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　＜はじめに＞

　教師育成・人材養成は宗団の維持・発展にとっての生命線であり、そ
のために教育制度を改正しなければならないということは、多くの人が
指摘し、また実際に検討もなされてきた。しかし、その実現に関しては、
なかなか具体的な成果があがっていない。現状においても、教師は育成
されており、僧侶は着々と養成されている。将来的な危機は何となく感
じてはいるが、今のところ、各末寺もそれほどの大きな問題もなく淡々
と維持されており、現段階においては、まだそれほど深刻な状況に至っ
ていないという認識が、この課題の具体化を遅らせているように思う。
もとより人材の養成は、なかなかその成果が目に見えにくく、また多く
の時間も要する。従って、宗務行政当局もその任期中にはっきりと功績
が残るような施策を優先し、結果の見えにくいものは先送りにする傾向
があったように思われる。
　また、理想とする教育システムの構築とその実現化に伴う現実的な問
題（予算・指導者・学処・兼職のための就職問題など）との折り合いが
なかなかつけにくいということもこの問題が先送りにされる原因になっ
ている。
　しかし、現代社会における既成教団のおかれている状況、現代人の宗
教意識の変化などを考えあわせると、このままでは、われわれの存在意
義は、急速に失われていくことになるだろう。寺院や教師が陶太され、
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選ばれた寺院、教師だけが生き残っていく時代が来ることは十分に予想
される。時代の洗礼を受け、宗団は大きなダメージを受けるはずである。
そうなる前に、宗団は将来的展望に立って、選ばれる寺院、教師を養成
していかなければならない。
　後述するように、教育制度改革についての議論はこれまでも繰り返し
なされ、ある意味では議論は尽くされているといってもいい。改めて一
から議論し直す必要も猶予も最早ないだろう。あとは、現実化に向けて
一歩踏み出せるかどうかの問題である。
　本稿では、平成17年度に実施された「真言宗智山派　総合調査」にお
いて、特別調査としてなされた教育制度改革案に関する意識調査の結果
を踏まえ、本宗教育制度改革の現状と課題について考察してみたい。

＜真言宗智山派の教育制度改革の経過と現状＞

　本宗の教育制度改革は、石川内局の頃より「制度調査会」の審議事項
となっており、そこで議論された教育制度改革事項は、上村内局時に「制
度調査会」の下部委員会である『教育小委員会中間報告』として提出さ
れている。この改正案の中核は次の二点からなっていた。

① 教師資格取得の条件として本山在山一年を義務づけ、その学処として
僧堂教育と事相の研鑽を主とした研修学院を設置する。

② 一般大学生に対する教相部門のカリキュラムを充実させ、生涯教育の
一環として通信教育制度を導入する。

　しかし、この改正案は設立費用の問題や大正大学入学者減少への懸念
などの問題により、具体的な進展がないまま楠内局に引き継がれ、新設
された「学制検討委員会」において審議が再開されたものの、具体的な
進展は見られず、再び中断。その後、平成12年９月27日に開催された「学
制検討委員会」において、小林内局より、今後の本宗教育制度改正の草
案作成の実務作業を行う専門委員会設置の必要性が求められ、「学制検討
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委員会」の了承を得て、「専門委員会」が設置された。そこで２年に亘っ
て十四回の会議を重ね、草案を作成、平成14年12月17日開催の「学制検
討委員会」に提出し、当委員会での審議を経て、平成15年５月27日、『学
制検討委員会最終答申』として吉田宏晢学制検討委員会委員長より小林
総長に提出された。小林内局で審議の後、最終答申案を基本とした制度
改正の実現に向けて「制度調査会」に諮られ、「制度調査会教育小委員会」
で審議の結果、第九十六次定期教区代表会で「懇談会」を開き、この案
についての意見徴収を行うこととなった。その後、島内局となり、島総
長より吉田学制検討委員会委員長に再度、改正案についての検討を行う
よう指示が出された。しかし、具体的な進展は見られないまま、現在の
岡部内局に引き継がれ、第106次定期教区代表会において、最終答申を基
に実現可能な教育制度改正案の作成、および寺院子弟、寺庭婦人も含め
た教育全般の見直しを図るため、従来の「学制検討委員会」を発展的に
解消して新たに「教育審議会」を設置することが議決された。
　さて、現在の教育改正の基になっている『学制検討委員会最終答申』は、
平成15年『宗報　８月号』に詳しく掲載されているが、それは次のよう
な骨子からなっている。まず、めざすべき教師像として、次のような項
目があげられている。

①幼少時から宗教的情緒を育み、感性の豊かな子弟を養成する。
②仏教を理解しようとする意欲・興味を抱き続ける教師を養成する。
③宗教的体験による感動を実感できる教師を養成する。
④仏教の教えを檀信徒に積極的に伝える教師を養成する。
⑤社会の諸問題に対して積極的にかかわりをもつ教師を養成する。

　子弟養成における最も重要な要因は、宗教的情操の育成であり、具体
的には宗教体験に根ざした「祈りの生活の習慣化」とそれに伴う「信仰
心の培養」をまず根底に置いている。それがあって初めて、様々な活動
が内実を伴ったものとなってくるとするのである。
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　そして、そのための方策として、次の３つの柱からなる教育制度改革
案が提案されている。

①教師資格取得の条件として本山在山一年を義務づける。
　 　本宗教師になるためには、全員が少なくとも一年、本山で僧堂生活

を体験し、そこにおいて、僧侶としての基本的な心構え、立ち居振る
舞い、事相（修法・所作・法式・声明）などの修得をめざすと共に、
本山生活を通して、真言僧侶としての動機づけと自己研鑽の意欲を養
成する。

②僧階取得の為に単位履修制を導入する。
　 　僧階を上げるためにはその僧階ごとに決められた所定の教学・事相・

教化の単位を履修しなければならない。
③単位履修のために通信教育制度を導入する。
　　地方寺院・兼職寺院であっても在宅で単位履修できるようにする。

　この骨子に基づいて、改革案では教師補命、昇補に必要な具体的なカ
リキュラムと学処、さらには実現化に向けた法整備、予算措置などが提
案されているが、ここでは割愛する。詳しくは平成15年『宗報　８月号』
を参照されたい。

＜教育制度改革案に関する総合調査の結果について＞

　平成17年度に実施された本宗総合調査で、この教育制度改革案に対す
る本宗教師の意識調査が実施された。３つの骨子それぞれについての調
査結果を見てみよう。（数字はいずれも％）
①本山在山一年制の義務化について
　 　全体では「支持する」「どちらかというと支持する」と答えた教師が

63.4％で、「支持しない」「どちらかというと支持しない」の30.0％を大
きく上回っている。
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支持する 　３６．１

どちらかというと支持する   ２７．３

どちらかというと支持しない   １７．３

支持しない   １２．７

無回答     ６．５

支持する
　（36.1％）

どちらかというと支持する
　（27.3％）

どちらかというと支持しない
　（17.3％）

支持しない
　（12.7％）

無回答
　（6.5％）

　これを地域別で見てみると、大都市、中都市に居住する教師に比べ
て、市町村に居住する教師の方が「支持する」が多い。また兼職教師に
比べて専業教師の方が「支持する」が多い。

─教師資格取得のための在山一年制の導入について─
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支　　持 不 支 持
大 都 市  ６２．３  ３１．２
中 都 市  ６２．１  ３４．８
市 町 村  ６７．７  ２９．０

─教師資格取得のための在山一年制の導入について─（地域性別）
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専 業 教 師 ６７．９ ２８．３
兼 業 教 師 ６０．５ ３７．４

─教師資格取得のための在山一年制の導入について─（専業／兼業）

　在山一年制を支持しない理由については、「仕事、就職に支障があ
る」が62.9％と群を抜いて多く、次いで「教育方法を単一化しなくてよ
い」34.1％、「在山期間が長すぎる」29.9％となっている。
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仕事、就職に支障がある ６２．９
教育方法を単一化しなくてもよい ３４．１
在山期間が長すぎる ２９．９
一年在山する必然性を感じない ２７．９
経済的に負担がかかる ２５．８
学処の生活環境に期待できない １１．０
在山期間が短すぎる １０．５
研修内容に期待できない ７．９
学処の指導者に期待できない ７．０
その他 ７．９

─在山一年制の導入を支持しない理由について─（複数回答）

②僧階取得のための単位履修制度の導入について
　 　全体では「支持する」「どちらかというと支持する」と答えた教師

が59.2％で「支持しない」「どちらかというと支持しない」34.2％を大
きく上回っている。

支持する ３０．５
どちらかというと支持する ２８．７
どちらかというと支持しない １７．６
支持しない １６．６
無回答 ６．６

─単位履修制の導入について─
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　単位履修制を支持しない理由については、「寺務に支障がある」が
57.2％と最も多く、次いで「仕事、就職に支障がある」51.1％、「経済的
に負担がかかる」35.6％となっている。

寺務に支障がある ５７．２
仕事、就職に支障がある ５１．１
経済的に負担がかかる ３５．６
教育方法を単一化しなくてもよい ２７．２
研修を受ける必然性を感じない ２３．３
研修内容に期待できない １２．２
その他 　５．９

─単位履修制の導入を支持しない理由について─（複数回答）

③単位履修のための通信教育制度の導入について
　 　全体では「支持する」「どちらかというと支持する」と答えた教師

が54.0％で「支持しない」「どちらかというと支持しない」の36.0％を
大きく上回っている。地域別では大都市、中都市に居住する教師に比
べて、市町村に居住する教師の方が「支持する」が多い。

支持する
　（30.5％）

どちらかというと支持する
　（28.7％）

どちらかというと支持しない
　（17.6％）

支持しない
　（16.6％）

無回答
　（6.6％）
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支持する ２８．６
どちらかというと支持する ２５．４
どちらかというと支持しない １３．７
支持しない ２２．３
無回答 １０．１

─単位履修のための通信教育制度の導入について─

支持する
　（28.6％）

どちらかというと支持する
　（25.4％）

どちらかというと支持しない
　（13.7％）

支持しない
　（22.3％）

無回答
　（10.1％）
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支　　持 不 支 持 
大 都 市 ４５．３ ４５．３
中 都 市 ５４．３ ３６．９
市 町 村 ５８．５ ３５．１

─単位履修のための通信教育制度の導入について─（地域性別）
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　通信教育制度を支持しない理由については、「実施方法に問題があり
そう」が54.9％、次いで「教育効果がなさそう」53.3％、「研修内容に期
待できない」41.5％となっている。

実施方法に問題がありそう ５４．９
教育効果がなさそう ５３．３
研修内容に期待できない ４１．５
通信教育を受ける必然性を感じない ２６．３
寺務に支障がある １１．０
仕事、就職に支障がある 　９．３
その他 　８．６

─通信教育制度制度を支持しない理由─（複数回答）
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感じる ８０．４
感じない １５．６
無回答   ４．０

─寺院の将来について不安を感じるか─

感じる
　（80.4％）

感じない
　（15.6％）

無回答
　（4.0％）

　このほかに、教育制度改革に関連する項目の調査結果についても見て
おこう。
　まず、「寺院の将来について不安を感じるか」という設問について、八
割方の教師が「感じる」と答えている。地域別では、市町村に居住する
教師に不安を感じる割合が高く、年代では二十代の若い教師に不安率が
高い。また、専業教師に比べて兼業教師に不安率が高くなっている。
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感 じ る 感じない
大 都 市 ７８．２ １９．７
中 都 市 ８２．１ １７．３
市 町 村 ８４．０ １４．６

─寺院の将来について不安を感じるか─（地域別）
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４０　　代 ８３．９ １５．５
５０　　代 ８４．２ １５．０
６０　　代 ８３．２ １５．６
７０　　代 ７７．１ ２０．７
８０歳以上 ７４．７ ２２．１

─寺院の将来について不安を感じるか─（年代別）
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感 じ る  感じない
専 業 教 師 ８０．５ １８．２
兼 業 教 師 ８７．７ １１．９

─寺院の将来について不安を感じるか─（専業／兼業）

　「寺院の将来について最も不安に思うものは何か」という設問につい
ては、「少子化・過疎化などによって檀信徒が減少する」が25.9％、次
いで「宗教離れがすすむ」20.9％、「僧侶の質が低下する」10.6％の順と
なっている。
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少子化・過疎化などによって檀信徒が減少する ２５．９
宗教離れがすすむ ２０．９
僧侶の質が低下する １０．６
寺院の後継者が不足する 　７．１
寺院資産の維持が困難である 　６．１
新宗教に檀家が流れる 　０．６
その他 ２７．８

─寺院の将来について最も不安に思うものは何か─

　「教師資格取得のための学処で学んだことは僧侶になるために十分
なものだったか」という設問については、過半数の教師が「十分でな
い」と答えている。その理由は「法儀を十分に学ぶことができない」
50.8％、「寺院運営について十分に学ぶことができない」46.7％、「真言
宗の教えを十分に学ぶことができない」46.5％の順となっている。

十分である ４３．１
十分でない ５１．６
無回答 　５．３

＜教師資格取得のための学処で学んだことは僧侶になるために十分なものだったか＞

十分である
　（43.1％）十分でない

　（51.6％）

無回答
　（5.3％）
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法儀を十分に学ぶことができない ５０．８
寺院運営について十分に学ぶことができない ４６．７
真言宗の教えを十分に学ぶことができない ４６．５
仏教の教えを十分に学ぶことができない ４１．５
教化について十分に学ぶことができない ３９．５
僧侶としての基本的な振る舞いを身につけることができない ２９．３
行を十分に実践することができない ２６．９
社会問題への取り組みについて十分に学ぶことができない ２６．５
御詠歌を十分に学ぶことができない ２４．４
僧堂生活を十分に経験することができない ２２．２
先生の指導がよくない 　３．８
その他 １０．０

─十分でない理由─（複数回答）

　「教師補命後の研修は十分であるか」という設問については、48.3％
の教師が「十分でない」と答えており、44.7％の「十分である」を上
回っている。「希望する研修内容」については、「法儀・行法を学ぶ」
が57.3％と最も多く、次いで「真言宗の教えを学ぶ」50.7％、「寺院運営
について学ぶ」38.3％、「教化について学ぶ」38.0％の順となっている。
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十分である ４４．７
十分でない ４８．３
無回答 　７．０

─教師補命後の研修は十分であるか─

十分である
　（44.7％）十分でない

　（48.3％）

無回答
　（7.0％）

法儀・行法を学ぶ ５７．３
真言宗の教えを学ぶ ５０．７
寺院運営について学ぶ ３８．３
教化について学ぶ ３８．０
仏教の教えを学ぶ ２９．３
社会問題への取り組みについて学ぶ ２５．０
行を実践する １８．１
御詠歌を学ぶ 　９．６
その他 　４．１

─希望する研修内容について─（複数回答）
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＜考察＞

　教育改革案の三つの骨子については、いずれも過半数の教師が「支持
する・どちらかと言えば支持する」と答えている。特に、反対が多いの
ではないかと予想されていた在山一年制の義務化について、63.4％と他
の二つに比べて一番高い支持率となっていることは意外であった。（不
支持は30％）さらには、市町村に居住する教師に支持率が高いというこ
とも予想に反していた。    　
　これまで在山一年制の義務化に対しての反対意見には主に次のような
ことが指摘されていた。

Ａ．兼職寺院子弟の就職が困難になる。
　 　新制度では、大学の四年間に加えて、さらに一年の期間が必要とな

る。寺院活動の他に職業をもたないと生活できない寺の子弟や、ある
いは住職がまだ健在で、子弟が後を継ぐまで他に職業をもつような場
合、新制度では、それが困難になるのではないか。

Ｂ．寺の後継者が減少する。
　 　一年も本山にいかなければ、資格がもらえないとなれば、特に地方

の小規模寺院などの場合、そこまでして僧侶になりたくないというこ
とで、寺を捨てるケースが増え、結果として、宗団の規模が小さくな
るのではないか。

Ｃ．宗立大学である大正大学への入学者が減少することへの危惧。
　 　新制度では、大正大学を卒業しても、本山に一年在山しなければ資

格がもらえない。それでは、宗立大学の意味がないし、大正大学への
入学希望者が減少してしまうのではないか。

　このうち、ＡとＢの理由に最も相当するのが市町村に居住する教師で
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あり、従って在山一年制は、大都市寺院の教師には支持されても市町村
寺院の教師には支持されないのではないかと予想されていた。しかし、
結果は、むしろ大都市・中都市寺院の教師よりも市町村寺院の教師に高
い支持率が認められた。
  これは、おそらく市町村寺院の教師は、教師資格取得後の研修機会に
恵まれず、また本山を訪れる機会も少ないため、教師資格取得前にでき
るだけ多く、本山で僧侶としての経験を積んでおきたいという要望があ
るのではないだろうか。本山に一年、預けるから、一人前の僧侶に育て
て欲しいという願望のあらわれと思われる。
　また、通信教育制度導入についても、市町村寺院の教師は、大都市・
中都市寺院の教師に比べて支持率が高い。これも、地理的条件から在宅
で研修機会を確保したいという切なる願いだと思われる。
　本宗教師の半数以上は、市町村寺院に居住しており、彼らの意向は宗
団として重く受け止めなければならない。
　また、在山一年制を支持しない理由は、「仕事・就職に支障がある」
が群を抜いて多かった。これは予想通りの結果である。こうした理由
は、当事者にとっては切実なものであり、この制度の導入に対して異を
唱えたくなるのは理解できる。しかし、その一方で、この理由はきわめ
て現実的な問題であり、必ずしも子弟教育の本質に関わるものではない
という指摘もできよう。寺以外の就職が困難になるから、僧侶になるた
めの資格はできるだけ就職に支障がないようにしてほしいというのは明
らかに本末転倒な議論である。僧侶という存在がそれ程のものでしかな
いということだ。どんな職業でも、とりあえずプロとしての資格をもら
うためには一年以上の期間は要するだろう。ましてや、僧侶になるとい
うことは、単に職業としての資格を得るということではなく、常に自分
自身の信仰や生き方を問い続けていくという営みでもあるはずだ。その
ためのきちんとした動機づけを行うためには、むしろ一年では短すぎる
とさえ思われる。
　教師資格取得前の研鑽について半数以上の教師が不十分だったと答
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え、その理由として一番多かったのが「法儀を十分に学ぶことができな
い」であった。であるならば、教師資格取得前の法儀研修の場は、現状
においては本山が最適であり、その意味においても本山在山一年制はこ
うした教師の要請に応えることになろう。
　僧階取得のための単位履修制については、ほぼ六割の教師が支持して
いる。支持しない理由としては、「寺務に支障がある」「仕事、就職に
支障がある」が突出して多い。これも在山一年制と同様、現実的な問題
としてはわからないでもないが、しかし、僧侶としての研鑽を積むこと
が寺務の支障になるという場合の、その寺務とは何なのか。あるいは逆
に研鑽を積まなくてもできる寺務というものが存在するのだろうか。よ
しんば、寺務に支障があって単位履修ができないということであれば、
僧階を上げなければいいだけのことである。
　単位履修のための通信教育制度の導入については、全体では５４％の
教師が支持し、また大都市・中都市寺院の教師に比べて市町村寺院の教
師に支持率が高い。この結果もやはり、なかなか中央での研修機会に恵
まれない教師が在宅で研鑽を積みたいという思いが反映されている。た
だ、支持しない理由として、実施方法や教育効果についての懸念が多
く、この点については、事前に十分に検討されなければならない。
　本調査で得られた教育改革案の三つの骨子についての支持率を実施可
能な数値として見るか、これではまだ実施に踏み切れないと見るかは、
当局の判断である。しかし、これだけの支持を得ていること、かつ、石
川内局当時からの議論の経緯を考えると、これをそのまま実施するのは
困難だとしても、やはり、この三つの骨子を軸として教育制度改革を実
施するのが妥当ではないかと思われる。

＜まとめ＞

　本調査によれば、本宗教師のうち八割以上が世襲によって教師となっ
ている。20代に限って言えば、87.8％、実にほぼ九割が世襲である。本
宗に限らず、既成教団寺院の世襲化はすっかり定着し、その進行を止め
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ることはできないだろう。だとすれば、宗団は、世襲を前提として、寺
院の後継者となるべき人材をきっちり教育していかなければならない。
　この世襲化の進行・定着には、メリット、デメリット両面がある。メ
リットとしては、例えば寺の後継者を継続的に供給することができ、寺
院・宗団が安定的に維持されていく、あるいは幼少時から檀家と接する
ことによって、親密度が増し、相互理解が深まる、後継者になることを
想定した子弟教育が可能になるなどが挙げられよう。一方、デメリット
としては、寺院が私物化し、公共性が失われ、結果として寺院活動が閉
塞化してしまうということなどが考えられるが、一番のデメリットは、
教師の質が低下するということである。
　寺の跡取りとして生まれれば、将来の職業は保証される。最初は反発
してもだんだん現実が見えてくると、まあ坊さんにでもなるか、あるい
は最早、坊さんにしかなれないという、いわゆる「でもしか坊主」が誕
生していく。親の方もとりあえず資格さえ取ってくれれば後はなんとか
なるからとひそかに思っている。実際、資格さえ取ってしまえば、よほ
どのことをしない限り、寺を出されるということはない。また、檀家が
離れるということもない。すなわち、寺の場合は、後継者の力量がそれ
ほど寺のあり様に影響を与えない。それよりももともとの寺の大きさが
決定的な力をもっているのである。そこに既成教団寺院の構造的欠陥が
ある。
　しかし、前述のように寺院が淘汰され、僧侶が選ばれる時代がそう遠
くない将来にやってくるということは十分に予想される。安閑として、
伽藍の中に閉じこもっていたのでは、われわれはその存在意義を急速に
失ってしまうだろう。
　僧侶をめざす寺院子弟の多くは、少なくとも初発においては、必ずし
も意欲に燃えて僧侶になるのではない。あるいは、人生の根源的な問題
を解決するために僧侶になるのでもない。そのことを冷厳に認めたうえ
で、では、そういう子弟を宗団として、どう教育していくか、どのよう
な僧侶に育てていくかということが問われてくるのである。教育制度の
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議論をする時、しばしば、どんなに制度を改変しても結局本人のやる気
がなければうまく機能しないのではないかという意見が出される。もち
ろん、本人のやる気は大事だが、すべてをここに還元することはできな
い。やる気を起こさせるような、あるいは、やる気のなさを補完するよ
うな教育システムを考える必要がある。
　また、世襲を前提に置くのであれば、まずはそれぞれの寺院内での子
弟教育があり、そのうえで宗団としての教育制度を考えていくのが筋で
あろうが、現状では、家庭生活と寺院生活が混在し、また親子関係と師
弟関係を同時に機能させていくのには無理がある。従って、宗団として
一から教育していくような制度を構築していく必要があるだろう。
　さらには、寺院それぞれ、あるいは子弟それぞれには様々な事情や適
性があり、教育方法を単一化しない方がいいのではないか、事情や適性
に応じた選択肢があった方がいいのではないかという議論がある。しか
し、教師全体の質の底上げを図るならば、換言すれば、どんな子弟でも
ある一定の水準に引き上げようとするのなら、基本的には少なくとも教
師資格を取得するまでのシステムは同一にした方がいいのではないかと
思われる。その後、教師の適性・資質に応じたカリキュラムを選択でき
るようにすればよいのである。
　教師の実に八割以上が寺院の将来に不安を感じている。特に市町村寺
院の教師、若い教師に不安を感じている者が多い。その背景には、少子
化や過疎化により檀信徒が減少することへの危惧や宗教離れが進行して
結果的に寺や僧侶の存在価値が希薄になることへの危惧がある。そうし
た時代にあって、いかに生き残る寺、選ばれる僧侶を養成していくかと
いうことに、宗団の命運が託されていると言っても過言ではないだろ
う。冒頭にも記したように、無意味な議論の繰り返しは避け、果断に一
歩踏み出すことが今、求められている。

　〈キーワード〉在山一年制、単位履修制度、通信教育制度


