な活躍か
ら，空海の人生は多くの神話や説話により彩られ
ている。そのため伝統的に語り継がれて来たその
人生において，実際に起こった “ 事実 ” と超人的
な活躍を示す “ 物語 ” とを明確に区別することが
困難と言える。この空海の人生の二面性に対する
理解として，歴史的事実を重要視して掘り起こそ
うというアプローチ（武内　2006）と，神話や説
話をも含んで空海という人間を受け入れようとい
う立場がある。フィールドワークから見えてきた
高野山に関わる多くの人たちの空海に対する理解
は，様々な神話や説話受け入れる形で空海像を描
いている。従って，一方に於いて物語と認識され
るものが，他方においては事実と理解されるので
ある。つまり，真言密教をエミック的に理解する
には，これらの物語を事実とする視点が求められ
るのである。これらの人々は，空海でも弘法大師
でも無く，「お大師様」或いは「お大師さん」と
いう呼び名を多くの場合使っている。それは偉大
な師に対する尊敬と，同行二人思想に現われる空
海への親近感の表れと考える事が出来る。

また，弘法大師に対する信仰は高野山への巡礼
『高野詣』と密接に関係している。それは天台宗
の僧慈鎮（慈円）僧正（1155－1225）により，以
下のように歌われている。

「ありがたや　高野の山のいわかげに
大師はいまだ　おわしますなる」

この歌にあるように，空海はその死後もこの世
界に身体を持って留まり，弥勒菩薩の下生まで全
ての生きとし生けるものを見守り続けると信じら
れている。この信仰により高野山は特別な意味を
与えられ，それは今生の浄土，しばしば蜜厳浄土
と称される。浄土である高野山はそれを訪れる者
の全ての罪を洗い清めるのである。

文化人類学的仏教研究の理論分析について

本稿はその理論分析に於いて，サウスウォルド
（1983）によるスリランカ仏教についての議論を
踏襲するものである。デュルケム（1915）は宗教
は信仰と儀礼により成り立っていると提言する。
これに対し，サウスウォルドは人々の実際の信仰
形態に於いては，“ 実践 ” 或いは “ 行 ” こそがそ
の本質であり，従って文化人類学者は人々の心の
中にある “ 信仰心 ” 或いは “ 信 ” ではなく，実際
に実践し行う儀礼的側面こそを考察するべきだと
主張する。このサウスウォルドの主張は古くはロ
バートソン＝スミス（1889）にまで遡ることが出
来る。ロバートソン＝スミスは多くの非キリスト
教社会に於いては，儀礼的行いこそがその本質で
あると説く。また，ラドクリフ＝ブラウンは行の
信に対する優位性について，以下のように述べて
いる（1952:155）。

何が本当に起きているのかという事は，儀礼と信仰

の正当化或いは合理化が，共に調和のとれた全体の部

分として発展するのである。しかし発展過程において，

実際の行動或いは行動の必要性こそが信仰を支配或い

は決定づけているのであり，決してその反対ではない。

本稿では真言密教の実際に於いては，身体的
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“ 行 ” こそが主たるものであり，それを通して信
仰が実感されるのであることを提起する。この行
の実践される場として，真言密教では身体に対し
て格段の注意が払われており，初心の行者に対し
ては何を何時どのように行うのか，その細部に至
るまで事細かに行のやり方が指導されるのである。

ロバートソン＝スミスは更に論を進めて，多く
の宗教において信仰と言うような純粋に抽象的な
概念は存在せず，代わりに儀礼は神話と結びつ
き，それはドグマ的な信仰の立場を占めると主張
する。このロバートソン＝スミスの考えは説得力
もあり論理的であるが，サウスウォルドはこの立
場に内在するその実現困難性について指摘してい
る。サウスウォルドは信がその主たる役割を占
め，行はあくまでも二義的であるキリスト教プロ
テスタントの影響により，多くの文化人類学者が
ロバートソン＝スミスの主張を受け入れることに
躊躇したと述べている。さらに，サウスウォルド
は近年の文化人類学者の用いた信という概念につ
いての理解に問題があったと指摘する。信という
概念そのものが客観的，科学的なものでは無く神
秘的なものであり，それ自身において宗教的 “ 信
仰 ” のようなものである（1983:37）。従って，信
という概念の定義そのものが一種の信であり，そ
れを脱構築するか率先して使用するか否かは，そ
れぞれの文化人類学者がこの概念に有用性を見出
すかに依るものである。

この点においてサウスウォルドは，文化人類学
者が人々の内面にある信仰心や心情について明ら
かにすることの可能性について疑問視するニーダ
ム（1972）と同様の立場をとる。ニーダムは人々
の心情，或いは心の中は各個人に固有のものであ
り，文化的に共有されたものでは無く，文化人類
学の目的は人々に共有された心情を明らかにする
ことであると述べている。また，リーチ（1969）
は信仰心とは人々のドグマに対する集合的な解釈
であると主張する。そして，それはしばしば個人
の解釈とは異なるものである。つまり，ニーダム
とリーチの両者の共通認識として，個人の信仰心
はその人の心の奥底にあるものであり，最終的に
は外からは知り得ないものであるという事であ
る。彼らの主眼はデュルケムの言う “ 集合意識，

集合表象 ” であり，個人の心理的状態ではない。
仮にデュルケムの立場を採らないとしても，

人々の信仰心を明らかにするのは至難の業であろ
う。何故なら，それはしばしば一貫性を欠くもの
だからである。ゴンブリッチのスリランカ仏教に
ついての研究に言及しながら，サウスウォルドは

「その人の行いが彼が本当に信じていると主張す
る事と極端に不釣り合いな場合，その人は自身の
言っている事を “ 実際には信じていない ” と言う
事は至極普通の事だ。」と述べている（1983:148）。

この人々の信仰心を明らかにすることの困難性
は，真言密教の僧侶と在家信徒にもあてはまる。
実際にはこの信仰心の問題は彼らが最も重要視す
る事であり，同時に真言密教の宇宙観に直接密接
に関わるものである。真言密教において悟りはそ
の人の心の中に起こるのでは無く，即身成仏の言
葉が示すようにその人の身体と共に，或いは身体
により悟りに至るのである。真言密教ではその人
の身体，つまり何をどのように行うか，がその人の
心の中，或いは境涯を示すものであると考える。
従って，その人は何を考えているかではなく，何
をするのかに表れる。また，人ありて真言密教の
教えに忠実に従い身体的行を修めれば，その人は
その身体と共に悟りに至ることが出来るのである。

真言密教では歩き方，お辞儀の仕方，食べ方な
どの日常生活の所作を含めて，全ての身体的行に
ついて厳密にその行い方が規定されている。これ
についてモース（1935）は “ ボディテクニーク ” と
呼び，エリアス（1978）は “ 基本的実践 ” と名付
けている。歩き方のような単純な身体的行から，
より精緻で複雑な作法に至るまで，全ては個人の
欲望の産物ではない（モース 1935:100）。それら
は文化的に共有されたものであり，社会的な規範
として強要されるものである。真言密教の僧侶や
在家信徒の存在意義を規定するのは，最終的に
は各人のボディテクニークである。高野山大学の
大菩提院道場での四度加行で，初心の行者は多く
のボディテクニークについて，それらが身に付き
自然と行えるようになるまで学び，実践する。こ
の自然で熟達したボディテクニークをモースはハ
ビタスと呼ぶ。周囲の人々に対してより自然に社
会的にボディテクニークを表すことが出来れば，
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その人のボディテクニークはより一層ハビタスに
近づくのである。従って，ボディテクニークをハ
ビタスに昇華させるために，真言行者は日々行を
続けるのである。彼らは自然に何も考えずにそれ
が行えるようになるまで，真言密教のボディテク
ニークを行じ続けなくてはならないのである。そ
れによりハビタスが身に着くのである。この意味
で真言密教の本質は身体的行であると言える。
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