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ーマといたしました︒最近いろんな話題がありまして︑

ては︑浄土教の最も根本的な問題であります︑浄土をテ

l
Jl
J 時間も参りましたので︑ただ今からシンポジュー
ムに入りたいと思います︒今年度の教学大会におきまし

非常に大きなテlマですので︑今年度はサブテlマとし

日のシンポジュlムになりました︒浄土と申しましても︑

っていかなきゃならないのではないかということで︑今

確な見解をお聞きして︑ひとりひとりがそれを確かめあ

うテlマのもとで︑それぞれの教学のお立場から一度明

浄土ということが案外明確になっていない︑少しボヤけ

︵同朋大学助教授︶

︵大谷大学教授︶
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いする次第でございます︒どうかよろしくお願いいたし

交換ができますよう︑皆さん方のご協力をよろしくお願

いすることにいたします︒どうか最後まで︑熱心な意見

会を担当いたします︑同朋大学の田代先生のほうにお願

方と︑それから三先生の詳しいご紹介につきましては司

していきたいと思います︒今回のシンポジュlムのもち

戴し︑その後皆様方と質疑応答していくというかたちに

にその﹁往生﹂ということを中心に先生方のご意見を頂

うな一言葉は不離一体でございますけれども︑今日は特

あるとか︑往生︑あるいは浄土︑成仏︑といったこのよ

ちとしては心から喜んでいる次第です︒正定緊の問題で

しい中を︑三先生ともご出席していただきまして︑私た

このようなシンポジュ l ムを考えました︒いろいろお忙

ストとしてご参加頂き提題をしていただくということで︑

とります︒ステージの方で先生同志が討論というかたち

れを手がかりに︑皆さんとご一緒に討論するという形を

からのご質問を︑先生達にお答えいただき︑そして︑そ

式で進めていきたいと思います︒今日は︑会場の皆さん

中からいくつかをそれぞれの先生にお聞きするという形

質問を私どものほうで整理させていただきまして︑その

ります︒で︑その討論は︑皆さんからいただきましたご

いと思います︒そして︑概ね三時半ぐらいから討論に入

収いたします︒できるだけたくさんの質問をいただきた

休憩をとらしていただきます︒その聞に係員がそれを回

して︑その基調講演が終わった後︑十分乃至十五分ほど

ポジュlム質問用紙﹂に質問をお書きいただきます︒そ

その聞に︑皆さん方のお手許に配布されています﹁シン

二十分乃至︑二十五分程度基調講演をしていただきます︒

に︑藤本先生︑浅井先生︑神戸先生︑御三方の先生から︑

じゃございませんので︑お心得おきいただきたいと思い

ます︒
同学会の委員で︑同朋大学の田代でございます︒

ます︒なお︑質問を書いていただくぶんにあたりまして

国代

何分にも大変大きな課題でありまして︑スムーズに進行

は︑できるだけ簡潔に︑わかりやすくお願い致したいと
Q

何卒皆様方のご協力をお

できるかどうかわかりません

日は御三方の先生をお招きしておりますけれども︑それ

思います︒それでは︑最初に︑基調講演に入ります︒今

ところで︑今日のシンポジュlムを進めるにあたりま

ぞれ個人的な立場でお話していただくことになっており

願い致します︒
して︑その方法を少しご説明させていただきます︒最初
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ます︒たまたま︑それぞれの宗派に別れておりますけれ

うに次第に入ってきているものでございます

住職もしております︒ そういう立場から︑宗学研究のほ

八年より知思院浄土宗学研究所研究員︑更には︑一九八

ぞれ宗教哲学をご専攻になってらっしゃいます︒一九六

卒業の後︑大谷大学の大学院修士課程︑博士課程︑それ

生まれです︒その後︑早稲田大学第一文学部哲学科をご

略庶民をご紹介申し上げますと︑一九四四年︑山口県のお

それでは︑最初に藤本陣彦先生でございます︒先生の

っております︒そういう点でいいますと︑ファジーな立

で対話的態度ということが必要ではないだろうかと︑思

の領域においてこそ︑対話ということが︑いろんな意味

ますと︑最近特に思うんでありますが︑各宗派の宗派学

ころだと自覚はしております︒しかし︑考えなおしてみ

とつ︑私自身︑これから埋めていかなければいけないと

りのファジーな部分がございまして︑そういう点が︑ひ

したがい

どもご発表は︑宗派を代表するんじゃなくて︑個人的な

まして︑そういう意味では私自身に︑今日︑この頃はや

二年には︑ドイツ・マ l ルブルク大学客員研究員︑そし

場というのは︑かなり対話的な態度を可能にするのでは

Q

立場でお話していただくことにいたします︒

て︑現在︑併教大学文学部教授でございます︒それじゃ︑

ういうふうな立場から︑特に私自身︑法然上人︑法然の

ないだろうかと︑このように自己弁護しております︒そ

藤本ご紹介いただきました︑藤本でございます︒本日

思想を基調に致しまして︑与えられた課題につきまして︑

藤本先生︑ステージの方でお願いします︒
は︑かくもそうそうたる先生方の御前でこうして︑私の

発表させていただきたいと︑思っております︒どうぞよ

レジュメのところに︑発表の要点を三項目︑一応あげ

ような者が意見を発表させていただくというようなこと︑
るか非常に不安でございますけれども︑与えられました

ておきましたが︑非常に雑駁なもので︑申し訳ございま

ろしくお願い致します︒

時間を全うさせていただきたいと︑このように思ってお

せん︒実は︑この与えられましたテ 1 マにつきまして︑

大変恐縮に存じております︒どういうことを︑提供でき

ります︒先程︑司会の御方がおっしゃいましたように︑

まず最初に︑この﹁往生

または﹁浄土﹂ということに

私自身︑実は︑哲学︑または宗教哲学を基本に学んでき

つきまして︑法然は基本的にどのような態度であるであ

L

ながら︑私自身がまた︑浄土宗の僧侶でございまして︑

4

宗というひとつの教団の中で︑いま申しております︑往

てみたいといます︒それから三番目に︑いわゆる︑浄土

のように受けとめているであろうかと︑こういう点を見

頭に︑﹁往生之業念仏為先﹂と掲げられてあります︑

十六歳のときの撰述であります﹃選択本願念仏集﹄の努

に受けとめることができます︒これはそのまま︑法然六

いうことが︑まずもって基本的な態度であるというふう

述べられてあります︒つまり︑﹁凡夫の往生を示す﹂と

ろうかということを管見したいと思います︒それから二

生︑浄土ということのいわば概念化といいますか︑そう

このことがまさに物語っていることであると思います︒

の報土に生まるということ顕らかなり﹂と︑このように

いうことについて︑少しふれることができればと思いま

で︑そうした場合に︑では︑その凡夫の往生ということ

善導の釈義に依りて︑浄土宗を起すとき︑すなわち凡夫

す︒そして︑最終的に︑往生思想といっていいと思うん

の実現ということでありますけれども︑それにつきまし

番目に︑浄土三部経において説く往生の事柄を法然はど

ですが︑今日的な意義ということを少しでも︑明らかに

﹁念仏を中して往生す﹂と︑このことが基本であります︒

て法然の御法語等を︑紹介させていただきますと︑実は

その場合に︑例えば︑﹁源空はすでに︑往生を得たる心

ろしくお願い致します︒それで︑実を申しますと︑発表
要点のところで︑①︑②︑③︑と出しておりますけれど

地にて念仏は申すなり﹂︒このようなお言葉が見当りま

すること︑ができればと︑このように思っております︒よ

になりますので︑よろしくお願い致します︒

も︑まず②の項目のところが︑今の順序でいきますと先

意趣は︑凡夫の往生を一市さんがためなり︒ーちょっと省

次のような記録で残っています︒﹁我︑浄土宗を立てる

すけれども︑次のようなことを︑おっしゃっています︒

然上人伝記﹄の﹃一期物語﹄という資料にでてまいりま

点が︑ひとつ基本的にでてくるとおもいます︒したがい

声につきて決定往生のおもいをなすべし﹂︑このような

は﹁心に往生せんと思いて︑口に南無阿弥陀仏と称えば︑

また﹁平生の業成就は︑臨終︑平生にわたるべし﹂また

きたる願なれば︑念ごとに往生の業となるなり﹂とか︑

す︒または︑﹁阿弥陀仏は︑一念に一度の往生をあてお

略いたします｜諸宗談ずるところ異なるといえども︑総

まして法然において︑凡夫が往生し得るというこの一点

法然の基本的な態度と一一員いますと︑これは﹃醍醐本法

じて凡夫の浄土に生まるということを許さず︒故に我︑

仏となるなり﹂とまあ︑このように平生︑それから臨終

ば臨終の念仏となり︑臨終の念仏の︑のぶれば平生の念

られているわけですけれども︑﹁平生の念仏の︑死ねれ

れは﹃念仏往生要義紗﹄と申します御法語の中で︑述べ

え方があると言えます︒で︑このことは次のような︑こ

の中で自然に往生が決まっていくという︑そういうとら

つ重要視したいと思います︒換言するならば︑称名念仏

思いとる︑というような心境を語られている点を︑ひと

紹介いたしましたように︑この平生の念仏の中に往生を

るということは一一一一口うまでもありません︒その場合に︑今︑

は︑称名念仏︑念仏ということにおいて︑その展開があ

必ず聖衆の来迎を得ベし︒来迎を得るとき︑たちまち正

義あきらかなり︑在世の問︑往生の行︑成就せむ人は︑

はあらず︒来迎したまうが故に︑臨終正念なり︑という

も︑その中で︑﹁臨終正念なるが故に︑来迎したまうに

それは﹃逆修説法﹄という説法が残っておりますけれど

の言葉において︑少し埋め合せができるように思います︒

このような点につきましては︑例えば︑次のような法然

う問題をここで含んでるということになると思います︒

かりません︒つまり︑仏の来迎はいつなのかと︑こうい

ました法然の言葉と少し矛盾するように思われるかもわ

まるということであります︒この点︑実は︑先程紹介し

しておきたいと思います︒仏の米迎によって︑往生が決

のように来迎︑仏の来迎という点を強調することを注目

lち ょ っ と 略 し ま す が た だ

点は更に注目する必要があると思います︒それは︑﹁法

それから︑三番目になるわけですけれども︑次のような

られていく往生という内容が強くあるように思われます︒

点から述べられてくる往生︑平生の念仏においてとらえ

いうような観点よりも︑むしろ︑この平生の念仏という

しては︑﹁在世の問︑往生の行︑成就せむ人は︑必ず聖

にはなりますけれども︑法然の基本的な態度といたしま

ていきますと︑やはり︑来迎という問題が一つポイント

という観点とを︑今申しましたようなところに重ね置い

問︑往生の行︑成就せむ人は必ず聖衆の来迎を得ベし︒﹂

念に住すべし︒﹂と︑おヮしゃっている点です︒﹁在世の

しぜん

ことが︑例えば︑死ということを契機として実現すると

ということをとらえております︒ここには︑往生という

爾の道理ということあり︒

衆の来迎を得べし﹂という点にある︑と言うことができ
ると思います︒

一向だに念仏申せば︑仏の来迎は法爾の道理にて疑いな
し﹂︒仏の来迎︑﹁来迎は法爾の道理にて疑いなし﹂︒
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上人の﹁常に仰せられける詞﹂ということで︑出てまい

今︑申しました点を︑更に次のような︑これは︑法然

ントにはなるということではあります︑が︑このことにつ

するということ︑更には︑来迎ということが一つのポイ

そこで︑ひとつ︑浄土経典に説かれる往生といいます

いての更に具体的な説示というのは︑直掠的にはでてま

ことぞなきと思いねれば︑死生ともにわずらいなし﹂こ

か︑往生浄土と︑それを法然がどのように理解してるか

いりませんでした︒

ういうところに到達するというふうに思います︒ここで

ということを見ることにおきまして︑今︑指摘しました

りますけれども︑﹁生けらば念仏の功つもり︑死な︵ら︶

は︑﹁生けらば﹂に対応しまして﹁念仏の功つもり﹂︑

は同時に︑例えば︑浄土三部経を親驚聖人が︑どのよう

点の内容を少しうかがってみたいと思います︒このこと

ば浄土へ参りなん︑とてもかくてもこの身には思い煩う

﹁死なば﹂に対応して﹁浄土に参りなん﹂という︑生と

つ取り上げながらそのことを少し指摘してみたいと思い

れから﹃観無量寿経﹄そして﹃阿弥陀経﹄を︑一ケ所︑ず

そこでまず︑﹃浄土三部経﹄︑すなわち﹃無量寿経﹄そ

対比できる観点であろうかと思います︒

にご理解されてるかというようなことによっても︑また︑

死ということの受け入れということがありますし︑その
4うか︑そして

ことによって︑﹁この身には思い煩うことぞなき﹂とい
う心境といいますか︑有り様と言いまし

もたらしていくという︑そういうふうな︑念仏をひとつ

それが﹁死生ともにわずらいなし﹂という︑現実体験を
中心とした往生の考え方というのがあると思われます︒

ます︒まず︑﹃無量寿経﹄で考えますと︑特に四十八願

り︑第十八願で必要十分条件として摂め取るということ

そこのところを端的に一一言いますと︑法然の言葉では︑﹁現

であり︑それが︑言葉を換えていいますと︑﹁選択本願念

の中の第十八願でございます︒この四十八願の第十八願

に思われます︒法然自身の基本的な態度と致しまして︑

仏﹂ということに通ずることになります︒この︑第十八

を︑法然は︑﹁王本願﹂と︑こう呼んでおります︒つま

今︑御法語を中心にして掲げましたような観点を注目し

願文の特に﹁乃至十念せんに︑もし生ぜずんば正覚を取

こういうことになっていくのではなかろうかというふう

ておきたいと思います︒しかしながら︑この御法語を通

世をすぐべき様は︑念仏の申されるようにすぐベし﹂と︑

しては︑念仏ということが強調され︑また︑往生が実現

士

i
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らじ﹂というこの﹁乃至十念せんに﹂というところを︑

なければならないと思います︒それともう一つは︑この

一得を経由しまして︑出火えられていくという点が注目され

ことであります︒この点には︑注目する必要があると

実は善導大師が﹃往生礼讃﹄におきまして︑この十八願文

願では﹁十念﹂︑﹁念﹂であったその用語を﹁十戸﹂︑﹁戸﹂

思います︒これは︑実は法然自身の立場が︑善導大師

第十八願は御存知のように︑文末に﹁唯五逆と正法を誹

としておさえておられます︒そして︑その理解のところ

の﹃観経疏﹄を基本にする︑基礎にするというところか

の﹁乃至十念せんに﹂というこのところを︑﹁我が名号を

に﹁衆生︑称念ずれば︑｜﹁称﹂といいますのは︑称名

ら︑むしろ﹃観経﹄の説相というものを通してこの︑今

議するとを除く﹂とあるこの﹁唯除五逆誹詩正法﹂とい

念仏の﹁称﹂︑そして﹁念﹂は念仏の﹁念﹂であります

申しました第十八願をもう一度受け止めなおすという態

う文末の︑この部分を︑法然は削除してそこのところま

がi必ず往生を得﹂と︑まあ︑このように﹃往生礼讃﹄

度である︑というふうに言うことができると思います︒

称して︑下十戸に至るまで﹂と︑このようにおさえてお

の後序で指摘しております︒で︑この点を︑実は法然は

その他︑ご存知のように﹃無量寿経﹄には極楽の様がい

で含めなく︑この願を紹介する場合が非常に多いという

注目をして離さない︑ということが特徴的であります︒

ろいろと述べられております︒そういう様につきましで

いうふうにおさえておられます︒﹃無量寿経﹄の第十八

つまり︑﹁十念﹂を︑﹁十戸﹂︑十回の声の念仏として捉

も︑法然は︑例えば﹃無量寿経釈﹄という書物におきま

られます︒﹁十戸﹂というのは︑﹁十声﹂︑戸︑十の戸と

えていく︑ということであります︒で︑そのことは︑実

して︑そのことをかなり素直に受け止めて解説している︑

とこえ

は︑次のような観点としてでてくることになります︒ぞ

というように言えると思います︒

することと連なってくると思います︒したがいまして︑

も善導の﹃観経疏﹄を通して︑法然は往生ということも

すけれども︑特に﹃観無量寿経﹄に力点をおいて︑しか

それから︑三番目に﹃観無量寿経﹄についてでありま

れは︑﹃選択集﹄の第三章におきまして︑﹁念は︑是れ声︑

法然における︑この第十八願文のいわゆる念仏往生の願

考えているわけですけれども︑特に︑いわゆる第十六観︑

声は是れ念︒念と声と是れ一なり﹂というこの点を強調

の﹁十念﹂が﹁十声﹂の念仏︑声にだす念仏として︑善

8

す︒それは︑この︑いわゆる﹁不善の業たる︑五逆・十

項におきます受けとめ方に︑特徴があるように思われま

十六観の中の第十六観︑特に︑下品上生・中生・下生の

っしゃってます︒つまり︑往生というのは︑此を捨てて

生というは︑捨此往彼︑蓮華化生なり︒﹂︑このようにお

ろに関係する受けとめ方だと思われます︒それは︑﹁往

しました︑﹃観経﹄の﹁下品下生﹂の︑今の説示のとこ

いりますが︑次のように述べています︒これは︑今紹介

彼へと往く︒そして︑蓮華化生という︒そういうふう

悪を造り︑その他︑種々の不善を具す︒かくのごときの

に言っています︒﹁草庵に目を慎の問︑蓮台に肢を結ぶ

愚人は﹂と︑このようにでてまいります︑そこのところ
で︑﹃観経﹄の説相でおさえますと︑﹁命終る時に臨みて︑

の時なり︑即ち弥陀仏の聖衆の後に従いて︑菩薩衆の中

無阿弥陀仏﹂︑﹁南無阿弥陀仏と称えしむ﹂という︑表現

の立場で︑往生というのはどういうことか︑という場合

というなり︒﹂というふうに述べています︒一応︑法然

ひさぐ

善知識の種々に安慰して︑ために妙法を説き︑教えて念

に在りて︑一念の頃︑西方極楽世界に往生す︒故に往生

がでてまいります︒このところを︑ひとつ注目し︑また

に︑この表現をもって紹介することが多くあります︒し

あいだ

わけでありますけれども︑そしてその後で︑実は﹁称南

仏せしむるに遇わん﹂と︒善知識ということが出てくる

のような点を一指摘する必要があると思います︒それは︑

この﹃観経﹄の︑特に下品下生に注目いたしますと︑次

たがいまして︑ H此 H を捨てて N彼 u に往くという文字
MM
蓮
華化生 H ということで述べ

くして︑その人の前に住するを見ん︒一念の頃のごとく

生死の罪を除き︑命終る時︑金蓮華の︑猶に日輸のごと

おいて詳しく述べられているところでありますけれども︑

ことにつきましては︑同じく﹃無量寿経﹄や﹃観経﹄に

られているということであります︒この﹁化生﹂という

通りの理解のしかたと︑

に︑すなわち極楽世界に往生することを得︑蓮華の中に

今指摘しておりますような︑受けとめ方ということが︑

﹁仏の名を称うるが故に︑念念の中において八十億劫の

おいて十二大劫を満ちて︑蓮華方に聞く﹂という説示で

特徴的であろうかと思います︒

いう意味か︑ということでよく引きあいにだされる表現

要点のところで紹介させていただいておりますむ﹃阿弥

それから︑三番目でありますけれども︑これは︑発表

あいだ

す︒このところを︑法然の場合に︑往生というのはどう
でありますけれども︑これは︑﹃往生要集釈﹄に出てま

土
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てまいりますのは︑﹃阿弥陀経﹄の説相のままに︑﹁即

て︑たちまちに観音の蓮台に乗じて︑安養の報地に入る

ち︑この人終る時︑心顛倒せず︒即ち︑阿弥陀仏の極

陀経﹄の真ん中辺に︑出てくるところであります︒﹁若

﹁命終る時に臨んで︑阿弥陀仏︑一ぷ々︑是の人命終る時︑

なり﹂︒このように受けとめている点に注目をしたいと

心顛倒せず﹂︒そして﹁即ち︑阿弥陀仏の極楽浄土に往

楽浄土に往生することを得ん﹂︒このような点を︑法然

し善男子︑普女人ありて一広々﹂︑ということで﹁名号を

生することを得ん﹂と︒このところに︑実は私共のいわ

は︑かなり素直にといいますか︑そのまま受けとめてい

思います︒このところでも︑やはり往生ということがで

ゆる︑﹁平生﹂といいますか︑平生の過ごし方︑そして︑

るというふうに思われます︒これは一体どういう態度か

執持して︑一心不乱ならば︑その人命終る時に臨んで﹂︑

命終る時に臨んで︑﹁臨命終時﹂といいますか︑それか

り︑そこに極楽浄土を対象的に︑この対象的に他なるも

のとして説明する態度ではなくて︑むしろ︑往生浄土の

ら出てくるのであろうかということでありますが︑やは

このところを︑次のように法然上人は受けとめられてい

方法といいますか︑むしろ︑称名念仏するということを

ら﹁命終の時﹂︑それから﹁命終りて﹂︑そういう生死

ると思います︒それは︑﹃無量寿経釈﹄という書物の中

基本にして考えていく往生観ということが強くあるよう

ということの段階が述べられているように思います︒そ

で﹁臨終の時︑仏自ら来迎したもうに︑諸々の邪業︑
よく障るものなし

中で︑実は︑法然の三部経に対する解釈の特徴というこ

に︑二応指摘をしておきたいと思います︒で︑そういう

かくのごときの種々の障りを除かん

がために︑必ず臨終の時には︑自ら菩薩・聖衆に囲繰

とが︑多少なりともつまみだせるように思うわけであり

Q

せられてその人の前に現前し︑現在すと誓いたまえり﹂

ます︒

いたしますけれども︑﹁これなり︒これによりて︑臨終

に︑﹁指方立相﹂ということが重要です︒指方立相と申

出しておきましたが︑往生ということを問題にする場合

そういう点から浄土宗の教学におきましては︑ここに

と︒第十九願を法然は﹁来迎引接の願﹂と命名しており

の時いたれば︑仏︑来迎したもう︒行者︑これを見た

しますのは︑西方に極楽浄土が在るといいますか︑西方

ます︒法然以後︑浄土宗では﹁来迎引接の願﹂と命名

てまつりて︑心に歓喜をなして禅定に入るがごとくにし

1
0

便とはいえませんけれども︑この説一不が注目されると思

生できるというこの一点が︑指方立相という︑決して方

このことに連なってくると思います︒つまり︑凡夫が往

先程申しました﹁凡夫の浄士往生せんことを﹂という︑

これは何故︑このような点が注目されるかといいま︑寸と︑

し︑今現在説法されていると︑こういう点であります︒

に極楽浄土が在り︑そこに教主阿弥陀仏がましま︵在︶

称名念仏は︑声にだして﹁南無阿弥陀仏﹂と称える︑と

去行と申しますのは︑﹁称名念仏﹂でございます︒この

す︒これは︑報身の﹁阿弥陀仏﹂であります︒それから

ら所帰と申しますのは︑信仰の対象ということでありま

の目的ということで︑﹁往生浄土﹂であります︒それか

求と申しますのは︑わかりやすく言いますならば︑信仰

﹁去行﹂と︑まあこのように︑一般的にいわれます︒所

申しましたように︑私共の現代的な言葉でいいますと︑

いうことであります︒﹁所求﹂﹁所帰﹂﹁去行﹂の三つを︑

﹁有相性﹂ということができると思います︒有相といい

ひとつの骨組みにいたしまして︑成り立っていくといっ

りたもう︒末代罪潟の凡夫は︑相を立てて心を住するす

ますのは︑相を持っている︑姿を持っている︑というふ

います︒善華大師が次のようにおっしゃっている点を︑

ら︑尚得ることあたわず︒何に況んや︑相を離れて事を

うに言うことができると思います︒それから︑﹁所帰﹂

ていいと思いますが︑その場合︑往生と申しますのは︑

求めれば︑術通なき人︑空に居して舎を立てんがごと

とは︑信仰の成象︑報身の阿弥陀仏というこの点につい

やはり法然も注目しています︒つまり︑﹁今︑この観門

し﹂と︒このように︑﹃観経疏﹄の﹁定善義﹂で述べて

て一言うならば︑阿弥陀仏は︑まあ仏でありまずから︑

等は︑ただ方を指し相を立てて︑心を住して境を取らし

いる点を︑注目する必要があります︒つまり︑末代の罪

人間ではありませんけれども︑極めて人格的な点︑人格

﹁所求﹂というところにあたります︒この特徴は︑今も

潟の凡夫である故に︑その凡夫が救われるというその方

む︒総じて︑無相離念を明さざるなり︒如来はるかに知

法といいますか︑または︑そこでの説相といいますか︑

性︑ということが強調できるように思います︒もちろん︑

という点が基本でありますが︑更に一言いますならば︑歴

﹃無量寿経﹄説一不のように︑法蔵菩薩が阿弥陀仏になる

そういうことと関係しているように思います︒
a

そういう点から︑教えの骨組みは︑二 点ございまし
て︑それがここに出しておきました︑﹁所求﹂﹁所帰﹂
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いうところで︑往生ということが語られていくというこ

たような︑特徴的な性格ということの中で︑﹁所求﹂と

ふうな観点︑そういう特徴です︒そういう︑今申しまし

﹁称える﹂ということです︒﹁声に出して称える﹂という

ります︒﹁しよう︵称ごといいますのは︑﹁声﹂であり︑

と︑これを﹁声称性﹂というふうに一言ってみたいのであ

思います︒そして﹁去行一︑念仏ということで申します

史性︑そして︑人係性︑というようなことがあるように

の念仏を強調するということは︑どうも︑平生は常に命

でてくるように思います︒したがいまして︑法然が平生

まり︑﹁平生は常に命終に臨んでいる﹂という考え方が

ような観点がでてくるのではなかろうかと思います︒つ

死ということを表裏一体といいますか︑生死一如という

きる力の切り口として目覚して︑生きるということと︑

この生から死へという人間の生命を︑実は一瞬一一瞬の生

た後で話題になれば︑と思います︒それからもう一つは︑

が往生へ連なっていくという︑そういうふうに受けとめ

終に臨んでいる︑というこの捉え方のもとで︑そのこと

てみることによりまして︑実は単なる生命ということで

とであります︒
で︑そういたしますと︑ここで︑中しましたような教

はありませんで︑月いのちペ寿命を成就していく︑そう

いう意味あいからの往生浄土︑ということが強調されな

ということが実は求められてこなければいけませんし︑
私共はひとつ︑それを課題としなければいけません︒そ

ければならないのではないか︑というふうなことを︑最

義的な︑または思想的な観点ということの今日的な意義︑

れにつきましては︑もう時間も過ぎてまいりましたが︑

は︑人聞が生きているということの究極的な意義と目的

という観点で捉える捉え方があるということです︒これ

みを︑平生︑臨終の時︑そして命終︑それから往生浄土︑

国代それでは︑続きまして︑龍谷大学教授の︑浅井成

ます︒どうもありがとうございました︒

質問やご指摘や︑ご教授を切にお願いいたしたいと思い

思います︒お聞き下さいました皆様方の︑いろいろなご

ざいませんが︑以上のような道すじで︑考えてみたいと

時聞を超過してしまいました︒非常に雑駁で申し訳ご

終的には考えております︒

とを︑往生浄土に置いているというふうな受けとめ方が

から死へ︑という生命の担い手としての人間の生存の営

二つの点があるように思います︒それは︑ひとつは︑生

できるのではないかと思います︒この点については︑ま

1
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本当は文のひとつひとつをおさえて︑詰めていかないと

浄土の思想に関わる︑発表がございまして︑私の方は︑

す︒ただ今︑藤本先生から︑大変綿密な法然上人の往生

浅井お招きにあずかりまして大変光栄に存じておりま

です︒それじゃ︑浅井先生︑よろしくお願いいたします︒

年から龍谷短大講師︑助教授を経て︑現在文学部助教授

その後︑神戸成徳学園高等学校を経まして︑昭和四十四

卒業なりまして︑博士課程をご修了なさっておられます︒

ございます︒龍谷大学文学部︑仏教学科真宗学専攻をご

海先生です︒先生は︑一九三五年︑福井県のお生まれで

行信証﹄の解説のところでありましたでしょうか︑往生

いて往生が語られていることについて︑あるいは︑﹃教

の問題︑親驚聖人の教義をめぐるところでの︑現生にお

想が注目されています︒岩波の仏教辞典で︑往生の解釈

川先生の︑ご紹介にありましたように︑最近︑往生思

りにうけとめさせていただいた問題は︑先程︑司会の小

あります︒で︑田代先生との電話のやりとりの中で私な

それを昨日も田代先生にたずねさせていただいたわけで

意図がどこにあるんだろうかなと考えつづけていました︒

る︑というような指摘があり︑それをめぐって︑いろい

ということについて︑本願寺派の方からそれは間違って

うまくお話し申しあげることができるかどうかわかりま

ろな論争がありました︒中村元先生より︑東方学院の論

成仏ということが親驚聖人の現生において語られている

せんが︑私の思いを聞いていただきまして︑そして︑ま

いけないのでありますけれども︑大体︑結論的なことを︑

た皆さんからいろいろご意見を聞かしていただき︑一緒

ことを全部まとめて発表しておられます︒それを読ませ

ていただきますと︑賛百両論︑特にこの大谷派の諸先生

文中に︑今までにどういうような反響があったかという

昨日︑実は田代先生に夜電話させていただきまして︑

に考えていきたいと思います︒
この間題の︑テーマが設定された意図︑がどこにあるんだ

い︑あるいは︑成仏とも一一白い得るではないかと︑いろん
なご意見がでておりました

方からは︑現生で往生をいわないということは︑おかし

にしたがいまして︑気が重くなってまいりまして︑どこ

が論争されて︑それは大変大事なことであり︑これは︑

ろうか︑ということをかねがねこの発表が近づいてくる
か心の片隅のところに︑どういうように皆さん方の前で

良いことであると思うのであります︒問題なく︑すーっ

c今︑この往生をめぐる問題

発表させていただいたらいいかなと思いながら︑問題の
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不林失往生﹂ということが問題になっておるわけであり

と通っていくのではなくて︑論争が起るということは︑
もう一遍私達が考えていくということは︑大変大事なこ

ます︒ご存知のように︑親驚聖人の教えの現生正定来の

います︒すでにこの覚如上人などにおいて﹁駄失往生︑

とであります︒賛否両論あるにしましても︑私たちがも

ところが＼それを︑この往生というように語られるかど

をめぐる諸説について﹂ということで考えてみたいと思

う一度考えていかなければならないという問題が提起さ

うか︑臨終の往生と︑それから平生の住生ということが︑

あるいはひとつひとつのことについて問題が提起されて︑

れているということに注目したいと思います︒

この二つの往生の見方が︑語られるかどうかということ

大学の円相刷驚教学﹄のほうに発表されました︒上回先生

これも田代先生とお話させていただいたのであります

は︑親驚聖人の往生に二義あると︑聖人は︑現生のとこ

が︑早くから問題になってきているわけであります︒そ

でも︑魂がありますか︑ありませんか︑お浄土があるの

ろで往生と言い切っておられるんだということを発表を

が往生浄土の問題は︑本当に見えにくくなっている︑わ

ですかないのですか︑仏様がおられるのですかおられな

されました︒それに対して︑私の方の龍谷大学では亡く

して︑ご存知のように︑最近では︑上田義文先生が︑﹁往

いのですか︑というように︑非常に実体的固定的に︑受

なられた︑普賢大円先生が﹃最近の往生をめぐる問題﹄

かりにくくなっているという点があると思います︒お浄

けとめ理解していこうとする現代の受けとめ方の中で︑

という本をまとめられ︑それに反論していかれました︒

土にいたしましても︑往生という問題にいたしましても︑

仏教の発想を受け入れながら︑しかもその浄土教のもの

その後︑いろいろな論文がだされております︒この往生

これは最初は︑同朋大学の論文集に発表され︑後︑大谷

の考え方が︑現代において何を問いかけていったらよい

をめぐる問題については︑必ずしも︑親驚聖人のうえに︑

生をめぐる問題﹂という論文で︑問題を提起されまして︑

のか︑あるいはそこに何を言おうとしているかというこ

本当に︑実体的にですね︑テレビなどを見ておりまして

とを︑やはりあきらかにしていく必要があるということ

現生において往生を︑語らないということについては︑

全体がそういうことにはなっていないわけであります︒

であります︒
この︑ 往生の問題でありますけれども︑ ﹁最近の往生
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にも︑親驚聖人の現生において往生ということも語って

いろいろな見方がありますので︑龍谷大学の先生方の中

往彼蓮華化生ということですね︑此土を厭い離れ浄土に

私たちがいつもその基本に出してくる文言は︑この捨此

問題はその現生の往生ということの内容が︑現生正定

往生していくところに浄土教の流れにおける往生の考え

息﹄とか﹃一念多念文意﹄とか﹃唯信紗文意﹄とか︑そ

来の内容と︑親驚聖人がいわれる︑その現生に語られて

もいいんだと︑やはり親驚聖人は臨終の往生と︑それか

れらの文言を依り所にされながら主張されている先生も

いる往生と︑どういう接点を持っているのかというとこ

方を基本にすえて︑そしてこの親驚聖人のうえで往生の

おられるわけであります︒それに対して︑反論がありま

ろが問題になってくるのではないでしょうか︒現生正定

ら平生の往生ということを言われたのだとの見解を示し

したように︑やはり現生正定緊ということであきらかに

問題を︑臨終と︑現生に見ていこうと︒

して︑往生については︑臨終のところで往生を語ってゆ

の三つの義が親驚聖人の往生のうえに︑どのように語ら

緊と︑それから現生の往生と︑そして臨終の往生と︑こ

ておられる方もあります︒それぞれのお聖教の︑﹃御消

かれるのが︑親驚聖人の往生ということなのだと︑こう

ますが︑私は親驚聖人のうえにも往生ということは︑現

ることができる︒ですから︑やはりいろいろな説があり

終で往生といわれる表現がある︒これは二つの表現をみ

やはり︑現生で往生といわれるそういう表現がある︒臨

問題は︑親驚聖人のお聖教のうえで往生という場合に

とする往生の意味があるのかと︑いうことになると思い

正定緊ということの他にもうひとつ︒あらわしていこう

生正定緊の内容を往生だと見ていくのか︑あるいは現生

ことを往生といっておられるのだ︑だからそれは︑現

親驚聖人が往生と︑語られる場合に現生正定緊という

れどんな関わりをもっているかを考える必要があります︒

生においても往生といわれ︑臨終の一念に担架を超証し

ひとつであってもその現生正定来の理解が︑現生正定緊

ます︒場合によっては︑現生正定緊と往生ということは

いう見方もあるわけであります︒

ていくというところで注生をいわれると︑見ることも出
今︑藤本先生から大変綿密な︑往生の

を親鷲聖人のうえに︑どういうようにうけとめていくの
Q

か︑その現生正定緊のうけとめ方がやはり︑親驚聖人の

来ると思います

問題の一発去がありましだけれども︑﹃住生要集釈﹄に︑

土
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本願寺派のほうから︑問題提起された︑その現生正定緊

けです︒こまかいことにこだわってはいけないのですが︑

とめているかということが︑問題になってくると思うわ

お聖教を拝読させていただくうえで︑私たちはどううけ

らない問題であると思うわけです︒

思いますがそこを︑もうひとつ︑つめていかなければな

たがいろいろ問題にしておられることと重なることだと

いのだと︒それはもう︑皆gん方のご発表や︑皆さんが

さらに往生ということを︑受けとめていく場合に︑当

結局︑もう常に問われていく問題なのだと︒いつの時代

で往生を語っていくにしても︑その語り方というものが

そこで問題は︑成仏ということは︑現生において成仏

でも︑いつの時代でもですね︑かつてこういう先生が浄

然のことですが︑往生浄土ですから︑浄土がどううけと

ということもいえるのか︑臨終において︑往生即成仏で

土についてあきらかにして下さったので︑もう浄土の問

親驚聖人のうえでのうけとめ方というものが︑成仏とい

あるけれども︑仏に成るということが親驚聖人の教えに

題はそれであきらかになったということではなくて︑現

められていくのか︑親驚聖人が私たちにお示し下さって

あわせていただき︑現生に往生を語り︑現生に正定緊を

代の我々もまた現代の我々で︑私のうえに︑浄土はどう

うことと︑現生においてそれがかさなるような︑うけと

語った場合に︑現生に成仏ということまで言い得るのか

いう意味を持っているかを︑いつでも︑いつでも︑これ

おるところの浄土が︑実はこの往生ということと非常に

と︑そういう問題がそこに間われてきていると思うわけ

から後も︑常に聞い続けられていくのが︑浄土の問題だ

め方は︑やはり親驚聖人のうえでも本当の理解にはなら

です︒ですから︑浅井︑お前はどうだ︑ということにな

と︑こういうように︑考えるわけです︒そして︑この浄

ないのではないかという︑問いかけがあるように︑思う

れば︑私は親驚聖人のうえで現生において往生と語られ

土の問題は︑﹁証巻﹂から︑﹁真仏土巻﹂が聞かれてきて

て問われる必要があると思うわけです︒浄土の問題は︑

ている側面があるけれども︑それは現生正定緊というこ

いるのですから﹃教行信証﹄のうえで浄土の問題は︑や

関わってきているわけでありまずから︑当然浄土につい

とをあきらかにしていこうとしておられるのだと︑現生

はり﹁証巻﹂があるということが非常に大きい意味を持

わけです︒

正定緊とは一体なにかを問いつめていかなければならな
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などにあらわされるところの︑あるいは﹃観経﹄﹃阿弥

っている︒ そしてそれが﹁真仏土巻﹂と更に展開されて
問われて︑その大乗仏教の悟りということが︑実は本願

陀経﹄がそうでありますけれども︑いわゆる指方立相の

たように︑親驚聖人の浄土観の中には︑﹃大無量寿経﹄

にしたがって︑本願によって成就されたところの︑限り

浄土の側面をうけいれていかれる浄土観というものが︑

す︒で︑それと同時に先程︑藤本先生がおっしゃいまし

なき寿命と光の世界なのだと︒このように述べられてお

それは善導大師︑法然上人の教学と︑それから﹃往生論

親驚聖人の場合には︑あると見ていくことができます︒

いること︑それは大乗仏教の悟りとは何かということが

りまずから︑どこまでもそれは悟りの世界なのだと︒浄

いのち

土は悟りの世界であり︑限りなき光の世界であり︑限り
がございましだけれども︑指方立相の浄土というものが︑

なき寿命の世界だということです︒いわゆる︑先程お話

それがひとつになっていると見ることができるのではな

ると思います︒そしてそれは︑矛盾するのではなくて︑

くところに︑親矯聖人の浄土観があると見ることができ

註﹄の曇驚大師の教学と︑その二つがひとつになってい

いのち

かということを︑突はもう一度﹁証巻﹂﹁真仏土巻﹂に

説かれてくるその意味をですね︒指方立相の浄土とは何

いだろうかと︒だから︑私がこの限りなき光の仏様に︑

世界ということで︑この限りなき光ということが︑あら

おいてその意味をあきらかにしていこうとしておられる

わされているとうけとめているわけであります︒悟りの

限りなき寿命と光の仏様にてらされているということの

が問題になりますので︑この﹁証巻﹂にいたしましても︑

世界であると同時に︑常にこの動的に動きつつあって︑

と︒このように見ることができると思います︒というこ

﹁真仏土巻﹂にしましでも︑﹃論註﹄を引かれたり︑﹃浬

とは︑どうしても我々は形にとらわれ︑西にあるのです

繋経﹄を引れたりですね︑いろいろなそういうことをさ

そして私に働きかけてくる世界が︑浄土なのだと︒その

と同時に︑常に動いて動いて︑私たちに働きかけてくる

れながら︑有相の世界であると同時に︑それがその無相

働きかけてくれる世界であると同時に私が︑生まれてい

意味を問うこととです︒浄土は生まれていく世界である

の浄土であると︑悟りの世界であると︒執われててはい

く世界︒命終って生まれていく世界という︑そういう側

かと︑あるいはあるんですかないんですか︑ということ

けないんだということを︑示しておられるわけでありま

面を︑親驚聖人の浄土観のうえに見ていかなければなら

場合に︑現生正定緊を往生と語っても︑そこは現生正定

であります︒往生という問題を︑その真意を考えていく

そうすると︑次に考えられますことは︑往生という問題

緊ということの内容が一体どういう内容だろうかと︑こ

Q

私の恩師でありますけれども︑桐渓順忍先

緊がその内容となっているとするならば︑その現生正定

遮せない︑﹂凡夫の情をさえぎらない︒さえぎらないと

ういうことになるわけです︒それからもうひとつ還相回

ないのだと
いつもおっしゃっておられたのでありますが︑﹁凡情を

生が︑先年亡なられたのでありますが︑その桐渓先生が

いうのは︑命終ったら︑生まれさせていただく世界なの

は︑還相回向の問題があって︑還相回向の問題について

は︑諸先生方おいででありますが︑いくつかの見方があ

向の問題が︑やはり﹁証巻﹂に説かれているということ

側面とそれからもうひとつは︑﹁凡情に応ぜず﹂煩悩に

り︑現生の︑往生と︑そして浄土へ往生した後の還相回

だ︑必ず︑あい遇うことができるのだというそういう凡

おもねらないというんであります︒為楽願生の浄土では

ういう関わりをもってきているのかと︑信心の人のとこ

向と︑あるいは信心の人の上で﹁証巻﹂の還相回向がど

夫の想いを︑さえぎらない︒凡夫が願生していく凡夫の

ないのだということです︒凡情を遮せず︑しかも︑凡情

ろで語られる︑願作仏心・度衆生心という︑あの大菩提

におもねらないと中しますか︑凡夫の欲望をそのまま満
していくような︑そういう浄土ではないのだと︒たえず︑

れることでありますが︑私も︑私を還相菩薩とは語れな

心と還相回向の導き手のですね︑大菩提心はどういうよ

いけれども︑私を取りまく人々︑そして︑私を導いてく

この為楽願生が︑否定されていくのです︒このような浄

ねることはできないと︒親驚聖人の教学のうえでは︑浄

ださる人々︑そういう人々は還相回向の菩薩ということ

と言われているわけであります︒諸先生方が説いておら

土はどこまでも限りなく︑十万億仏土の世界であると同

が出来るのだと︒しかもその﹁証巻﹂の菩提心というこ

うに関わりをもってきているのかということがいろいろ

時に︑浄土は限りなく私たちに働きかけてくる世界であ

とと︑私の信心の徳として語られてきた菩提心が非常に

土が︑親驚聖人のうえに︑述べられてきているのであり

るから︑浄土をこの現実の世界に重ねることはできない

ます︒そういたしますと︑やはり︑浄土とこの世とを重

浄

のだと︒そういう側面があると見ることができますが︒
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の問題を現生正定緊のところにしぼっていきますと︑現

る世界として見ることができる︒もう一点︑その往生

問われてくると︒そこに︑浄土が常に働きかけてきてい

の︑大菩提心よりこれでいいのかというかたちでつねに

様が︑常に﹁証巻﹂にとかれてくるところの還相回向

深い関わりをもって︑私の菩提心の在り様︑信心の在り

やはり臨終の一念まで煩悩は消えないというですね︑そ

転成していく︑そういう在り様になっていきますので︑

知られてくる側面︑そういう側面をきびしく含めながら︑

面があヮて︑実は︑その変りょうのない私ということが

変えなさしめていくのだという側面とですね︑その両側

とがいよいよ知られてくるという側面︑それは変りょう

どう成っていくのかというと︑煩悩の身であるというこ

いくという内容が︑どこまでも成っていくのだけれども

成でありまずから︑成っていくんでありますが︑成って

うか︒そこに︑転ぜられ成っていく︑というですね︑転

内容のうけとめ方がかなりかわってくるのではないだろ

違いによって︑この現生正定緊や︑あるいは往生思想の

の思想でありますが︑その転の思想をみていくみかたの

成の内容を︑どういうように見ていったらいいのか︒転

と深く関わっている︒親驚聖人が転成といわれるその転

定まっていくと説くのでありますが︑そこに︑転成思想

ろでは︑仏になるべき身に定まる︒往生決定した身に

聞いていくというところに︑往生の受けとめ方があると

中で受けとめられ︑しかもそこにあらゆる大きな視野を

申しますか︑ものの考え方と申しますか︒それが念仏の

くだかれ︑くだかれていくという側面を︑仏教の視点と

も︑悟りの世界であって光の世界であって︑くだかれ︑

げましたように︑実体的に捉えていこうとしますけれど

語られてきているということになります︒最初に申し上

が歩いていくという側面が親驚聖人の往生ということで

私をかかえながら︑しかしそこに願力の働きの中で︑私

のだということではなくて︑どこまでも変りょうのない

の往生を語っていくということが︑もう変ってしまった

ると思います︒ですからもし︑往生を語るとしても︑そ

生活があるのだと︒これが実は︑現生正定緊の見方にな

じという側面とひとつとなってその構造の中で念仏申す

ういう現生正定衰の在り様と︑如来と等しい︑弥勃と同

のない側面があるのだと︒それがますます知られてくる

思います︒文に即し綿密に文を押えて聞いていただかな

生正定楽の内容でありますが︑私たち伝統の教学のとこ

と問時に︑それが私の上に︑願力の働きによって︑ この

土
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の受けとめております往生浄土の問題を︑大変粗雑なこ

いといけないのですけれども︑限られた時間の中で︑私

おきましたように親鷲の仮名聖教の身近な往生了解のと

お配りしましたところのレジュメのところにも示して

真実信心の行人は︑摂取不拾のゆえに︑正定緊のく

ころから尋ねてまいりたいと思います︒

たわけです︒またいろいろご指摘いただきまして︑一緒

とでありますが︑三つの点にしぼって︑聞いていただい
に考えていきたいと思います︒

井先生からは最近話題となっています西本願寺の︑﹃岩

神戸先程︑藤本先生からは法然上人の往生観︑また浅

谷大学の教授でごぢいます︒じゃ先生お願いいたします︒

教授をなさっておられまして︑その後一九八一年より大

四十二年から一九八一年︑五十六年まで︑同朋大学の助

谷大学大学院博士課程を修了なさっておられます︒昭和

の後同朋大学文学部仏教学科をご卒業なさいまして︑大

すと︑一九三九年に愛知県にお生まれになりまして︑そ

先生にお願いいたします︒先生の略歴をご紹介いたしま

して御三方めといたしまして︑大谷大学教授の神戸和麿

多念文意﹄のところでは﹁正定緊のくらいにつきさだま

るとき︑往生またさだまるなり﹂といわれ︑また﹃一念

拾のゆえに︑正定褒のくらいに住す︒：：：信心のさだま

そこでの﹃末灯紗﹄では﹁真実信心の行人は︑摂取不

生をうとはのたまえるなり︒︵﹃一念多念文意﹂︶

もへだてず︑正定衰のくらいにつきさだまるを︑往

り︒おさめとりたまうとき︑すなわち︑とき・日を

おさめたまう︑﹁取﹂は︑むかえとると︑もうすな

のうちに摂取して︑すてたまわざるなり︒﹁摂﹂は︑

真実信心をうれば︑すなわち︑無碍光仏の御こころ

だまるなり︒

たのむことなし︒信心のさだまるとき︑往生またさ

らいに住す︒このゆえに︑臨終まつことなし︑来迎

波辞典﹄に記述された﹁往生﹂の了解をめぐってお二人

るを︑往生をうとはのたまえるなり﹂といわれています︒

それでは続きま

の先生にいろいろと教えられるところのお話をお聞きし

そのようなところから親驚の仏道の往生了解︑つまり︑

Q

ました︒それで今日は﹁往生﹂ということが共通テ l マ

現生に信心に目覚め願に生きる︑願生道に生きる正定衰

国代どうもありがとうございました

ですので︑私は﹁往生｜正定緊の機﹂と題しましてしば

の機とはどういうことをいわれているのかということで

︵﹁末灯紗﹄︶

らくの開発表をさせていただきます︒
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的な展開があるといえます︒ そのことは︑ ﹃三経往生文

大経往生というは︑如来選択の本願︑不可思議の願

類﹄に︑

タマ・シザダルダがさとりを開いた︑﹁仏に成った L︑成

生の願因によりて︑必至滅度の願果をうるなり︒現

海︑これを他力ともうすなり︒これすなわち念仏往

私たちにとって仏道ということは︑ひとりの人︑

す
︒

仏したというところにこの肢に生きる苦悩の衆生が仏の

生に正定緊のくらいに住して︑かならず真実報土に

といわれています︒﹁ある日︑ひとりの人がこの現実に

功徳を得る道であると︑そして︑その道は﹁現生に正定

さまされる道に﹁必至滅度の願果﹂を得る︒大般浬繋の

と示しています︒﹁念仏往生の願因﹂︑本願の名号に呼び

いたる︒

おいて仏に成った﹂︑そこから仏道の歴史がはじまりま

緊のくらいに住﹂することだといわれています︒

その念仏往生の願とは︑親驚がよぎ人と仰いだ法然上

人の仏道了解︑選択本願の念仏に基づくことはいうまで

まり仏からの行を白覚的立脚地とした道です︒如来の行︑

して求められてきた仏道のあり方を転じて如来の行︑つ

もありません︒その念仏往生の願を立脚地とする法然の

て証を如来回向の信として現生に得る往生道のことです︒

念仏を選択し︑貴践︑男女の選びなく一切衆生を成仏せ

仏教は︑長い仏教の出家︑在家という枠組を超えて︑出

その本願の呼びかけは四十八の内容で一不されています

く道が聞かれたということです︒私たちひとりひとりの

が︑その事柄はどこまでも念仏往生の願を成就する︒完

しめる本願に覚知して生きる道のことです︒法然の﹃選

家者も在家者も選ばない道です︒それは人間からの行と

成するということに他ならないと思います︒念仏往生の

択集﹄︑﹃選択本願念仏集﹄という題号︑そして﹁南無阿

り仏の本願の呼びかけの中に︑本願に目覚め迷いを転じ

願の一願を一一願として完成するところに四十八願の具体

衆生が仏の願いを受け︑仏の願いの中に生きる道︑つま

私たちひとりひとりの衆生が仏の教化を受けて歩んでい

人がこの現実において仏に成った﹂ということを通して︑

才が誕生したということではなく︑﹁ある日︑ひとりの

す︒そして︑そこでの教主世尊︑仏陀は宗教的偉人︑天

吾当に世において無上尊となるべし

とが﹃大無量寿経﹄には︑

教化を受けるという歴史がはじまったわけです︒そのこ

工Z
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です︒南無阿弥陀仏とは本願の仏法︑その仏法の成就の

陀仏﹂を法印︑旗印として生きるのだといわれているの

道がよく示されています︒本願の念仏の道は﹁南無阿弥

は選択の本願念仏に呼びさまされて生きるところの往生

念ずる道だ︑そこにこの世の誰れ一人漏れることなく救

を受けて救われていく迫です︒その道は南無阿弥陀仏と

そして︑法然上人の︑その道はすべての衆生が仏の教化

そこを目的表象とし︑そこに到る方法が問題にされます︒

いるということではなく︑仏が仏となった境地を求め︑

仏道︑道を求めるということはただ漠然と道を求めて

ことです︒そして﹁往生之業︑念仏為本﹂は︑仏法に目

済されていく道があると教えてくだされたのです︒その

弥陀仏︑往生之業︑念仏為本﹂の題下の十四字︑そこに

覚めた人︑往生道を生きる仏弟子︑つまり僧成就と了解

よき人に値遇する中に︑その教えを受けて親驚は︑

結三選の文には︑﹁それ速やかに生死を離れんと欲わば︑

報士にいたる︒

り︒現生に正定緊のくらいに住して︑かならず真実

念仏往生の願因によりて︑必至滅度の願果をうるな

することができます︒そこに﹁南無阿弥陀仏﹂を旗印と

二種の勝法の中に︑しばらく聖道門を聞きて︑選びて浄

と表白してくるのです︒

する三宝成就の仏道が明らかにされています︒そして総

土門に入れ﹂と︑聖道の僧伽に対する浄土の僧伽の選び︑

すが︑仏道の目的表象は﹁必至滅度の願果﹂を得るとい

そういうところから確かめさせていただこうと思いま

その法然によって選びとられた浄土の僧伽は先にも申

うことです︒いかに得ることができるか︑その道︑方法

本願の名号を立脚地とする仏道が顕揚されてきます︒
しましたように出家とか︑在家とか︑男女貴賎を選ばな

必至滅度とは三悪趣を超える道です︒地獄︑餓鬼︑音

です︒
が﹁念仏往生の願因

ものの解脱が問題にされてきたのです︒私たちはそうい

L

い道です︒出家とか在家とかという形を超えて人閉その
う法然の求めた仏道の課題︑そして仏道の苦問︑さらに

のことは第十一願文に︑

たとい我︑仏を得んに︑国の中の人天︑定棄に住し

生の三悪趣を超えて滅度︑無上浬架道を歩む道です︒そ

うことについては﹃和語灯録﹄に表わされる法然の回心

必ず滅度に至らずんば︑正覚を取らじ︒

は人間そのものの解脱がどこで可能となるのか︑そうい
の表白によってもよく知ることができます︒
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といわれています︒そこには二つの事柄が一ぶされていま

いう問題になってきます︒

うのではなく︑現在に必至減度がどこで約束されるかと

そのことは﹃教行信証﹄の﹁証巻﹂では大経の成就文

す︒ひとつは一定緊に住す﹂︑正定棄に住するというこ
と︒もうひとつは﹁必ず滅度に至﹂る︑滅度に至るとい
う﹁住正定緊﹂の誓い︑もうひとつは滅度に至らしめん

とく無上菩提を究寛し︑浬柴の処に到らしめん︒何

かの国の衆生︑もしは当に生まれん者︑みなことご

に続いて︑如来会を引き確かめられてきます︒

という﹁必至滅度﹂の誓一いの︑二つの内容が願われてい

をもってのゆえに︒もし邪定緊および不定棄は︑か

う二つの事柄です︒衆生をして正定楽に住せしめんとい

ます︒そして第十一願の成就文では次のように述べられ

の因を建立せることを了知することあたわざるがゆ
えなり︑と︒

ています︒
それ衆生ありてかの国に生まるれば︑みなことごと

そして︑この如来会では︑当に浄土に﹁生まれん者﹂︑

に︑なぜ正定棄の機に対して邪定取県︑不定衆というあり

く正定の緊に住す︒所以は何ん︒かの仏国の中には︑
この第十一願成就文は普通は﹁それ衆生ありてかの国

方があるのか︑そのことが﹁何をもってのゆえに︒もし

﹁無上菩提を究寛し︑浬繋の処に到らしめん﹂という中

に生まるれば﹂と読んでいきますが︑レジュメにも示して

もろもろの邪緊および不定莱なければなり︒

おきましたように︑親繍騰は﹃一念多念文意﹄のところに︑

ことあたわざる︑がゆえなり﹂︑と押えられてきます︒か

の困︑再契の真因を了知しないところにあるのだと︒つ

邪定衆および不定衆は︑かの因を建立すること了知する

みなことごとく正定の楽に住す︒ゆえはいかんとな

まり︑邪定来︑不定取水は自力心にて︑自らの善根︑功徳

それ衆生あって︑かのくににうまれんとするものは︑
れば︑かの仏国のうちには︑もろもろの邪楽および

を積むことによって︑浄土の果を得ょうと︑果のみを求

は親驚の仏道了解でいえば︑第十八願の﹁至心信楽の願﹂

めていく理想主義のあり方であるといえます︒そのこと

不定緊は︑なければなり︒
なく実字で﹁彼の国に生まれんとする者は﹂と読んでい

をもって︑浄土に生まれる因︑担繋の真因がどこで自覚

というように﹁生彼園者﹂の﹁者﹂を虚字で読むのでは
ます︒そうしますと必至滅度の願はたんに未来往生をい
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されるか︑どこで聞かれるかという問題になってくると

といえるのではないでしょうか︒

の大切な仏道了解︑また耕驚の独創的な仏道了解がある

諸有衆生︑聞其名号︑信心歓喜︑乃至一念︑至心回

いえます︒
ですから︑私たちが道を求める仏道のさとりか﹂目的表

なってきます︒親驚はその課題を﹁信巻﹂の標挙に﹁至

あるのか︑そのことが尋ねられなければならない問題に

定のさ迷いをくぐる中に︑そこに到る道︑方法はどこに

ると了解できます︒正定棄の機とは︑仏道の目的表象の

自覚内容が﹁願生彼国︑即得往生住不退転﹂といわれてい

ところに正定莱の機に住する︒その正定緊の機の自覚︑

本願の名号︑如来の願心に呼びさまされる信の一念の

向︒願生彼園︑即得往生︑住不退転︒

心信楽の願正定緊の機﹂と︑無上担架道︑必至滅度の

象として生きるとき︑そこに方向が定まらない邪定︑不

自証する場所を行信の目覚めのところで押えてくるわけ

い求められていく︑そういう自力心のあり方が転じて他

力の信心に目覚める︒そのことは︑コ二問答にいわれる

必至滅度︑無上浬繋が理想となっていく︑理想として追

ら︑その如来の願心を未来に聞くというユートピア︑理

﹁弥陀如来︑三心を発したまうといえども︑浬築の真因

です︒﹁至心信楽の願﹂とは如来の願心の目覚めですか

こまでも現生に聞き︑械土の中にあって械土を超えてい

想主義︑あるいは死後往生という他界思想ではなく︑ど

たように︑第十一願の内容は﹁住正定緊﹂の願い︑そし

衰の機の目覚めであるということです︒先にも申しまし

ころで確かめていきたいと思います︒レジュメに示して

されてきますが︑時間もありませんので︑﹃和議﹄のと

の機の関係のことです︒そのことは﹁化身土巻﹂に表わ

そしてもうひとつは正定棄の機︑邪定棄の機︑不定棄

はただ信心をもってす﹂というところにあるといえます︒

て﹁必至滅度﹂の願い︑二つの事柄が誓われていますが︑

く即得往生不退転の道であり︑それは現生における正定

親驚はそこでの﹁住正定緊﹂の誓いを第十一願文で読む

十方諸有をすすめてぞ

至心信楽欲生と

おきましたように︑

ところに先の仮名聖教の﹁信心のさだまるとき︑往生ま

不思議の誓願あらわして

のではなく︑﹁至心信楽の願正定緊の機﹂と読みとる
たさだまるなり﹂という正定緊の機の自証︑そこに親驚
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真実報土の因とする

そのような中で︑人聞の求める真実心がどのように如

尋ねてまいります︒﹃観経﹄の場合︑道を求めるあり方

来の真実心に呼びさまされていく道になるかをしばらく

すなわち定緊のかずにいる

が﹁一者至誠心︑二者深心︑一ニ者廻向発願心﹂と一不され

真実信心うるひとは
不退のくらいにいりねれば

ています︒その人聞からのまことを求める至誠の心︑そ

の﹁一者至誠心﹂について︑善導は﹁至は真なり︑誠は

かならず滅度にいたらしむ
これは第十八願の自覚内容です︒そして続いて︑
十方衆生を方便し

を自証し︑経験したことのない者にとっては雲をつかむ

はじめから如来心︑一如真実といいましても︑そのこと

実なり﹂と字訓を施しています︒その字訓釈の意味は︑

衆議ロの仮門ひらきてぞ

ような話でしかないので︑その真実に入らしむる道が﹁至

至心発願欲生と

現其人前と願じける

として展開されてくる︒ことに﹃観経﹄の場合は人聞の

まり︑人聞を超えた仏智の世界が︑人間のところを場所

誠であれ﹂と仏から呼ばれているといえるでしょう︒つ

十方衆生を方便し

ところ︑ヒュlマニティのところを場所として人聞を超

至心回向欲生と

不果遂者と願じける

釈迦は諸善をことごとく

臨終現前の願により

先の﹃和讃﹄の﹁至心発願欲生﹂ のところでは︑

える道へとだんだんと︑深められていくわけです︒

名号の真門ひらきてぞ
と︑第十九︑二十願の内容が示されています︒第十八願
は﹁至心信楽欲生と十方諸有をすすめてぞ﹂︑第十九の
願は﹁至心発願欲生と十方衆生を方便し﹂︑第二十の

観経一部にあらわして

願は﹁至心回向欲生と十方衆生を方便し﹂と︑そのよ
うに真実の目覚めに到る道程︑方便をくぐる中に私たち

定散諸機をすすめけり
諸説口万行ことごとく

はみずからの限界︑深い自力執心の心が知られ如来の願
海に転入していく道があるということです︒
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至心発願せるゆえに

いうなかに﹁濁忠処﹂をつくりだしている人閉そのもの

盈満して﹂というように︑いろいろと問題に悩む︒そう

態を夢みるのですが︑やはり現実は﹁地獄・餓鬼・畜生

を超えでたいと︒人閉そのものの解脱を願う︒﹁清浄業

往生浄土の方便の

と︑人間にとっての臨終︑つまり生死という場所を通し

処﹂を願う

善とならぬはなかりけり
ての宗教心︑願往生心が問題にされています︒ここでの

ています︒

善導はその清浄業処のところを釈して︑次のようにいっ

真心徹到して︑苦の裟婆を厭い︑楽の無為を欣いて︑

そういう宗教心の深まりがあるといえます︒

臨終現前ということは︑私たちの時代でいえば︑ターミ

永く常楽に帰すベし︒ただし無為の境︑軽爾として

Q

ナル・ヶァ︑死の受容︑あるいは脳死を通しての死生観
に関わる今日的な問題を包んでいるといえます︒そうい

てしまう︒そういう執着の中に生きている︒そういうと

とするが︑厭おうとすればいよいよ人聞は人間に執着し

るというものではない︒そこには人間から人聞を厭おう

とはない︒苦悩の裟婆はたちまちに︑すぐさまに離れ得

そこには無為の境は︑そんなに軽々しく階うというこ

よりは︑永く生死の元を絶たんや︒

るること得るに由なし︒金剛の志を発すにあらざる

すなわち階うべからず︒苦悩の裟婆︑帆然として離

う人間にとっての生死︑またヒュ 1 マニティのところを
場所として宗教心が展開されてくるのが﹁至心発願欲生﹂
という内容といえるでしょう︒
﹃観経﹄には章提希が至心発願して道を求めていく宗
教心の展開が一不されています︒国一不をしておきましたが︑
次のような展開があるといえます︒

↑

ころに生死の元を絶つことの困難さと︑そこを超えでる

無憂悩処

↑

渇悪処
清浄業処

そういうところに人間心の延長ではなく︑人間心が転

ところの金剛の志の発起が問題にされてくるのです︒

しも苦しみ悩みにぶつかりますと憂いのない処を何処か

ずるところこそ求められます︒つまり人聞から仏へは橋

人生の苦悩の中で﹁憂悩なき処﹂を願います︒人間誰

に夢みるといえるでしょう︒困った状態から困らない状
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字訓釈︑﹁至は真なり︑誠は実なり﹂という内容はある

が掛らない︒そうい願往生心の歩みのところに︑先程の

受けとめていくところに親驚の独自の仏道了解があると

と如来の願心︑つまり如来の真実心︑大悲心︑回向心を

は人間の努力の最終的な結果ではなく︑高い梯子の一番

そこには仏道の方向転換があります︒さとり

いえます

正しくかの阿弥陀仏︑因中に菩薩の行を行じたまい

上の段ではなく︑すべての衆生︑生命に賦与されている

3

といえます︒そのことは︑
し時︑乃至一念一利那も︑一二業の所修みなこれ真実

H
如来が法蔵となり給うて︑我

心の中に作したまいしに由ってなり︒

ます︒そういうところに

最初のもの︑根底なるものとして見聞かれてきたといえ
を救い給う

という︑人聞から出発して仏を求めたあり方が転向して︑
仏が衆生の身となるという﹁阿弥陀仏因中に菩薩の行を

あるのではないかと思います︒法蔵盆口薩の修行とは︑私

罪性のところに働き給う因位の願心といえるのではない

たちの罪性を負い給う如来心︑如来心を日々に忘却した

MM

という法蔵菩薩の修行の意味するところも

行じたまいし時﹂という︑転回点があるわけです︒
そういう信仰の転回点は︑私たちは二種深信において︑
さらには二二問答を通して知ることができます︒

でしょうか︒

そのように仏道の無上浬葉︑大般浬繋が果︑理想とし

一一一一問答の至心釈では︑

て求められていく白力心を転じて︑私たちの生活の煩悩

ところに働く如来心こそ︑法蔵の因位︑法蔵の願心に立

一切の群生海︑無始よりこのかた乃至今日今時に至

つ仏道として尋ねられてきていると考える次第です︒時

汚染のところに︑日々の流転のところに︑日々の空過の

といわれ︑信楽釈では﹁法爾として真実の信楽なし﹂︑続

間もまいりましたので私の発表を終らさせていただきま

るまで︑積悪汚染にして清浄の心なし︒虚仮諸偽に

いて欲生釈では﹁真実の回向心なし︑清浄の回向心なし﹂

して真実の心なし︒

と釈されています︒

す
︒

どうもありがとうございました︒お三方の先生方︑

それぞれですね︑ごていちょうな基調講演︑ありがとう

国

そこには﹁至心発願﹂︑﹁至心回向﹂の自力心︑まこと
の心︑真実を求めれば求めるほど流転の身であり︑罪業
の身である痛みのところに︑﹁至心に回向したまえり﹂

代

土
争
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ただきます︒その聞に先程申しましたように︑質問用紙

ございました︒それではここで十五分間休けいさせてい
は﹂と

あの世を浄土にするのも信じられない︒されば今︑浄土

て︑死後の浄土を信じている現代人は皆無ではないか︑

思います︒なお時間の関係でですね︑全部これができる

前をおっしゃっていただいて︑質問していただきたいと

こちらが求めましたときには︑挙手をして︑所属とお名

連の質問がある場合のみうけつけますので︑その場合は

ねしていきたいと思います︒なお︑それぞれの質問で関

ただきました︑ご質問をですね︑これから先生におたず

ますので︑複雑な側面もございます︒みなさま方からい

ただいたわけですけれども︑問題が大きな問題でござい

国代お三方の先生︑それぞれのお立場から︑お話しい

願生として私たちの道を願うところにあるということで

と︑浄土は何処かにあるという地理的な問題ではなく︑

生浄土﹂ということが内容になっています︒そうします

土論﹄︑﹃浄土論註﹄の場合は︑﹁荘厳浄土﹂︑そして﹁願

解をさせていただいたわけです︒浄土といいますと﹃浄

ように浄土を受けとめていったらよいかというように了

神戸お聞きしますと︑現代の閣のような世の中にどの

にこちらから︑神戸先生のほうからお願いできますか︒

うご質問がお三方に限ぎられておりますけれども︑順番

をどううけとったらいいかをお教え下さい﹂と︒こうい

はよ耐註 H に近いうけとめ方をしていたと思うが︑浄土

それから︑同様の質問で︑﹁法然は︑三経の浄

を回収させていただきますので︑ご質問下さる方はでき

に素直に受けとめられないのが実状ではないかと︑親驚

土の描写を素直に受けとめられたといわれるが︑現代人

かどうか︑いただいたものが全部お答えしていただける

す︒人聞が生きるということはただ食べ飲んで生きてい

3

いたします︒それじゃ十五分間︑休けいいたします︒

るだけわかりやすく早めにおだし下さいますようお願い

かどうかわかりませんけれども︑可能なかぎり先生たち

る︑生存しているということではなくして︑やはり願生︑

にお答えいただきたいと思います︒
それでは最初のご質問でございますけれども︒これは︑

きているわけです︒いってみれば生死の不安とか︑ある

むなしくない人生を生きたい︒そういう願い︑願望を生

生きることを願い︑いのちの故郷を願っている︒つまり︑

﹁現代の閣に︑浄土の光はどうはたらくのか聞きたい︒

お二方から同様の質問がございます︒
現代人にとって何故浄土なのかと︑死後への浄土を信じ

28

いは煩悩の苦海の中で端ぎながら生きている中に求めて

であって欲しい︒苦悩する衆生の国土として誓われてく

所求満足功徳﹂です︒そこには自利︑利他の内容が示さ

るわけです︒はじめは﹁清浄功徳﹂です︒最後は﹁一切

そういう苦しみとか不安の中にさ迷う私たちにブザダ

れています︒また仏荘厳におきましても﹁座功徳﹂︑そ

いる願いといえます︒
H
法を

という人は︑はじめて私たちが依り所とする法︑

らない︒この世を虚しく︑流転して生きる衆生を﹁不虚

座功徳は仏の座です︒さとられた座がさとられた座で終

して最後はよく知られた﹁不虚作住持功徳﹂の荘厳です︒

れた︒つまり︑第十八願文でいわれる﹁我が国に生まれ

H ということを教えてくださ

んと欲え﹂と︑私たちの帰る故郷︑法性の都を明らかに

作住持﹂しようという︑すべての衆生が仏に関わりをも

灯とせよ︑自らを灯とせよ

してくだされた︒そういうところに荘厳浄土︑浄土の功

っという大悲のはたらきです︒

ないにしてもどこかで生まれたい︑魂の安らぐ世界︑真

提婆達多の仏道に背いた三悪趣の問題が押えられ︑すべ

めることが個人的なさとりで終っていく問題︒それから

ことに不虚作住持功徳のところでは︑二乗地︑道を求

徳が荘厳されているということがあるわけです︒ですか

実の固に生まれたいという願いが苦しみ︑悩みの中にあ

ての衆生を虚しくなく仏道に住持せしめようという仏の

ら︑私たちの衆生のさ迷いのところには︑浄土はわから

るといえるわけです︒
それから浄土といいましたときは︑仏陀のさとりがひ

て展開されてきます︒やはり国土︑国土荘厳からはじま

の場合は国土荘厳︑仏荘厳︑菩薩荘厳の三種荘厳をもっ

というところに大事な意味があると思います︒﹃浄土論﹄

われわれの苦悩の衆生を包む︑全人類の衆生に聞かれた

と︑先程も申しましたが︑やはり人聞の発願とか︑ある

私たちは浄土をどこで感賞するかということになります

本願力に目覚めよということがあるといえます︒そして

な世︑昨悩する位︑そういう閣の世を生きるところに︑

いかけられている本願力に目覚めていく︒私たちの不安

ですから︑仏の教えに背き︑三悪趣を生きる人間に願

願いです︒

るというところに大事な意味があるといえます︒仏陀の

いは人間の凶向というところから求めていくわけですが︑

とりの宗教的偉人︑天才ということで終るのではなく︑

目覚めは仏陀の目覚めた法性の都かすべての衆生の国土

土
浄
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きている︑あるいは挫折という問遁を非常に符定的に現

如来︑法蔵となりて我を

MM

親鴬の場合におきましては︑

代人は捉えていこうとしていることを︑私たちは︑白信

ければならないのだというような︑現代への問いかけが

救い給う μ という︑法蔵の目覚めのところに週一葉の真岡

この汗

大事なことではないかということが一点と︑そして今︑

の見方︑生き方のところに︑根本的に問いかけていかな

どういう

神戸先生のお話と重なるかも知れませんが︑第二点はや

もってその点を︑従来のものの見方︑あるいは今︑そこ

悩の世︑閣の世が浄土の光に照らされていく

っぱり大乗仏教の考え方と︑浄土が言い換えれば︑仏教

Q
あこがれの浄土ではなく︑この械土のところに

ところで浄土が感覚されるかということで︑問題の趣旨

のものの考え方︑悟りとか︑智恵とかが︑あるいは︑自

を得る

の答えになったかどうかはわかりませんが︑私の感じま

Q

したことを申しあげました︒

分をくだいていく世界とか︑それは本当に自分を生かし

織土にあって蹴土を超えていく浬繋の道︑それは現在の

田代はい︑ありがとうございました︒続いて︑浅井先

めていく内容があるのだと︒ですから︑浄土︑お念仏︑

うにしていくことが実は今度は︑高齢化社会の中でどう

健康管理でですね︑検査もうけて︑病気にかからないよ

れば︑それは︑高齢社会になっていくことを︑私たちは

なりますので︑例えば︑ご存知のように高齢化社会にな

ることが︑実はマイナスを含んできているということに

す︒私は浄土宗の宗侶でありますが︑ここ最近︑特に宗

じますが︑二︑一一一感じるところを述べさせていただきま

藤本すでにお二人の先生方のお話の中で尽てるかと存

生︑お願いいたします︒

団代はい︑ありがとうございました︒それでは藤本先

を思うわけです︒

ちがどれだけわかりやすく︑うけとめ語られていくのか

に展開されうけとめられてきているのか︒それを︑私た

Q

生︑お願いします︒

本願ということが︑うけとめられていくときに︑仏教の

信に目覚めた純粋未来の世界といえるでしょう

えの通りだと思いますが︑結局︑現代がプラスの面とマ

浅井大変むつかしい問題で︑私自身は︑先生方もお考

ものの見方なり︑うけとめ方が︑浄土教の中でどのよう

生きていったらいいかという新しい問題を含んでいくわ

イナスの面との両方を含むと思います︒プラスの面であ

けですから︑プラスのところにマイナスがもう含まれて

30

仏の功徳︑というようなことをテ l マにした意見がよく

門の中で︑現代人に極楽をどう説くか︑とか︑往生と念

てしまう︒そういうふうなことを思います︒

すと︑そこでは私たちは︑本当に蹟くことばかりになっ

写されていますので︑これを実体的にとらえてしまいま

のではないだろうかというふうに思います︒しかし︑描

まったくこれは︑答えにもなりませんけれども︑ただ

求められます︒そういうふうな時代であると思うわけで
うことができると思うわけです︒

すが︑やはり浄土教は︑時機相応の教えというふうに言

かということへと少しは接近し︑またその中に私共が突

浄土は︑願力所成という点でも捉えられると思いますの

入していけるのではないだろうかと思います︒それから

その場合に︑現代に合わせて浄土の教えを受けとめな

弥陀経﹄を拝読しながら︑西方に極楽浄土があるとか︑

もうひとつ︑法然上人の場合に︑経典説示の事柄がかな

で︑先程の願生心︑願いというところ︑その問題が常に

今現に阿弥陀仏が説法されてるとか︑これをどんなつも

り素直にとらえられているということを指摘いたしまし

おすのか︑逆に浄土の教えに立って︑現代を捉えていこ

りで我々は拝読しているだろうかというふうなことを︑

うとするか︑この二つの態度は大きな違いがあるように

実は自分自身に問いかける︑そこに現代があるのではな

た︒これは︑やはり法然において︑念仏申す︑というこ

で︑浄土ということが説れていく︑何故説かれていくの

いかと︒現代人というのが別にいて︑白分を抜きにして

とがひとつ︑自らの行として成立していた︒例えば︑﹃三

私どもの︑私共の在り様を前進させており︑そういう中

語れるような問題ではない問題に直面していると︑この

昧発得記﹄というような記録も残っておりますし︑その

思います︒それで︑私はいつも思うんですが︑例えば﹃阿

ようにまず思うわけです︒

のであろうと思います︒宗祖の念仏の追体験をしていく

というような形での念仏というふうなことも︑意味をも

念仏の体験というようなことが︑非常に強く深くあった

かけのもとで︑やはり︑先程浅井先生がおっしゃったよ

ってくるのではないだろうかと︑このように思っていま

それで︑浄土往生という場合の浄土は何故あのように

うな問題が︑逆に我々につきつけられているような気が

49

説かなければならなかったんだろうかというような問い

いたします︒これは︑常なる主体的な問いになっていく

方にお答えいただいたんですけども︑もし︑今の問題に

中でどう受けとめるかということを︑簡単に︑それぞれ︑

生するということを︑そういう場で︑つまり現代状況の

末期ガンだけじゃないんだろうと思いますが︑浄土を願

ついて関連することがあれば︑会場の方でどなたかおっ

コメントいただけますか︒

はい︑ありがとうございました︒今︑三人の先生

しゃって下さい︒

H とか

H ということ

藤本結局︑現代文明があまりに︑

H
生命

会場簡単に申しあげます︒現代は︑浄土を求むる人が

Hいのち

中に浄土を求める心がないというご意見に対しては︑現

いっしょうけんめい仕事をしております︒現代の︑世の

なんとしてもお念仏で安らぎを与えたいということで︑

地獄のまっただ中でございます︒それに対して︑我々は

とは︑必ずしも一致してないと思います︒患者の心は︑

てガンの研究をしておりますが︑医術の現場と患者の心

た︒現代医学はいっしょうけんめいいろんな技術をもっ

した︒それで︑一応それに関する本をわたしておきまし

崎という方が︑病気で死ぬっていうことをいっておりま

アに関連していろいろ仕事をしています︒私の友人の山

験なり︑死後の世界をといておられますね︒この角度か

学的なところと︑それから霊魂というかたちで︑臨死体

N H Kのテレビでも︑立花隆氏が出ておられまして︑医

るかもわかりませんが︑最近︑臨死体験ということで︑

す︒そして今浄土の問題で思ったのです︑が︑的がはずれ

常にたくさんの方々の浄土への関わり方があると思いま

り心を聞いていくときに︑今おヮしやられたような︑非

うえにうけとめていく人生の歩みという問題に︑やっぱ

られているけれども︑私のうえに聞いていくなり︑私の

浅井藤本先生がおっしゃいましたけれども︑よく考え

思います︒

H という点こそが私共の着眼点ではなかろうかと

代二十万人のガン患者がもだえ苦しんでいます︒そのよ

ら︑浄土なり︑死後の世界をうけとめていこうとする︑

H
寿命

うな患者がおるということを申しあげておきたいと思い

かけていかなければならないと思います︒﹁有りますか︑

そういう問いかけ︑それをそのまま実は︑私たちは問い
今︑ターミナル・ケアの立場でお話下さいました︒

団

うことでございますけれども︑今︑私はターミナル・ケ

だけに問題を移しすぎている︒やはり︑

団

少ないんではないか︒あるいは︑いないんでないかとい

代

浄

ます︒
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るのだというようなところに︑問いをおこしていかなけ

れども︑そういう死後の問題のうけとめ方︑霊の問題の

死後の問題を︑実体的にうけとめていこうとしているけ

ありませんかあったらこういうように﹂というように︑

いて︑仏教の立場からいろいろと新聞等に発一言をしてみ

るところのいろいろと話題になっています脳死問題につ

小川先生が︑そういう点で今日の科学技術の最先端であ

らよいかという大変な状況に今日は来ているといえます︒

﹁エス﹂の世界だけにどんどんと押しやられ︑どうした

最近︑鷲田小珊太という人の﹃脳死論﹄を読んでいま

えます︒

うけとめ方︑そのこと自体が実は︑根底から問われてい
ればならないのだというふうに思います︒
国代なるほど︑あり︑がとうございました︒では次に︑

程へ転化していく中で︑すべてが操作の対象になってい

いうことが考え直されます︒生命が自然過程から人為過

ます︒生命の操作の時代に入っているわけです︒鷲田さ

して︑はじめに話しました﹁臨終現前の願﹂の︑臨終と

命が見えない時代になっているといえます︒自然と人間

んは脳死というあり方が受け入れられたら生命の誕生は

神戸先生︑お願いします︒

が分断され︑生き物と人聞が分断され︑人間と人間とが

どこにあるのかといわれています︒いままでご臨終とい

神戸私たちの時代は︑今日非常に科学技術が進み︑生

よ人聞がモノ化されていく時代です︒ですから︑生命を

分断されていく時代です︒また科学技術によっていよい

もって死が脳死と決められる時︑いのちの誕生は︑脳が

いました時は︑身体の三徴候でみられていました︒心臓

形づくられる時か︑あるいは受精の時か︒いままでは出

生命たらしめている場所︑いのちをいのちたらしめてい

浄土︑その内容である法性︑法身︑その生命の源がは

の停止︑呼吸の停止︑瞳孔の拡散ということで判断され

っきりしませんと︑私たちの関係はすべて利用関係に呑

産時をもって生命の誕生としてきだ︒母体の助力なしに

る場所︑つまり︑浄土の願生︑浄土を人間の生きる生活

みこまれていってしまうのではないでしょうか︒自然と

赤ん坊が外界の空気を吸うという︑いのちの誕生︑そし

てきたわけですが︑その自然死に対して人為的な判断を

人間にしても﹁我と汝﹂という関係がだんだんと薄れて

て三徴候の活動が停止してご臨終ですという︑ その臨終

のところで確かめていかなければならないと思います︒

いき︑私たちの周辺を取り巻く科学技術は﹁我とそれ﹂︑
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対象ではないという︑人間の三界︑人間の時間と空聞を

す︒その浄土の場所での︑生命はモノではない︑操作の

そのものの場所が確かめられなければならないと思いま

は純粋生命といってもよいと思いますが︑そういう生命

で︑生命そのものの源︑法性︑真如︑あるいはその事柄

く︑道具とされていく︒そういう新たな時代の問題の中

そういうところに生命が操作の対象︑モノとされてい

とは認めると一一一口われましたが︑その意図をどう考えるか

とつは親驚には現生往生を意味する一言葉があるというこ

があるわけですけれども︑でそれについてなんです︒ひ

たんですけども｜｜それと﹁臨終の往生﹂と︑その二つ

生の往生﹂｜｜この言葉は先程︑浅井先生お使いになっ

往生﹂というような言い方もあります︒そういうその﹁現

は善性本の﹃御消息集﹄です︒さらにまた︑﹁明法一房の

定緊のくらいとなおつけておわします事にて候なり﹂これ

また定まる﹂と︑そういう一言い方と︑一方では﹁浄土へ

超えた場所がないかぎり︑私たちの功利的な生命観はど

教えていただきたい︒さらに言えば親驚が強調するのは︑

ということも変ってきてしまうのではないかということ

こで超えられていくのか︒そういう意味で︑脳死という

﹁臨終の往生﹂と﹁現生の往生﹂と︑どちらだとお考え

往生するまでは不退のくらいにておわしまし候えば︑正

新たな形の中で私たちは生命観が問われていると思いま

になるのですかと︒

をいわれています︒

す
︒

さらにもうひとつ関連して︑死を契機としなくては︑

成仏といえないのですか︒現生の往生を成仏ということ

ありがとうございました︒大変大きなサジェスチ

ョンいただいたと思います︒それでは次の問題︑入らせ

お願いできますか︒

ができるのですかという問いです︒浅井先生のほうから

えるなり﹂と︑いわゆる正定緊のくらいに定まるのが往

﹁正定緊のくらいにつきさだまるを往生を得とはのたま

だからそれは︑この現生正定緊の内容そのものが︑現生

いうところで往生ということを語ってゆかれるんだと︒

親驚聖人のうえにあると︑その場合でも︑現生正定緊と

浅井現生において往生を語っていく︑そういう表現が

生だという言い方︒あるいは︑﹁信心さだまるとき往生

調講演の中でですね︑やはり親驚聖人におきましては︑

ていただきたいと思います︒これは︑浅井先生と神戸先

国

生に対するご質問なんですけども︒先程の先生たちの基

代

34

ますので︑実は証空上人のところにも︑即使往生と当得

人とその門下の教学のところを学はせていただいており

で往生を語られる問題になってくる︒私は実は︑法然上

心に動かされていくというそういう側面の中でひとつに

話によりますと︑如来の願心に聞いていく︑あるいは願

るいは本願の念仏に聞いていくと︑先程の先生方の︑お

つがひとつになって︑しかもそれが念仏申していく︑あ

ところはどちらも︑従来存覚上人のわらと米とのたとえ

往生とか︑証得往生と当得往生とかいって︑往生に二義

で︑米を得ょうと思えば︑自ずとそこにわらが得られて

ようにいっておられると︒だから︑臨終の往生と両方の

う︑仏と一体となっていくという側面が非常に強く説か

いくから︑現生の利益は実は︑往生浄土というところが

なっていく︒それを正定緊といわれ︑往生を得るという

れてくる︒そこのところが︑親驚聖人の現生正定来と

中心であって︑浄土に生まれるというところがあきらか

を語っていくわけであります︒この証空上人のところで

いわれるところと︑そして︑証空上人が証得往生といわ

往生を語っていく場合に︑称名念仏から仏体即行説とい

れるところの違いではないだろうかと思うわけです︒そ

になれば︑臨終のときに仏にさせていただくのだという

たが︑実はどちらが主ということではなくて︑実は親驚

こは︑聞いていただきましたように︑どこまでも︑変っ

くる中での︑生まれ変り︑新しい誕生と﹁断﹂の解釈が

聖人においては︑どちらも主なのだと説かれていると思

ところに実は︑自ずとわらが得られるのだと︑存覚上人

ございますので︑﹃教行信証﹄の﹁信巻﹂の︑横超断四

います︒生きるということは︑死をうけいれ︑のりこえ

ていくのでありますけれども︑変っていくなかに煩悩の

流の断の解釈では迷いが断ち切られていくのだと︑そう

ていくことにおいて本当に死があきらかになってくるこ

ょうか︒ともすると︑主と従というように考えられまし

いう側面を語っておられます︒しかし︑それをずっと読

とでありますし︑死をうけいれ︑のりこえていくという

のそういう表現を︑どう読みとっていったら良いのでし

みすすんでいきますと︑同時に﹁悲しきかな﹂というの

問題は︑やはり証ということを抜きにして考えられない

無明煩悩は絶えないという︑そういう側面が知らされて

ですね︑﹁愛欲の広海に沈み定衰の数に入るを喜ばず﹂

ので︑どちらが主とか従とかいうことではなくて︑やは

身であることとが知らされてくる側面︑臨終の一念まで

という︑そういう側面を語っておられますので︑その二

土
浄
3
5

りどちらも非常に大事にして︑中心にみておられると思

されていく歩みだといえます︒よく安田理深先生がこん

そこに限りなく臨終の夕︑命が終るまで自我の心が否定

なたとえで話されたことを想い起こします︒汽車に乗っ

います︒
はい︑ありがとうご古います︒神戸先生︑お願い

て東京へ行くか︑博多へ行くかは︑京都駅で汽車に乗る

団代

します︒

時に決まると

一念を立脚地とした純粋未来への歩み︑願に生きるとい

いうところに現生正定緊の自覚があり︑その現在の信の

Q

すでに京都駅で汽車に乗る︑その乗った

神戸親驚の浄土︑そのことが往生浄土︑願生浄土とし

時に未来の東京は包まれている︒約束されている︒そう

ω

て臨終の時なのか︑現生であるのかという問題としてお
聞きしましたが︑そのことをどう了解するのかと

やはり浄土は担架界で︑これは仮名聖教の中にいわれ

そこには﹁担撲の真因﹂︑現生の信心の自覚にて﹁補処

うこと︑があるといえます︒

して︑無上沼繋のさとりをひらくなり︒﹁界﹂は︑さか

の弥勤﹂︑等覚の弥助にひとしというところに︑限りな

ていますが﹁担架界というは︑無明のまどいをひるがえ
いという︒さとりをひらくさかいなり﹂といわれていま

く浄土に向って歩む︑無上程繋に向ヮて歩むということ
があると了解します︒

すように︑無明のまどいがひるがえされていくさかいだ
そういう意味では流転の人生が︑

国代それで︑神戸先生︑死つまり︑臨終を契機としな

Q

本願の名号に呼びさまされる現生に正定緊の機を得て︑

くては︑成仏といえないのかと︑あるいは現在の往生を

と親驚はいっています

この流転の人生を超えでていく道︑つまり往生道︑﹁願

成仏といえるのかどうかということについておねがいし
ます︒

生彼園︑即得往生不退転﹂の往生道のことと了解します︒
先程もお話にありましたように﹁臨終の一念の夕︑大
現生の信心の目覚めによって︑無上一出繋道に歩んでいく

かいという︒さとりをひらくさかいなり﹂という親鴛の

えして︑無上浬繋のさとりをひらくなり︒﹁界﹂は︑さ

先程︑﹁浬繋界というは︑無明のまどいをひるが

ことをいっていると思います︒担繋を果︑理想とするの

了解を申しました︒そこでの﹁さかい﹂ということです︒

般浬繋を超証す﹂と︒そのことは他力の金剛心の目覚め︑

ではなく︑他力の信心は﹁担擦の真因﹂の目覚めですが︑

神
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流転の人生が本願の名号の呼びかけに転じていく道︑限

りをひらくさかい﹂といわれている︒そうしますと生死

さかいとしてあるのか︒やはりそうじゃなくて︑﹁さと

って﹁さかい﹂というのか︒浄土という世界は死を契機︑

界思想をいっているのか︒あるいは死︑人間の死際をも

さかいとはこの世からあの世へという地理的なこと︑他

だきます︒今度︑これ藤本先生に対してでございますけ

によろしいですか︒それでは次の質問にまいらせていた

田代なるほどね︒はい︑ありがとうございました︒他

ではないかということであります︒

身は︑やはり現生において成仏ということは語れないの

還相回向の問題も含めまして︑そういう意味では︑私自

仏に成っていくということが語られるかどうかという︑

ですね｜﹁念即声﹂のことを︑先生おっしゃっていただき

りない生死流転の人生に無明のまどいが翻えされ︑さと

ましだけれども︒﹇念仏と戸との関係をお教えいただい

ども︒親驚聖人は︑﹁乗彼願力︑定得往生﹂を﹁彼の願

する︒そうではなく信の目覚めに械土と浄土の境界線に

たが︑本願と念仏と往生との関係をお教え下さいませ︒

りをひらく﹁さかい﹂が聞かれる︒そういう境界線に立

立つ︑そのことが現生正定緊の往生道と了解します︒

本願と念仏と往生との関係をお教えいただきたい︑とい

をはたす働きは願力であると領解される︒﹁念仏と声﹂

田代この問題につきまして︑関連の質問︑皆さん方の

力に乗じて︑定んで往生を得﹂と読まれるように︑往生

中におありでしょうか︒

う質問でございます︒

つのが信心の目覚め︒それがともすると﹁死﹂がさかい

浅井よろしいでしょうか︒私ちょっと︑最後のところ

藤本法然の強調する念仏は︑﹁選択本願念仏﹂という

になったり︑﹁あの世﹂へ行くことがさかいになったり

ですね︑成仏ということなのですけれども︒今ご質問の︑

ことでありまして︑本願の念仏︑﹁本願力に乗じて﹂と

場合に︑その念仏を申す当体が︑私ども凡夫の行である

いう点につきましては︑ご指摘と同じと思います︒その

があると思います︒成仏ということの︑悟りを聞く︑あ

と受けとめます︒これは︑善導の﹃観経疏﹄に出てまい

どういうように受けとめていったらいいのかという問題
るいはあらゆる欲望から解きはなたれてるとか︑いろい

ります︑いわゆる﹁三縁釈﹂｜﹁親縁﹂﹁近縁﹂﹁増上縁﹂｜

問題のところで︑問題は仏に成るということの内容を︑

ろ言葉で説明はっきますが︒私のこの身のうえにおいて︑
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うに考えるわけですけれども︒そういう間柄ということ

たもう﹂というように︑私はそれを﹁呼応性﹂というふ

生︑行を起して︑日常に仏を称すれば︑仏︑是れを聞き

ないかと思いますけれども︑その文によりますと︑﹁衆

というところでご理解いただければわかりやすいんじゃ

れないところがあるのですが︑今のご質問の受け止めと︑

質問だと思います︒

大乗たるところがなくなるんじゃないかと︑そういうご

のところでとった場合は︑その︑いってみれば︑大乗の

のうえで明解してると︒それを﹁臨終の一念﹂︑﹁臨終﹂

死即況築﹂︑それを親鷺は曇驚の立場から﹁現生正定来﹂

私の受け止めがちがっているところがあるように思いま

浅井ちょっと︑この意味が難しくて︑私に受けとめら

生・浄土︑ということが︑連続耐をもヮているというこ

す︒ということは︑﹁生死即担架﹂というですね︑あの

でとらえられていきます︒そして︑往生ということにつ

とができると思います︒

﹃正信偏﹄の﹁証知生死即担繋﹂ということの受けとめ

きましては︑どこまでも念仏往生︑極楽浄土︑念仏・往

団代はい︒ありがとうございました︒︵藤本｜それで

なのですけれども︒現生のうえで﹁証知生死即習繋﹂と

L

していくのだと︒現生において︑

に往生していく身となったときに︑その浄土の内容を﹁生

受けとめてゆかれたということよりも︑その臨終に浄土

よろしゅうございますでしょうか︶はい︒
それでは︑今の関連質問︑よろしいですか︒他にござ
いませんですか︒

死即浬繋﹂と﹁証知

いうようにはみずに︑プ証知生死即浬繋﹂というのは︑仏

信心のところで﹁生死即担繋﹂と﹁一証知﹂していったと

じゃ次にまいります︒次︑浅井先生に対してなんです
けども︑親驚聖人は︑本願成就文の﹁即得往生︑住不退

すが︑﹁臨終の往生﹂と領解した場合は︑大乗の仏道の実

﹁生死即浬梁﹂という大乗仏教の実質があると思われま

くらいである正定緊を︑信心の功徳ととらえるところに

ととらえられる︒﹃論註﹄の文章の当面では︑浄土での

ろあるようでありますが浄土の内容を生死即浬繋とみる︒

いか︑これはいろいろ見解の違い︑学説の違いがいろい

するそういうようにあの文を読みとっていくべきではな

きに︑その浄土の内容が﹁生死即出禁﹂なのだと︑証知

になるべき身に定まって︑そして浄土に往生していくと

h

転﹂を﹃論註﹄﹁二道釈﹂の領解を つけて︑﹁現生正定粟﹂

質をどう領解したらよいかお教えていただきたい︒﹁生
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ましまさね無上浬繋﹂無上の仏︑さとりということが説

然法爾章﹄などには﹁無上仏﹂﹁いろもなく︑かたちも

お答えとかみあうかどうかわかりませんけれども︑﹃自

のご主旨︑がもうひとつ︑私にわからないのでありますが︒

ることを︑どう受けとめていったらいいのかということ

しょうか︑臨終のときに﹁生死即同繋﹂と語っていかれ

いったらいいのかが︑問題になっているのだと

を︑この身に語っていく場合に︑どうそれぞ受けとめて

土﹂が︑実体的にとらわれていく内容でないのだという

浄土﹂﹁西方の浄土﹂︑その﹁有相の浄土﹂や﹁西方の浄

ただく浄土でありますという側面を︑やはり持っている

身が生まれさせていただく浄土︑この身が帰えらせてい

臨終の問題になっていきますと︑やはり私自身は︑この

どうで

かれてきております︒結局︑そういう側面を語っていか

ことですね︑その側面を語られていかれて︑そして語ら

のだと︒しかも︑それが実体的なものでないのだと︒あ

Q

れるのは︑先程から問題になりましたように︑﹁有相の

れながら︑やはり凡夫の私がどこまでも︑生まれていく

関連の質問︒

るとかないとかですね︑見えるとか見えないとか︑そん

浅井

浄土なのだと︒そういう側面を持っておられると思いま

とを︑常にこの私の受けとめの中にあきらかにしてくる

えるべきだというようなご意見があると思います︒聞か

な浄土ではないのだということになっていくと思います︒

ことが︑実は﹁生死即出禁﹂ということと毛なってくる

せていただいたらいいと思いますが︒

す︒ですから︑ちょっとうまく一言えないのですけども︑

のだ︒だから﹁吐い死即河繋﹂ということが語られていて

国代ございませんでしょうか︒はい︒大きな戸で︑す

つきましてどうでしょうか︒よろしいですか︒あるいは

も︑片一方では︑﹁不断煩悩即浬梁﹂という﹁煩悩を断

田代はい︑ありがとうございました︑はい︒この点に

ぜずして﹂︑煩悩の身のままで出禁を悟っていくという

いません︒

先程から︑臨死体験ということを申しましたが︑臨死体

側面が常に片一方のところで語られてきている︒ですか

会場大待大学の延塚と中します︒﹁正定緊﹂という場

験のような︑そういう悟りの内容ではないのだというこ

らもし曇驚大師の大乗仏教の思想を受け入れていく場合

合に︑曇驚大師は︑﹁正定棄﹂を浄土へ生まれた後の位

そうですね︑いやもっとこういうように浄土を考

には︑どうしても凡夫の身が大乗仏教の教えというもの

土
浄
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と領解しています︒それを︑宗但は現生における信心

浅井先生お願いします︒

表現はいろいろですけれども﹁往生浄土﹂の歩みをして

すね︒私が念仏して︑日暮しをしていくということが︑

領解すべきであって︑臨終に往生するというように領解

いは﹁お浄土にまいらせていただく﹂とか︑いろいろ表

浅井信心の問題ですね︒そこは関わってくると思いま

すべきでないと︑私は思います︒その点はどうでしょう
︑
︒
ふ以

ついて︑﹁本願の念仏﹂を私がどう受けとめさせていた

現はありますけれども︒その信心のうけとめ方︑信心に

いくと︑あるいは﹁仏になるべき身に定まる﹂と︑ある

臨終に︑いのち終っていくということ︑あるいは

だくのかという︑そこに関わってくると思いますね︒で

﹁往生浄土﹂の問題が私のうえで︑そうであったなあ︑

に受けとめておられますか︒その点を私の方からお聞か

とうなづかれてくる世界になってくると思いますね︒

すから︑信心の味わいといいますか︑よく﹁信心の目覚

お願いします︒

国代はい︑どうも︒それじゃ︑他によろしいですか︒

せいただきたいと思いますが︒﹁現生正定緊﹂と︑浄土

会場私︑滋賀県の︿聞きとり不可能﹀と申します︒い

次の問題︑まいらせていただきたいと思います︒次の問

め﹂とか﹁自覚﹂とか︑いろいろおっしゃっておられま

のち終って成仏するということがですね︑それが︑大き

題はですね︒まず最初に藤本先生に対してなんですけれ

に︑いのち終って浄土に生まれていくというこつの側面

な核心といいますか︑非常に大きな力になって︑現在生

をもっているのではないだろうかと思うのですが︒

きている私にはたらいているということは︑どういうこ

ども︑第十八願︵王本願のこと︶とともに︑第十九頓の

にあきらかになってくるときに﹁現生正定緊﹂の問題ゃ︑

となんでしょう︒それ︑﹁現生正定粟のくらい﹂という

ことにも触れられたが︑第二十願のことはいかがでしょ

すけれども︑そういう信心の内容そのものが︑私のうえ

のはですね︑やはり私たちに︑これ未来︿聞きとり不可

国代よろしいですか︑延塚先生︒はい︑どうぞ簡潔に

浅井

臨終に浄土に生まれていくということを︑どういうよう

した後のくらいを︑すでに信心の功徳としてもっている

田能

というわけですから︑現生に往生が定まるというように

の功徳としてもちいてるわけですから︒つまり︑往生

代〉

40

うか︑ということでございますね︒ これは法然上人のお

三往生ですか︒双樹林下往生︑難思往生︑難思議

もならない生死の人生の中で仏のさとりを求める

ょう︒いろいろと苦しみ︑またどうにかしたいがどうに

往生といわれます︒やはり人の宗教心としましては︑双

第二十願につきましては︑二十願は浄土宗の願名でいき

の苦しみ︑悩みの中で至心発願する︒人間のところを場

立場についてですけど︒

ますと︑﹁係念定生の願﹂と︑このように申しますけれ

所として道を求めるということがあると思います︒それ

湿繋の場所として道を求めるということがあるわけでし

ども︑それに比較しますと︑それほど勧説はされてない

樹林下往生︑お釈迦さまが入謹撰された︑そこをさとり︑

と思います︒そういう点で︑いわゆる第十八願・十九願

から難思往生︑難思議往生︑﹁思い難い L︑﹁思議し難い﹂︑

Q

人生

・二十願︑そして﹁三願転入﹂というようなところでお

言葉として同じようで解りにくい内容です︒

欲しい︑いわゆる十九願から二十願は﹁回入﹂で第二十

ますけども︒﹁果遂の誓い﹂について︑今少しお話して

からのご質問で︑浅井先生と神戸先生に対してでござい

田代はい︑ありがとうございました︒それで︑同じ方

あるように思います︒

の中での転凶点です︒念仏に関わる心の翻えりというも

に生きる中での回入︑回入の中での転入︑つまり︑念仏

の願海に転入せり﹂といわれるように︑本願に帰し念仏

の難思往生は︑﹁益岡本・徳本の真門に回入して・：：選択

離る﹂︑出でて︑離るといわれています︒そして二十願

しく万行︑諸善の仮門を出でて︑永く双樹林下の往生を

三願転入の文のところでは︑先程の双樹林下往生は﹁久

願より十八願の﹁転入﹂︑この点︑今の問題であり︑そ

のがあるといえます︒

発無上心︑丘小死英一難服︑仏法復難欣︑共発金剛心﹂とい

仏道は発願して仏への道を求める︒たとえば︑普導は﹁各

念仏に帰する︒ただ念仏してという道ですが︑やはり

G

たい︑ということでございます︒神戸先生から︑じゃ

その点をもう少し具体的に例をあげて説示していただき

ダ イ ナ ミ Vクにいただくべきものではないでしょうか︑

のことを少し詳しく︑なによりも往生は三往生を通じて︑

第十八願というところにおさまヮていくんですけれども︑

さえられる親驚聖人の本願観と少し違う観点が︑結局は

藤本第十八願と十九願につきましては︑法然上人は非

戸

常に重視されておられます︒その度合からいきますと︑

神
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道を求めるのですが︑生死が肱いがたい︑そして仏法が

たく︑仏法また欣いがたし﹂︑そこには無上心を発して

われる︒ ﹁おのおの無上心を発せども︑生死甚だ厭いが

称名は﹁衆生一切の無明を破し︑衆生一切の志願を満す﹂

すなわち無碍光如来の名を称するなり﹂と︒そしてその

れてきます︒また﹃教行信証﹄でいえば︑﹁大行とは︑

仏への関わりが﹁念仏もうしそうらえども﹂と問題にさ

うらえども踊躍歓喜こころおろそか﹂というように︑念

と︒南無阿弥陀仏の大行の目覚めは︑そういう破闇満願

人間の超え難さが知られる︒人聞から人聞を厭うことが
できないという問題です︒そういう中に人間の発願の限

の利益を得るのだと︒そう知らされてもなかなかそのこ

欣いがたいという矛盾です︒無上心を発す中にいよいよ

点が知られる︒

界が知られる︒人聞からは人聞が超えがたいという限界

むのですが︑今度は︑その念仏に﹁本願の嘉号をもって

念仏もうす中での﹁称名憶念あれども﹂という疑惑です︒

念あれども︑無明なお存して所願を満てざるはいかんと﹂︑

相応することが問題にされてきます︒﹁しかるに称名憶

います︒ですから﹁信巻﹂では︑その大行︑如実修行に

とが額けない︒そういうところに信仰の問題があると思

己が善根﹂とする︒やはり名号への関わりが自力心です︒

念仏と自己とがひたっと一つにならない︒相応しないと

そういう中に名号の呼びかけ︑念仏に帰し歩む道に進

心回向﹂と︒そこには﹁聞我名号 ︑﹁至心回向﹂と︑第

ですから願文では﹁聞我名号係念我国植諸徳本至

いう疑問です︒そういう仏智を疑っている心︑自力心が

L

そうしますと︑三願転入は梯子段を第十九願︑第二十

十八願文の名号︑回向という言葉がでています︒しかし︑

ですから︑二十願の問題は︑たとえば﹃歎異抄﹄でい

願︑そして第十八願と一段ずつ登っていくというあり方

知られてくる︒そういう中に﹁選択の願海に転入﹂す

えば︑﹁ただ念仏して：：・信ずるほかに別の子細なきな

ではないということです︒︹世間我先生は︑第十九の願は第

名号への関わりが自力心の﹁至心に回向してし︑善本︑徳

り﹂という︑ただ念仏してという︑その決定心が人生の

十八願の外の問題である︒第二十願は第十八願に帰した︑

る
︒

問題の中に揺らいでしまう︒念仏に生きようとする心根

念仏に帰した内の問題であるといわれていますが︑二十

本を植えようとするあり方です︒

が至心回向です︒その問題が︑第九章に﹁念仏もうしそ
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り︑学問的でないかもわかりませんけれども︑この﹁三

あれば︑カ vトしていただいてけつこうでございます︒

がとうございました︒浅井先生も︑もし重複する部分が

田代はい︑ありがとうございます︒大変具体的であり

あると︑私は考えます︒

の願﹂に目覚めていくところの信仰のプロセス︑道程で

の思徳を頂かれているように︑他力の信心︑﹁至心信楽

については﹁仮令の誓願︑良に由あるかな﹂︑そこに仏

ころに﹁果遂の誓い︑良に由あるかな﹂︑また十九の願

られ︑その自力執心の心が翻えされていく︒そういうと

の願は念仏に帰したその念仏への関わりの自力執心が知

智疑惑和讃﹂がある︒このことをどう考えていったらよ

ますけれども︑晩年の︑﹃正像末のご和讃﹄の中に︑﹁仏

思います︒そして︑問題は二十願と十八願の関係であり

ている歩みとひとつになっていると見ることができると

が︑そこに私の人生の歩み︑あるいは私の問題ぞかかえ

というですね︑いよいよ大悲の世界が知られてくる世界

いはご質問にありましたような﹁果遂の誓い由あるかな﹂

だと︑﹁嘉号を己が善根﹂としないというところ︑ある

生がおっしゃいましたように︑﹁己が善根﹂としないん

なのか︑というような私自身の問いかけの中で︑神戸先

う中で︑最後の依りどころになってゆくものが一体なに

の基盤としたものが全部こわれて川 vってしまう︒そうい

いのだろうかと︑いつも思うわけであります︒非常にき

浅井大変大事な問題で︑私自身が思いますのは︑あま
願転入﹂ということは︑私の人生の聞法していく歩みと

びしい信と疑の問題が︑そこに含まれてるということに

がわかれてくることでありますが︒信の中に疑を含んで

非常に深く関わっていくように思います︒私たちが人生

れが実は︑十九願の世界から．一十願の計界︑二十願の附

いくのだと︑あるいは︑信と疑は表裏一体なんだと︑そ

いろいろなお聖教の受けとめ方で見解がわかれる︑学説

界から十八願の仕界︑という歩みの中で︑白分を思いま

ういう受けとめ方もありますが︑私白身は︑先程のご質

なると思います︒このことにつきましては︑親驚聖人の

すと︑盛んなるときもある︑しかし︑その盛んなる時が

っていく中で開法していくわけでありますけれども︒ぞ

すぎていく流れの中で︑いよいよ年を主ねていく中で︑

ろだけれども︑受けとめ方はいろいろだけれども︑ゃっ

問︑信心のことと関わりますけれども︑味わいはいろい

の様々な問題にであっていきますので︑その問題にであ

積みあげてきたものが全部くずれていく︑あるいは白分

土
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ぱりそこに︑二十一朗と十八閣とは︑一一線を岬するところ

そういう解釈︑あるいぽお言葉があるわけですね

も︑﹁信心の人は︑すでにその信浄土に居す﹂という︑

おいてマ﹂の身あさましき︑不浄造思の身﹂なんだけど

悪の身なれども︑こころはすでに等しければ︑如来と申

息集﹄などにはですね︑﹁この身こそあさましき不浄造

だきたいんですけども︒親驚聖人のですね﹃善性本御消

いってしまったんですけど︒最後のご質問にさせていた

国代はい︑ありがとうございます︒おおむね時間もま

いだろうかと︒こういうように思います︒

かえし︑くりかえし︑最後まで説いておられるのではな

当の救いというものにはなっていないということをくり

いの問題が︑なんとなくばく然としたかたちの中で︑本

から︑あいまいなままでは本当の意味での︑十八願の救

きに生死の問題を︑非常にきびしい問題をかかえている

を︑なんとなくあいまいなかたちで︑うけとめていくと

れておるということは︑私たちが二十願と十八顕の問題

らないと︒親驚望人が晩年まで︑その問題を問いつめら

というものがあると︒ただ︑それはあいまいにしてはな

ていく﹂と表現するけれども︑やはりそこにひるがえり

身﹂のうえに教えをうけとめていかれる世界があると思

がらも︑結局︑身と心は分かれることができない﹁この

わかっていないのであります︒身と心を分けていかれな

人のお心のどこにあったのだろうかもうひとつ︑私には

を分けてうけとめていかれるその表現が︑果して親驚聖

を分けていかれるところもあるのですけれども︑身と心

ているのですけども︑親驚聖人のお聖教の中に︑身と心

浅井私は︑もう少し自分でつめないといけないと思っ

思います︒どちらから︑神戸先生から︒

か︑ということを神戸先生と浅井先生にお願いしたいと

るわけですね︒そのへんを少し︑どう領解すればいいの

浄土にあそぶ﹂とか﹁信は浄土に居す﹂という友現があ

にあそぶなり﹂と︒そういう︑その現生において﹁心は

生死の凡夫かわ︑有漏のえしんはかわらねど︑心は浄土

ところですけれども︑﹁超世悲願を聞きしより︑われら

すからもう少し資料批判をきちっとしなければならない

いは︑それは﹃帖外和讃﹄でも︑これは﹃帖外和讃﹄で

ある

があると︒それはいろいろに友且できるのですけれども︑

すことも知らせたまえり﹂その後にですね︑﹃般舟讃﹄に

います︒ですから︑心が浄土に住みあそび︑浄土のそう

Q

﹁ただ念仏﹂と表現したり︑あるぐよ︑﹁この白近を歩い

は﹁信心の人は︑その信すでに浄土に居す﹂と︒現生に
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そういう言葉で︑私が思いますのは有漏と無漏の領域

とですか︒

どういうことなのだろうか︑ということが次に問題にさ

です︒如来︑浄土は無漏︑凡夫の身は﹁不浄造悪の身﹂︑

いう状況がこの身のうえに知られてくることはいったい
れていかねばならないと︑どこまでも︑職土なのだけれ

です︒仮名聖教にいわれていますように︑煩悩具足の身

私たちの日々の生活は有漏︑煩悩から一歩も出ない生活

は︑煩悩が﹁臨終の一念にいたるまでとどまらず︑きえ

ども︒この世は迷いの世界なのだけれども︑先程から聞
非常に深く関わりながら︑常にこの働きの中で︑浄土を

ず︑たえずと︑水火二河のたとえにあらわれたり﹂とい

いていただいておりますように︑この浄土が私の現実と
願生し︑浄土のあり方が現実の中で間われてきていると︒

そういう中に︑聞其名号信心歓喜︑名号を聞く︒その

う中に生きているわけです︒

ことは浄土の真実功徳の廻施にあずかる︒真実功徳の廻

そういうようなこととも関わってきているのではないだ
ろうかということで︑ご質問の主旨は︑おそらく︑やは

先に申した﹁共発金剛心﹂です︒金剛心は無漏心です︒

り煩悩の身であるけれども︑現生にある意味で浄土と重

他力の金剛心といいますように信心は︑有漏︑煩悩のた

施を得る︒そこに煩悩の身であるけれど︑無漏心が生起

だ中に全く質を異にした如米心︑無漏心が生起したとい

ねていくような︑あるいは現生のうえで︑利他の積極的

るのではないか聞かせていただいたわけなのですけれど

ではないかというところと︑ご質問の主旨が重なってい

うことです

してくるということがあるわけです︒

も︒私自身は︑身と心を分ける表現があっても︑この身

れています︑伊蘭林ですね︒四十由旬に悪臭をはなって

な働きがそこに説かれている側面をもっと見ていくべき

にうけるというところが親驚聖人の教えのうえに︑ある

人を狂わせる︒栴檀樹は香ばしいにおいのする樹である︒

は

と念ずる中に︑炉︑悩の高い午︑三毒の毒草が薬草に転ずる

ています︒私たちの生活は伊蘭林ですが︑南無阿弥陀仏

そういうことは﹃教行信証﹄の中で喰えら

ということであります︒

J
J
'

Q

団代はい︑ありがとうございました︒ 神戸先生お願い

その栴棺樹の根芽が生ずると伊蘭林を改変するといわれ
﹁不浄造思の身なれど︑ 心はすでに如来とひ

します︒
戸

とし﹂︑﹁いいい心の人はその心すでに浄土に屈す﹂ というこ

神

土
浄
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はり︑これやはり我々︑かですね限りなく聞いつづけてい

向が見えてきたんじゃないかと思います︒この問題もや

多少なりとも﹁往生﹂︑あるいは﹁浄土﹂という問題の方

ですから︑凡夫の身は﹁不浄造悪の身なれど︑心はす

くもの︑あるいはそういったなかで︑今日のお話にあり

といわれています︒

無上

Q

でに如来とひとし﹂︑また﹁心はすでに浄土に居す﹂︑そ

命︑果てるまで流転していく身でありますが︑その流転

向因ということです︒﹁阿弥陀が法蔵と成った﹂︑そこに

と成った﹂︑真宗学のテクニカル・タ l ム で い え ば 従 果

そういう本願の発起︑信心の目覚めは﹁阿弥陀が法蔵

におれないわけでございます︒そんな意味で︑多少なり

って大変大きな問題であるということをですね︑思わず

ということになれば︑いよいよこの間題が︑私たちにと

あいつた問題に対して私たちがどう対処していくのか︑

代の様々な︑それこそ臨死体験であるとか︑いわゆるあ

どこまでも︑どこまでも︑問い破っていく︑特にその現

ましたように﹁実体化﹂していこうとする思いをですね

の痛みのところに根芽があるわけです︒つまり︑法蔵菩

とも皆様方のご研究︑ご研讃にですね︑今日のシンポジ

れは煩悩の生活のところに栴檀樹の根芽が生じた

薩の因位の修行です︒ですから︑迷いを蹴飛してさとる

ウムのことがですね︑ご一助になればと思うような次第

浬葉に立つ一道の信心が生起したということでしょう︒

のではなく︑どこまでも迷う場所︑流転の痛みの場所に

でございます︒お三方の先生︑最後まで熱心にですね︑

ご高説をお話しいただきまして大変ありがとうございま

人間心の延長として︑仏︑如来が願われるのではなく︑

法蔵因位の願心を聞き歩む道です︒
法蔵とは衆生の場所に︑有漏︑煩悩の場所に無漏︑如来

した︒どうも失礼いたします︒

るのではないかと思います︒

て︑このシンポジュlムを終らせていただきたいと思い

までご清聴くださいました皆様方にお礼を申しあげまし

ったない司会で大変申し訳ございませんでした︒最後

心が発起してくることだと了解します︒そういうところ

田代はい︑ありがとうございました︒もう時聞が過ぎ

ます︒ どうもありがとうございました︒

に﹁至心信楽の願︑正定取水の機﹂ということの課題があ

てしまったんですけども︑こうしてですね︑皆さん方と
ご質問いただきまして︑先生方におうかがいするなかで︑
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ーーー臨終来迎をめぐって｜｜

万言

覚如が著作活動を通して本格的に自己の教学を披漉す

前の三門徒へと伸展し︑大きな勢力を有して本願寺と対

えが︑民衆の要求に妥協的な現世利益強調へと変質して

立する傾向を呈していた︒やがて大谷にほど近い東山汁

同じ源空門下の︑鎮西・西山等が教線そ張り大いに繁盛

行く危険性を苧むものとして︑さらに覚如の危機感を強

るようになったのは︑﹃執持妙﹄︵嘉暦一克年︵一三二六︶・

しており︑何れも源空からの相伝を主唱し︑正統をもっ

めるものであった︒この仏光寺も高田系に属す︒こうし

e
レインとして迎
谷へ進出して来た仏光寺では︑存覚を ブ

て自認していた︒真宗内部においても︑東国では︑常肢

た情勢の下︑覚如は長男存覚を義絶︑自ら再度留守職に

覚如五七歳︶の執筆にはじまるが︑それは長男の存覚を

の鹿島門徒︑下総の横曾根門徒︑下野の高田門徒が有力

就任し︑目立の本願寺への寺院化を計り︑留守職として

義絶し︵元亨二年︵一二一一三︶・覚如五三歳︶︑自ら再度

すな

によって大いに栄えて行ったが︑このことは︑親驚の教

な後継者に恵まれ︑それぞれ放線を拡張していた

の刻一憾の木命の地位を本願寺別当職にまで高め︑そのも

Q

わち︑鹿島門徒は奥州へ︑級品目根門徒は近江瓜生津門徒︑

とに諸国に散点する諸門弟を統合することによって︑村松

そののち木部門徒や大相

肝一川門花へと仲反して引き︑
fufM

えて教えの権威付がなされ︑その上で﹁名帳﹂﹁絵系図﹂

論

留守職に就任してから四年目のことである︒その頃は︑

った高田門徒は︑専修寺を中心に︑三河の和田門徒︑越

中でも︑かねてより覚如の大谷経営に対して批判的であ

上

如

本願寺中心主義

村

見

党如の行信論
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西・西山等に対抗する源空門下の一独立教団樹立を目指

を見いだせない︒

される︒何れにせよ私は︑そのような学びには全く意義

親鷲の教学に自己の救済を求めた無数の念仏者たちに

すこととなったのである︒﹃執持紗﹄を時矢とする﹃口
伝紗﹄︵六二歳︶﹃改邪妙﹄︵六八歳︶等の著作は︑こう

とっての共通の課題は︑親驚の教学に真に領くことであ

Q

これら一連の

した事情を背景として成されたのである

学に対する特異性を殊更に強調することにより︑真宗の

こと︑さらに︑親驚の教学の他流教学︑なかでも鎮西教

の統率を︑真宗外部に対しては︑源空からの相伝がある

執を改邪するというかたちで︑本願寺を中心とする門弟

ゆる﹁三代伝持﹂︑その如信からの口伝を根拠に邪義異

ある

そのため親驚の教えの特徴を端的に掴めるという利点が

と呼ばれる行動理念によって極めて対他的性格を呈し︑

のである︒殊に覚如の教学は︑いわゆる本願寺中心主義

って︑親驚の教学へのより一一層確かな歩みを与えられる

限りにおいて︑私たちは︑彼らの教学を尋ねることによ

った︒彼らの努力が︑親驚の教えの開顕に注がれている

立場の顕揚を目指したものと窺われる︒私は︑覚如の教

義深いと考えているし︑またそうした姿勢で臨まなけれ

著書は︑真宗内部に対しては︑源空｜親鴬如信のいわ

学の中心をなすご念治定仏恩称名﹂は︑鎮西義の大成

ば︑おそらくは覚如の真意に迫ることはできないとも考
ο

こうした私たちの学びの姿勢について︑今少

それゆえ私は︑覚如に親驚の教学を問うことは意

者であり︑時代的にも親驚︑覚如の頃に合致する良忠の

えている

られている︒

﹃蓮如上人御一代記聞書﹄に︑次の蓮如の言葉が伝え

し言及してみよう︒

Q

教学の﹁臨終来迎﹂に対抗して打ち出主れたものと考え

︒

ヲ
Q

ところで︑こうした覚如の教学には︑それが自己の行
動を正当化するという目的によって方向づけられており︑
それゆえ︑親驚の教えを歪めるものとの根強い非難があ

所の候をいかがとて︑兼縁︑前々住上人へ御目にか

けられ候へば︑仰られ候︒名人のせられ候物をば︑

前々住上人南殿にて存覚御作分の聖教ちと不審なる

が︑覚如の生きた時代粧︑置かれた環境︑その立場を考

そのま Lにて置ことなり︑これが名誉なりと仰られ

る︒このような非難に対しては︑一方では︑覚如の教え
慮することによヮて︑あたかも必要一取心的に辛うじて擁護
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ぬことをも開山のめされ侯やうに御沙汰候と仰られ

仰られ候︒我もしらぬことなり︑何事も何事もしら

され候︒是はいかゃうの子細にて候と申されければ︑

前々住上人へある人中され候︑閉山の御時のこと申

侯也︒

うべきであり︑その疑問からの問いかけには︑全力で答

ない︒私たちは︑常に教説に疑問点を見いだす努力を払

そうだからといって教説をそのまま鵜呑みにするのでは

うとすることの無意味さを思わずにはおれない︒しかし︑

にもかかわらず︑ それは差し置いて︑聖教に自己を問お

えて行かなければならない︒そして︑回答しきれない場

①

合は︑失を教説に負わせるのではなく︑自分の上に見る

候
︒
現代の学者のモラルからすれば︑この蓮如の教一不には
偏見を可能な限り排除し︑でき得る限り価値中立の立場

驚の教学の一端に触れてみたい︒

教学の﹁一念治定仏思称名﹂とを比較研究しながら︑親

それでは︑以下︑良忠の教学の﹁臨終来迎﹂と覚如の

べきであり︑さらなる聞法に励むべきなのである︒

に立ち︑客観的︑批判的に彼らの思想を分析して行き︑

首肯できないものがあろう︒親驚や祖師方への先入観︑

その上で彼らの教説が︑私たちの要求に耐え得るもので

迎

臨んで︑はたして教えを聞くことができるのかと言えば

親驚の学びの姿勢に反するごとき客観的な態度で教えに

がどこまでも主体的なる学びである以上︑あたかもその

也国
と説き︑﹃大経﹄の三信と﹃観経﹄の三心とは全く同じ

心者至誠心也信楽者深心也欲生我国者回向発願心

仏若不レ成ニ生因一者誓願レ不二成仏一也祖師観経釈云至

設我得仏十方衆生等者此願ニ生因一調三心具足称名念

テスジトセノ一一

それは大いに疑問である︒さらに︑そもそも私たちは教

②

えに対する全幅の信頼を寄せてかかればこそ︑聞こえる

とし︑その三心具足の称名念仏を往生の因とする︒

︐
−
︑
︐
−
ふfJJI

べきものが聞こえてくるのではなかろうか︒私は︑批判

し︑三心を必具すべきことは︑﹃散伝通記﹄の

良忠は︑﹃決疑妙﹄に第十八願文を掲げ︑

来

あると判断されるならば︑それなりの評価を与えるとい
う現代の科学的学問姿勢からすれば︑蓮如の教一不には当

終

の目の奥に潜む自己の倣慢性こそが問われるべきである

然同調できないものがある︒しかし反対に︑親驚の学び

臨
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r
eセ ヲ シ ハ ヲ ノ ナ リ ト ラ ン ハ

ノモフヲノそスノヲヲユル

也問型道修行亦請ニ仏加一浄土欣求行二白三業一而偏名

リスルヒ

有る計ド設不レ調レ心称﹂仏名一者往生直因上之輩嗣若無↓一

意如何答聖道行人先行二三学一為レ成二此行一而請二加

スヲ−一スニハタハトハクハキト⑥

力一故属ニ自力一浄土行人先信ニ仏力一為レ順二仏願一而

ス−一ノハツジヲユセンカ一一そ

ノJYスヲニセンカノヲモア

安心一非二本願念仏一何生二浄土一
の文より知ることができる︒また︑﹃玄伝通記﹄には

行ニ念仏一放属二他力一也白強他弱他強自弱

の文より明らかである︒良忠は︑白力とはみずからの身

ヲ︑ノナリユノモナリノ−一

衆生善行不レ出ニ定散一定散之外不レ可一一一別立一一弘願一
行二二輩散善今家定判故下輩行亦是要門於ニ行業上一

口意の三業に修める戒・定・慧の三学力︑他力とは仏の

本願力であると押さえ︑往生の困について︑他力に重点

ルハヲナり④

加ニ仏願力一即是弘願
と述べ︑称名念仏を要門散善に位置付け︑称名念仏の行

る限り︑このように全分他力往生を認めないのは当然の

の因を私たちの発す三心の上の称名念仏とする立場を採

を置く場合を慨して他力往生と言うと指摘するが︑往生

ヲトジテ

に加えられる仏願力を弘願とする︒すなわち︑
コトヲルニノヲへテヲシタマフ⑤

定散行以為二内因一仏本願力以為ニ外縁一因縁和合皆
得ニ往生一此乃行者造ニ往生国一仏願与レ力接引故也

ナフマジト思ヒ或ハ我申ス念仏ハ功積リ徳果リタレ

タトヒ念仏ヲ申ストモ或ハ念ノ意ヲ悟一フズハ往生カ

ことである︒もっとも︑﹃行者用意問答﹄の

なって往生することができるとするのである︒因みに︑

バ目出タキ念仏ナリ定テ人ノ念仏ニハ勝リタルラン

とし︑三心具足の称名念仏が因︑阿弥陀の本願力が縁と
﹁定散行以為ニ内因こと一市されるように︑諸行往生を許

ト思ヒテ仏力ノ不思議ヲパ信ゼヌ心根一一ナリタラン

ハ実三本願ニ違フベシト思フベシ唱フル度コトニ仏

ノヲ

以外の行は適わず︑三心具足の称名念仏のみが生因とな

すのがこの派の特徴であるが︑私たち凡夫には到底念仏
るとする︒ところで︑称名念仏を散善の行とし︑﹁行者

ハアラズ

ノ御力ヲ頼ム念仏ナレハ我方−一日出タキ事ノアルニ

ルエノヲ

造ニ往生因こと述べていることからも明らかであるよう
良忠が往生の因を︑私たちの努力を超えた全分他力と

ければならない︒しかし︑三心や称える行為自体には功

るのではなく︑仏の願力に功有りとする点には注目しな

の文より︑良忠が私たちの三心や称える行為に功を認め

⑦

に︑良忠は往生の困に私たちの努力の必要性を認める︒
認めないことは︑﹃決疑妙﹄の
トハノヲテトノヲテト

自力他力者自三学力名為一一自力一仏本願力名為二他力一
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ナフマジ﹂︑﹁我申ス念仏ハ功積リ徳累リタレバ目出タキ

は﹁タトヒ念仏ヲ申ストモ或ハ念ノ意ヲ悟ラズハ往生カ

は無いと強調するも︑一分でも自力を頼む限り︑やがて

だ問題は︑往生可能な最低限度の三心が明示されていな

失有りとすることは至って自然な考え方ではあるが︑た

ところで︑三心を私たちの発す心︑それゆえ浅深︑退

が︑私たちには根本的に何をもって偽らざる心︑深く信

い点にある︒最低限度の三心の相が具体的に一不されず︑

さて︑良忠は三心を︑往生のために偽らぎる心︵至誠

じる心︑所修の行業を回向せんとする心とするのか明確

念仏ナリ定テ人ノ念仏ニハ勝リタルラン﹂との慢心が生

心︶︑願力を深く信じる心︵深心︶︑所修の行業を回向す

ではないし︑三心が励む励まないという性質のものかど

しかもせっかく発しても退失するとなれば︑私たちはひ

る心︵回向発願心︶と押さえ︑称名念仏に先立つ心構え

うかも大いに疑問である︒そうなれば︑いよいよ決定往

じるのは︑人の常であろう︒この問題性は良忠自身認め

とするが︑私たちが発す心であるから︑人によって浅深

生の安堵の境地は霊告の感応によるか︑臨終来迎がなけ

たすら自己の能力範囲内で三心に励むしかない︒ところ

が生じるのは必然︑また油断すれば退失ずるのも当然で

れば得ることができないのである︒

るところである︒

ある︒この三心の浅深と退失に関しては︑﹃散伝通記﹄

何一品受法不同元由ニ心具一凡善悪心各有ニ九口問一

間定散九品所具三心有ニ浅深一乎答有也機有二上下一心

罪効果を有するからだとする︒この称名念仏による滅罪

業成説を採り︑称名念仏が往生の因となるのも︑高い滅

分の罪を消尽して初めて往生の業が成就するという滅罪

次いで︑称名念仏について窺ってみると︑良忠は︑自

今之三心何無ニ浅深一

業成説を採る限り必ず起きるのが︑一度の称名で充分で

に次の通り述べられてある︒

間三心有レ退耶答多分不退少分有レ退一一一口ニ不退一者若
テスヲクキニシエテヲ

ツナヲンノヨリルノナレニソノニ

有ニ勝機一発二二心一時仏願強牢仏光常照聖衆鎮護専

いう一念多念の問題である︒

νハ シ コ ト 一 一 一 一 ナ リ

あるのか︑それとも多くを励まなければならないのかと
ヲノナ

の称名念仏に滅罪の多少が有る理由として次の二義を挙

この問題に関しては︑良忠は﹃散伝通記﹄に︑下三品

払ニ退縁二世之行時節亦短少レ遇ニ退縁一是故不退
トノニシテストヲ円エラヘシ

言二有退一者此人軟根雄レ発ニ三心一若遇一一違縁一白有二
エナリソン⑧

退失一既是凡心何不レ退乎

覚如の行信論
5
1

以上で︑鎮西における臨終来迎重視の理由を理解する

ことができたが︑次に︑この臨終来迎に覚如がどのよう

ノシスルコトヲルナリノノニ

に対抗して行ったのかを考察してみよう︒

げている︒
一念仏功徳斉周応て波レ非加計ザ別但以三円山知人悪業
スルハノヲナヲテノノノニユム

日輸の他力いたらざるほどはわれと無明を破すとい

はる L事﹂と題し︑

﹃口伝鈴﹄第三条は﹁無碍の光曜によりて無明の闇夜

一念治定仏思称名

有ニ其多少一
ヲγテ ナ 一 フ ⑤

人忽ニ仏名号一駿ニ復不v殊由一一念仏心至誠差別一故令二
滅罪多少不同一
前義は︑一念仏の滅非効果には差異はなく︑減非に多
これでは称名念仏の滅罪効果には限界があることになり︑

ふことあるべからず︑無明を破せずばまた出離その

少が生じるのは我々の罪に多少があるからだとするが︑
全衆生を往生させることはできないことになる︒しかし︑

きり結論付けておらず︑そのため門下に大論争が惹起し︑

である︒実は一念多念の問題に関しては︑良忠自身はづ

ゆえ凡夫はひたすら称名念仏に励まなければならないの

見解を導入することによってその問題は解決ぎれ︑それ

あるのではなく︑全く私たちの至誠心の強弱によるとの

げにこそなれ決して役には立たない︒それゆえ︑私たち

なす︒自己を深く省察すれば︑私たちの力など往生の妨

の文は︑覚如の教学を如実に物語るもので︑その根底を

も出されるが︑﹁日いで Lのち夜あく﹂に象徴されるこ

と日輪の警えを出す︒同趣意の文は﹃執持紗﹄第四条に

期あるべからず︒他力をもて錦町田を破するがゆへに
日いで Lのち夜あくといふなり

後義の︑称名念仏の滅見効果の不同は︑念仏それ自体に

六派分裂の主原因となったのである︒ところで︑いかに

ところで︑全分他力往生が成立するためには︑往生が

の往生は全分他力によってのみ可能であるとするのであ

成就するための条件を︑匙一かなりとも私たちの上に求め

称名念仏に励もうとも生きている限り造罪するのである
の一声をよほど上手く称えなければ︑最後の称名から息

る︒この点が決定的に良忠教学と異なる︒

を引き取るまでの聞の罪が残り︑その罪はやはり臨終来

ることはできない︒良忠の教学のように︑私たちの発す

から︑臨終の一声を倹たなければならず︑しかも︑最後

迎によらなければ消滅することができないことになる︒
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念をもて他力の安心とおぼしめさる Lゆへなり

りてはまた願成就をもて至極とす︒信心歓喜乃至一

︒

は︑全分他力往生が認められないのは当然であるが︑覚

三心と︑その三心から称える念仏を往生の因とする場合

キテノヲセンコトセン戸

とあり︑覚如が︑第十八願成就文

諸有衆生︑聞コ其名号づ信心歓喜︑乃至一念︒至心

如が︑阿弥陀如来より信心を賜るとき往生が治定すると
言うも︑その信が疑に相対する信であるならば︑やはり

回向︒願レ生二彼国づ即得二往生﹁住二不退転吋

おうとも︑そのことによって私たちの往生の成就が左右

理論の基礎を置いたことがわかる︒この第十八願成就文

の中︑特に﹁信心歓喜︑乃至一念﹂の句に決定往生の

センコトセン

されてはならない︒つまり︑往生のための因は全く私た

のご念﹂を覚如は他力の信心と押さえ︑疑心に相対す

クトトヲパ﹁泣一＝

νソ ト ニ チ ヲ セ ン ユ

良忠の場合と同様他力往生は成立しない︒全分他力往生

唯除二五逆誹諸正法吋

セジメタマヘリゼミ

が成立するためには︑たとえ阿弥陀如来による救済を疑

ちを超越しているのである︒そしてこの絶対信とでも一言

る信心ではないことを︑﹃最要紗﹄には成就文を挙げ︑

この信心をば︑まことのこ Lろとよむうへは︑凡夫

うべき信︑この場合の絶対も相対に相対する絶対ではな
く︑相対を超越した絶対︑次一万の異なる絶対であるが︑

の迷心にあらず︑またく仏心なり︒この仏心を凡夫

⑭

⑬

その信によって往生が成就することは︑私たちにとって

にさやつけたまふとき︑信心といはる Lなり

⑮

いま報土得生の機にあたへまします仏智の一念はす

﹃改邪紗﹄には

一念無上の仏智をもて凡夫往生の極促とし

と︑信心を仏心と表し︑また﹃口伝妙﹄には

は不可称・不可説・不可思議としか言いようがないので
ある︒
それでは︑具体的に覚如の著作を通して︑ ﹁一念治定
仏恩称名﹂について窺ってみよう︒
﹃改邪妙﹄第十一条には
さきとしまします︒それについて三経の安心あり︒

念に即得往生すること︑すなわち︑臨終を倹たず平生の

と︑仏智と表現し強調する︒さらに︑この他力の信の一

なはち仏国なり

そのなかに﹃大経﹄をもて真実とせらる︒﹃大経﹄

一念に往生治定することを︑例えば﹃改邪紗﹄には

しかるにわが大師聖人このゆへをもて他力の安心を

のなかには第十八の願をもて本とす︒十八の願にと

覚如の行 f
言論
5
3

⑮

凡夫往生の得否は乃至一念発起の時分なり

νハ ノ ヲ ニ ノ ト キ ル ユ グ ユ グ テ
ス

ノミナヲツトイへリスノヲ⑮

憶コ念弥陀仏本願一白然即時入ニ必定一唯能常称：如

来号二応コ一報二大悲弘誓思一

ところで︑この報思のための称名を︑覚如は信心に催

の文に求めていることがわかる︒

れば自然と多念におよぶ道理をあかせり︒されば平

された︑あるいは︑他力催促の称名と表現している︒こ

一念をもて往生治定の時刻とさだめて︑いのちのぶ

﹃口伝紗﹄には

生のとき一念往生治定のうへの仏恩報謝の多念の称

うした称名の県解は︑﹃改邪紗﹄の

⑫

他力の安心叫りもよほされて仏恩報謝の起行・作業
はせらるべき

名とならふところ︑文証・道理顕然なり
と明示している︒
ついで問題となるのが︑称名念仏の取り扱いである︒
仏を必要とはしない︒ところが︑信心開発のためには

たてまつるべしと︒平生に善知識のおしへをうけて

た戸よく如来のみなを称して大悲弘誓の恩をむくひ

の文︑﹃口伝紗﹄の

﹁聞其名号﹂の﹁名号﹂は不可欠とする︒このため覚如

覚如の理論からすれば︑往生治定のためには全く称名念

は﹁名号﹂と﹁称名﹂とを極めて正確に使い分け︑両者

みなん機は︑ふた Lび臨終の時分に往益をまつべき

信心開発するきざみ︑正定緊のくらゐに住すとたの

治定いただいた仏の恩に報いるためのものとする︒仏思

名﹂について窺ってみたが︑良忠のように︑往生のため

以上︑良忠の﹁臨終来迎﹂と覚如の﹁一念治定仏恩称

救済の現実

の文に一亦されてある︒

大行たるべき条︑文にありて顕然也

＠

にあらず︒そののちの称名は仏思報謝の他力催促の

の意味を含む﹁念仏﹂という暖昧な表現はできる限り採
らない︒そして﹁名号﹂は︑﹃執持紗﹄には
⑬

安養往生の業因たる名号の宝珠
﹃口伝紗﹄には
報土往生の真因たる名号の蜘

称名の典拠は﹃最要紗﹄や﹃本願妙﹄をみると︑﹃正信

の因を一分でも私たちの努力の上に求めるならば︑自分

と︑信心と同様に使用している︒一方﹁称名﹂は︑往生

偏﹄の

四
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身に阿弥陀如来の不思議な力を信じ込ませでもしない限

は仏によって成就されるのであると言われても︑自分自

生のための因を全く私たちの努力の上に認めない︑それ

がらこの一生を送るのである︒一方︑覚如のように︑往

の可能性に望みをかけることによって︑安らぎを感じな

忠自身の認めるところであろう︒私たちは︑将来の救い

ことは︑臨終来迎を往生のための不可欠の条件とする良

では往生が定まったという安堵感をもつことができない

の現実の有り様を省みる者にとって︑この生が終わるま

を乗り切ろうとするが︑覚如は︑今現在の身の事実に生

とする︒良忠は︑順次の往生への希望を心に抱いて現生

れようとするが︑覚如は︑自己の罪を知って救われよう

あると一言うのであろう︒良忠は︑自己の罪を滅して救わ

することである︒そして︑この納得こそが真の安堵感で

ることはできないのであるということが自分の中で決定

まるとは︑私たちは︑自分の力ではいかにしても往生す

とは︑この領きでなければならないのである︒往生が定

自己暗示というような質のものではないことは明らかで

はできないであろう︒しかし︑覚如の場合の安堵感とは︑

の自分を見れば一目瞭然である︒救われつつある現実と

りを聞いたのだということではあり得ないことは︑現前

値しないであろう︒その確かな救いの現実とは︑もう悟

っきりと証しされていなければ︑それは救いとは呼ぶに

そもそも︑私たちの救いとは︑今の自分自身の上には

きる力を感じているのである︒

ある︒ならば︑はたして覚如の言う︑往生が定まるとい

り︑やはり決して私たちは往生治定の安堵感を得ること

うことはどういう状態に置かれることで︑そのことによ

は︑その救いに対していかに異議を唱えようとも覆すこ

い事実となるものでなければならない︒それは︑決して

って︑私たちはどのような安培感を得るというのであろ

救われることのない自己に目覚めることの他にはないで

とのできないもの︑否︑異議によってますます動かし難

往生の困が私たちを超越していることに納得できると

い
つ
か
︒
いうことに関して確実に言えることは︑私たちのいかな

中めろ

うことが︑私たちの動かしがたい事実であると自身に︑深

他力催促だと表現する点について一言したい︒ 報思とは︑

︒
つ
最後に︑覚如が︑報恩の称名を信心の催し︑ 山ゆるいは

h

る努力によっても往生を遂げることは不可能であるとい
く領いているということであろう︒覚如の言う往生治定

覚如の行信論
5
5

それは私たちの感情にもとづいた︑私たち自身から退る

Q

しかし︑覚如は︑その報思を信心の催し︑地

ものであり︑さもなければ本来それは報恩とは呼べない
であろう
力催促だとするのである︒このことは︑他力の信心によ
り︑救済の現実に直面した者には︑報恩感情が必然する
ことをこのように表現したと一言ってしまえばそれまでか
た覚如からは︑それ以上のものを感じる︒すなわち︑こ

もしれないが︑私には︑徹底した白己省察の立場に立っ
の表現は︑私たちには決して報恩感情など起こり得ない
ことを表すものであり︑同時に︑真宗における救いの現
実が︑思を感じる感じない等私たちの感情のレベルを超
えていることを指摘するものではなかろうか︒真宗にお
いて求められる救いの現実とは︑精神的安らぎではない︒
もちろん結果として安らぎは与えられるのかもしれない
が︑それが目的ではないのである︒この︑真宗の救いの
現実は︑精神の安らぎを求めるものではないとの教示に︑
なるほど︑煩悩をなだめてみても仕方がないのだと︑た
だただ領くばかりである︒
註

①﹃聖全﹄＝了五七O頁
︒
②﹃浄全﹄七・二三五頁︒

d

同右二・一一一七九貞︒
同布一二九頁︒
同右一二八頁︒
同右七・二O九頁
同右一 0 ・
七O五頁︒
同右二・一二九六頁︒
同右四二六頁︒
﹃聖全﹄三・五頁︒
同右七五頁︒
同右一・二四頁︒
同右三・五O頁
︒
同右三六頁︒
同右八＝一頁︒
同右七九頁︒
同右コ一四頁︒

﹁聖全﹄コ了七五頁︒
同右二八頁︒

同右四二頁︒
同右四頁︒
﹃親全﹄一・八八頁︒

⑫＠⑧⑬⑬⑫⑮⑮⑬⑬⑫⑨⑬③③⑦⑤⑤④③
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鷺

種田向観

｜ ｜ 住 不 退 転 の 根 拠 と し て の ﹁如来﹂ の 二 種 目 向 ｜ ｜

親驚がその畢生の著作︑﹃顕浄土真実教行証文類﹄︵以
下﹁教行信証﹄︶において展開した真宗開顕︑浄土真宗の
開顕という教学的営為は︑
4

︵

議按ニ浄土真宗一有 一二種目向一一者・往相・二者

L

を明らかにして

いきたいと願う者であるが︑この文の説く二種目向その

一的見解はなく︑さまざまな見解が提出され︑まさに百

ものをどう理解するかに関しては︑未だ定説と呼べる統
家争鳴の観がある︒

今その一々を検討することはしないが︑諸師の見解を

概括すると︑一応は︑如来の本願力回向によって行者の

往生浄土︵往相︶・還来械国度人天︵還相︶の二相が成

就する︑という基本的了解が定着しており︑それに立っ

戸期宗学における

このような基本的了解の成立する歴史的背景には︑江

されているのである︒

待されるものでなければならない︑といった論争が展開

た上で︑還相の衆生利益を︑現生の信心獲得において開
の伝統的呼称に代表

という﹁教巻﹂努頭の文に象徴されるような︑﹁往還二
この一文に付けられた﹁真宗大綱

した本願の仏道︑すなわち﹁浄土真宗

私は︑この往還二種回向の考究を通して︑親驚が開顕

されるように︑広く衆目の一致するところである︒

L

始されるものである︑いやあくまで往生の後の来生に期

I 九頁︶

儲i
種目向﹂の開顕を中核とするものであり︑このことは︑

・還相就ニ往相回向一有ニ真実教行信証一

弘

の

祖師伝承の二種目向観

親

親鴛の二種目l
匂観
5
7

Q

衆生の方にあるこ

回向と云ふは如来の方から施与し給ふが回向なり︒

Q

往生浄土のことで︒裟婆に於

︵中略︶また往相還相と一五ふは
となり︒住相の往は

Q

還来械国の義なり︒浄

いて信心をえて︒浄土に往生して浬繋をさとる迄が
往相なり︒また還相の還は

述表現︑例えば︑
五濁悪世にかへりては

安楽浄土にいたるひと

釈迦牟尼仏のごとくにて

利益有情はきはもなし

︵﹁浄土和讃﹄ E ・和讃篇一六頁︶

なり︒︵中略︶その還相も往相も︒凡夫自力の企て

土から械土にたちかへり︒あらゆる衆生を済度する

無上浬繋を証してぞ

これを回向となづけたり

といった往生浄土の後の還一相という表現に起因するので

︵﹃高僧和讃﹄同右八五頁︶

すなはち大悲をおこすなり

願士にいたればすみやかに

Q

は少しもなく︒みな如来の方からの回向ぢやといふ
ことで︒往相田向還相回向と云ふ
︵香月院深励﹃教行信↓証講義﹄・
﹁教行信一証講義集成﹄ I｜二四三1 四頁︶

といった二種回向領解がある︒そしてその領解は︑

しかし私は︑このような表現は親驚が祖師︑例えば曇

ある︒

外のなにものでもない﹂といった不可触かつ無意識の前

門と︑その果である浄土の菩薩の園林遊戯地門といった

なわち行者︵﹁善男子善女人﹂︶の往生の行としての回向

驚の﹃浄土論註﹄に見られる五念門の回向門の二相︑す

現実に︑衆生が自らを利することを表現する際には即

回向理解を継承して語った︑言わば伝承の二種田向観で

一五何回向︑不レ拾二切苦悩衆生﹁心常作願︑回向

スルズシテノヲユニ

曇驚は﹃論註﹄﹁起観生信章﹂の第五回向門において︑

Q

﹁往相﹂をもって語り︑他を利することを表現する際に

はないかと考える

しかしそのような宗学の領解も︑遡れば親驚自身の著

判に混同する用例は枚挙に暇がない︒

は即﹁還相﹂と語って︑往相と自利︑還相と利他を無批

400

提として︑現代の親驚研究の上でも機能しているのであ

種田向とは衆生の往還二相を示す命題であって︑それ以

一
→l

5
8

の道場としての浄土であり︑その還相利他の行も︑まさ

ツテエタマへルガコトヲヲニトュリノ

為レ首得三成ニ就大悲心一故︒回向有司一二種相吋

しく菩薩の本弘誓願︑殊に﹁衆生無辺誓願宣﹂の満足の

νガ ヲ シ テ

ためにあるのである︒

ユジテエセシメムトナリノノ

ナリテ

一者往相︑二者還相︒往相者︑以ニ己功徳一回一一施

スルコトヲシテノニシテヲ一一

それ故に︑それを承けた法然もまた︑

一切衆生﹁作願共手主彼阿弥陀如来安楽浄
品ノユテテ

土づ還相者︑生一一彼土一己︑得ニ蓉摩他毘婆本一口那方

Vド 毛 田 一

一ニ菩提心者︑菩提即是仏果之名︑心是衆生能求

J

h 即以二此心一名一一菩提心一也︒

γト ︑ ︑ ヲ ノ ヲ タ ト

︵以上傍点筆者・同右四四二頁︶

入二生死﹁遍度中衆生

テ︑︑ニ︑夕︑

欲下白先生二浄土﹁満ニ足菩薩大悲願行﹁而後還

︑ス︑ラ︑︐ノ︑︐ノテ︑︑一一︑︑〆︑︑ノ︑︑︑︑ヲ︑︑︑テ

然就二菩提心﹁諸宗所立亦各不同︒︵中略︶但導師意︑

＝テエノナリシノ

ナリ

之 心 也 ︒ ︵ ﹃ 漢 語 燈 録 ﹂ 同 右W 四四O頁

衆生﹁断二切煩悩﹁悟ニ一切法門﹁証中無上菩提ム

ジノヲノヲセソトヲ

ノハ︑スル︑︑︑ツテ︑︑−一︑︑

ナりユノミレ

便力成就﹁回↓コ人生死調林﹁教ニ化一切衆生づ共

之心︒然諸宗意各是不レ同︑而皆願行倶在二比土↓

ヲノタマへリ

ムカヘジムルナリユハハメナリテヲガ

向二仏道寸若往若還︑皆為下抜一一衆生一渡申生死

今浄土宗菩提心者︑欲下先住一一生浄土﹁而度二切

一
一
一
六1七頁︶
︵真宗聖教全書Ii一

ν

海れ足技一一高二﹁回向為首得成就大悲心故﹂吋

タジテノヲツテエタマへレガ

と説いている︒ このような往還二回向了解の背景には︑
裏求其本釈に
a

菩薩如レ日必修二五念門行﹁自利利他︑速得 一一戎ニ
シタマへルコトヲヲ一一トニハク

就阿持多羅三貌三菩提一故︒︵中略︶﹃論﹄言︒
ジテノヲノスルヲヘナリ一一マコトニルニノヲ

修二五円行づ以二自利利他成就一故︒然襲求コ其本一

として︑浄土の菩薩行の一貫としての還相利他を説いて
ルガノニへナリ

阿弥陀如来為↓一増上縁寸︵中略︶凡是生ニ彼浄土一及彼

いるのである︒

胎して︑如来の本願力団向に由った未来の自在教化の実

︵同右三四六1七頁︶
と︑一二願的証をもって語ったように︑自利利他の円満成

現という課題を説いたものが︑通念として従来環解され

そのような祖師伝承の往還二回向観︑浄土観を換骨奪

菩薩人天所起諸行皆縁コ阿必陀如来本願力一故︒

就という大乗菩薩道の課題を︑如来の本願力を噌上縁と

てきた親驚の二種回向観ではないだろうか︒

たこのようなこ種回向観とは別の二種田向観が存在する

しかし私は親驚の二額回向観には︑従来期比解されてき

した五念五功徳門の成就において応えようとした曇驚の
教学的課題があ↑る︒
そして︑ このような了解の背景にあるものは︑菩薩行

親驚の二種田向観
5
9

テノヲジタマヘリ

が五心釈で︑

如来以二清浄真心日成寸就円融無碍不可思議不可称

︑
︑
のではないかと考える︒言わば伝戊に対する己一証の二穂
日向鋭︑ある別の課題に応えるための︑独自の内容を持

不可説五十一徳一以二如来至心一回斗施諸有一切煩悩

︵
Il一一七頁︶

真実功徳相といふは︑真実功徳は誓願の酋守号なり︒

と語り︑ また﹃尊号真像銘文﹄で︑

雑一斯至心則是至徳尊号為二其体一也︑

コトノハノヲセルノト

悪業邪智群生海一則是彰ニ利他真心一故疑蓋無ユ

ノ三ア一一ハスノヲユシ

つた二種目向観が展開されているのではなかろうか︒
親鷺己証の二種目向観
回向に二種の相あり

﹁本願︑の欲生心成就の文﹂︑
シタマへリハ

相はかたちといふことば也︒︵ E ・和文篇八八頁︶

ヲテノノ一一マ

是以木願欲生心成就文﹃経﹄一言至心回向願一一一

i 一二八頁︶

と説いた︑如来因位の永劫修行によって成就する﹁至徳

正法店︵

に続いて引かれる﹃論註﹄の往還二回向の文に見ること
ができる︒
親驚はこの﹃大経﹄の本願成就の文の﹁至心回向﹂を︑
﹁至心回向﹂といふは︑至心は︑真実といふことば

﹃一念多念文意﹄に︑
なり︑真実は阿弥陀如来の御こ Lろなり︒回向は︑

E ・和文篇一二七頁︶

本願の名号をもて十方の衆生にあたへたまふ御のり
なり︒︵
と注釈している︒
如来が十方の衆生に与えたまう本願の名号とは︑親驚

Z

という鮮烈かつ端的な自覚の体験︑すなわち回心機悔を

︵﹃尊号真像銘文﹄E・和文篇七回頁︶

なし︑濁悪邪見のゆへなり︒

煩悩具足の衆生はもとより真実の心なし︑清浄の心

︵至心釈 I 一一六l七頁︶

汚染無二清浄心↓虚仮諸偽無二真実心一

四一シテシノエシテ

一切群生海・自ニ従無始一己来乃至今日歪ニ今時一械悪

ヨリタマテ

この如来の真実心との値遇が︑

れるのが如来の至心なる願心︑すなわち真実心である︒

この本願の名号という回向の法において衆生に団施さ

の尊号﹂︑すなわち真実功徳の名号である︒

生二彼国一即得二往生一住二不退転一唯除二五逆誹詩

ρク

私はその親驚己証の二種回向観を︑ ﹁信巻﹂ 欲生釈の

1

60

生むのである︒

よって︑如来の大悲心を成就しようとする願心であるか
らである︒

願心の大悲性を回向という具体性をもって実現しよう

このような体験を通して獲得されたものが︑一如来の
本願真実にましますを︑ふたご Lろなくふかく信じてう

とした願心であるが故に︑欲生は﹁大悲回向之心﹂︵字

このように﹁至心回向﹂の文は︑衆生の信心獲得の根

③

たがはざ﹂る﹁信楽﹂︑如来の真実心に値遇し︑如来の

①

大悲の願心の真実を疑いなく自証した信心である︒

訓釈︶と転釈されねばならないのである︒

元としての如来の至心︵果相︶・欲生︵因相︶の願心を

このような至心信楽の願心との値遇︑真実信心の獲得
に立つての内観推究によって発見されたものが︑﹁本願

象徴するものであるが︑この﹁至心回向﹂を承けて展開

﹂こにおいて親紫は︑往還二相を衆生の往還二相とし

である︒

回向為首得成就大悲心故一山山
︵傍点筆ガ自・l一二八1九頁︶

するのが﹃論註﹄の文︑
シタマヘルスシテテノ
﹃浄土論﹄臼云何回向不三捨二切苦悩衆
ユ
タ
マ
へ
ル
カ
テ︑ト︑︑︑コトヲ
ヲニ一一スヲ夕︑︑ヲ︑ γ
生一心常作願回向為二首一得フ一成ニ就大悲
︑ヲ︑一一トノタマへリ︑︑ニ︑ ︐
u ︑︑ノ︑ユハユ
心一故凶向有二二種相一一者往相二者還
ナリハテオノレカヲシタマヒテエ
相往相者以二己功徳一回一一施一切衆生一作
シテユセシメタマフナリノノユ
願共往・一生彼阿弥陀如来安楽浄土一還相者
シノエハリテテスルコトヲ
生ニ彼土一己得二待摩他毘婆舎部方便力成就﹂凶ニ
シテノユジテヲニへシメタマフナリエ
入生死澗林一教二化一切衆生﹂共向ニ仏道一若
一一トノタマへリテヲセムカヲコノユノタマへリト
往若選皆為下抜一一衆生一渡中生死海ム是故召一口二

の欲生心﹂︑すなわち回向心である︒

︵
Il一二七頁︶

欲生心とは︑
ユトツタマフノヲナリ
次言ニ欲生一者則・是・如来招ニ喚諸有群生一之勅命

②

とあるように︑﹁他力の至心信楽のこ Lろをもて安楽浄
土にむまれむとおもへ﹂という︑衆生を招喚する願心で
あるが︑その欲生が回向心と抑えられるのは︑
一一ジテノヲマフシノヲキ
是故如来衿ニ哀一切苦悩群生海一行ニ菩薩行一時
ノモヲツテトタマへルカコトヲ
三業所修乃至一念一利那・回向心為二首一得一手成ニ就
ヲユテノヲグタマヘリニ
大悲心一故以二利他真実欲生心一回ニ施諸有海一
ナリレチナルカニシコト
欲生即是回向心斯則大悲心故疑蓋無ニ雑一
︵I一一一七 J八頁︶
とあるように︑回向という具体的方法︑すなわち本願の
名号に自己を︑招喚の勅命を回向表現するという方法に

親驚の二種回向観
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1

向なり︒このこ Lろは一生補処の大願にあらわれた

仏﹁他方仏土諸菩薩衆︑来二生我国づ究寛必至二生

てではなく︑如来の本願力目向白体の二・巾として抑えて

補処づ除主其本願自在所化︑為ニ衆生一故︑被二弘誓

り︒大慈大悲誓願は﹃大経﹄にのたまはく︑﹁設我得二

おのれの永劫修行の功徳を衆生に回施する如来凶向の

鎧﹁積ニ累徳本﹁度コ脱一切﹁遊二諸仏国﹁修ニ菩薩行﹁

いるのである︒

える相の回向︑すなわち衆生を往生の一道に立たしめる

往相とは︑先程来論述してきた︑衆生を往生せしめたま

それに対して︑生死の桐林に回入して衆生を教化する

なれば︑自利・利他ともに行者の願楽にあらず︑法

還相回向の御ちかひなり︒これは他力の還相の回向

徳寸若不ニ爾一者︑不二取二正覚吋﹂文これは如来の

供一養十方議仏如来づ開ニ化恒沙無量衆生﹁使下立？鉱山

回向の還相とは︑如来白らが応化身として還来械国した

本願の名号としての回向表現︑言い換えるならば︑衆生

まえる相の回向︑すなわち衆生を教化し︑本願の名号を

︶
蔵菩薩の誓願なり︒︵E・和文篇一一一九J二O頁

上正真道幻超ニ出常倫一諸地之行現前︑修ニ習普賢之

与えて仏道に立たしめる︑実在の宗教的人格としての如

と説いて︑この﹁出第五門﹂を︑如来の本願力の回向表

の本願の行信における如来の日己実現である︒

来の自己表現である︒このことは︑続いて引かれる﹁出

現としての応化身を示現する︑法蔵菩薩の出第五門と了
解している︒

第五門﹂の文︑
テヲジテ

又﹃論﹄日出第五門者以ニ大慈悲一観ニ察一

この文から︑﹁出第五門﹂の菩薩︑還来械国する一生

ノヲシテノヲシテノソノノノエ

︒
ゑ
ヲG

自身の還相の願心の具体的表現として仰がれているので

ここにおいて︑七祖に代表される浄土の祖師は︑如来

御ちかひ﹂であることが知られるのである︒

薩が自身の還相回向を誓った誓願︑﹁如来の還相回向の

切苦悩衆生一一子一応化身一回一一入生死薗煩悩林中一

Il一一一九J三O頁
︶

補処の菩薩とは因位法蔵であり︑第二十二願は︑法蔵菩

シユルエノノヲニヲ

i4

遊ニ戯神通一至コ教化地一以二本願力団向一故是
クトノタマへ 9ト ト

名ニ出第五門主︵
から知られるのである︒

親驚は︑﹃如来二種目向文﹄に︑
一一︑還相回向といふは︑﹃浄土論﹄目︒﹁以二本願力
回向一故三︑是名ニ出第五門こと︑これはこれ還相の回

62

そして︑ これら往還二相の如来の回向表現によって衆
生は信心を獲得するのである︑と親驚は説いている︒

この一如宝海よりかたちをあらわして︑法蔵菩薩と

なのりたまひて︑無碍のちかひをおこしたまふをた

ねとして︑阿弥陀仏となりたまふがゆへに︑報身如

てまつれるなり︒ この如来を南無不可思議光仏とも

来とまふすなり︒これを尽十方無碍光仏となづけた

弥陀の回向成就して
これらの回向によりてこそ

まふナなり︒

往相還相ふたつなり
心行ともにえしむなれ

において発遺・招喚と抑えられた衆生の獲信の契機を︑

が︑如来の本願力団向の二相なのである︒善導の二河皆目

回心体験の根源を推究して発見された獲信の二つの契機

のが回心︑すなわち信心獲得の体験であり︑換壬一目すれば︑

とあるように︑これらの回向によって衆生に成り立つも

ましまさ﹂ぬ一如法性よりかたちをあらわして︑衆生の

といった文に示されるように︑﹁いろもなし︑かたちも

尽十方無碍光仏とまふすひかりにて︑
︵﹃唯信紗文意﹄E・和文篇｜一七一 1 二頁︶

徴塵世界に無碍の智慧光をはなたしめたまふゆへに

この報身より応・化等の無量無数の身をあらはして︑

︵﹁一念多念文意﹄ E ・和文篇一四五 J 六頁︶

曇驚の教説を媒介として親驚は︑まさしく如来の二種田

一念帰命の信に成就した報身如来としての﹁南無阿弥陀

︵傍点筆者・﹃高僧和讃﹄E・和讃篇l九三頁︶

向に根源化したのであり︑それが親鷲における己証の二

i 九一主主

たかひて︑きたるともかへるともまふすとみへてさ

なり︑さとりをひらきてはかへるとまふす︒ときにし

J

米の忠 山いい衆生利誌のためにはきたるとまふす︑方便

刊柑矯は︑この如来の﹁来﹂の字に二義を立てる︒

説かれているのではなかろうか︒

数の身としての師仏善知識として︑さらに根源化されて

仏﹂の名号︑報身の弥陀よりあらわれた応化等の無量無

77

種回向観である︑と私は考える︒
如より来生す

の文︑あるいは︑

也︑︵

然者弥陀如来従ニ如一来生一子現報応化種

ジテシメシシタマフノヲ

そしてこの如来回向の二相は︑﹁証巻﹂冒頭の︑

2

車自費替の二種田向観
6
3

来はかへるといふ︑きたらしむといふ︑法性のみや

ふらふ︑︵﹃親驚聖人御消息集﹂ E ・書簡篇l 一五七頁︶
釈の︑

生が一如法性にかえることを明らかにしたものが︑御自

ノ−一ルナリカス一一スルカニ一一

即時入ニ大乗正定緊之数一住二正定衆一故必至ニ滅

然煩悩成就凡夫生死罪掲群前獲ニ住相回向心行一

Q

法

こへむかへゐてきたらしめ︑かへらしむといふ

度一︵

生を一如法性へかえらしむる︵如去︶という︑無上浬繋

二義は︑一如法性より裟婆世界にきたり︵如来︶て︑衆

﹁従如来生﹂の文を承けて︑親驚は﹁還相回向釈﹂に︑

したものが︑この﹁従如来生﹂の文である︒私は︑この

すなわち一如法性から裟婆世界にきたることを明らかに

それに対して︑衆生の行信の根拠である如来の一不現︑

生の仏道を顕らかにする﹁真実証釈﹂である︒

の一文であり︑さらにそれを承けて展開する︑難思議往

i 一九五頁︶

性のみやこより衆生利益のために︑この裟婆界にき
たるゆへに来をきたるといふなり︑法性のさとりを
ひらくゆへに来をかへるといふなり︒
︵﹃唯信紗文意﹄E・和文篇｜一六四頁︶

の力用の二方向性を一不すものである︒親鷲において真実

と説かれるような︑﹁きたる﹂と﹁かえる﹂の﹁来﹂の

証︑無上浬繋とは︑実体的な仏果として期待される未来

の兆載永劫修行の内景を展開していくのではないか︑と

二種の相の回向によって自己を表現するに至る因位法蔵
考える︒

﹁還相回向釈﹂の語る﹁利他教化地﹂の菩薩が因位法

法蔵菩薩の永劫修行

の境涯ではなく︑このようなきたり︵従如来生︶てかえ
らしむ︵必至滅度︶る﹁来﹂の力用として︑信心におい
て現実に体験されるものなのであろう︒
このように考えると︑﹁証巻﹂は︑本願の行信という

者摩他毘婆合那広略修行成就柔軟

ヅテ

蔵菩薩である︑と親驚は明記していない︒しかし︑﹃論

如二是一菩薩

その体験によって聞かれていく仏道の意味とを明らかに

を
︑

註﹄﹁善巧摂化章﹂の菩薩の広略修行・巧方便回向成就

信に聞かれる必至滅度の仏道︑大般裡架道︑すなわち衆

今この視点をもって﹁証巻﹂を概観すると︑衆生の行

したものであると言える︒

体験︑すなわち獲信体験に立って︑その体験の根拠と︑

3
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υ
︑

︵

Il二O七頁︶

と説かれるような︑任運無功用の自在教化を行じる主体

となる︑と説いているのである︒

それ故︑﹁利行満足章﹂に修行の果徳として説かれる

如ニ実一知二広略諸法一
キノシタマヘリトノタマへリ
如ニ是一成ニ就巧方便回向一
何者菩薩巧方便回向菩薩巧方便回向者謂説二礼

出興したまう︵出︶法蔵菩醸の入出二門を一不すものと了

一
一
一
一
二 J四頁︶
I｜

一
一O頁
︶
li二

菩薩己成二智慧心一成二方便心無障心一

以二本願力団向一故利他行成就応ニ知一
ノトキジヲノヲタテタマヒキノヲ
無碍光仏困地時兎二斯弘誓一建二此願一

解ずべきであり︑つ証巻﹂明一一相回向釈は︑
ジテノヲノシタマへ
uy
菩薦入ゴ出五種門一白利利他行成就
ニ一一ジタマへリノヲ
不可思議兆載劫漸次成ゴ就五種門一
オカテスルトトトトトトトナリ
何等名為ニ五念門一礼讃作願観察回︵中略︶
ヱシタマフノヲノトイフハ
第五成ニ就出功徳一菩薩出第五門者
γ
イ
カ
シ
ガ
タマプ一一ツタマヒキザ νハステタマハノヲ
云何回向心作願不三捨苦悩一切衆一
ヲジテトエタマへルガスルコトヲヲニ︑シタマフ︑︑ヲ
回向為コ首一得一一一成二就大悲心一故施ニ功徳一
ジ︑ノ︑一戸︑テ︑︑−一︑ェ︑︑︑︑︑
生二彼土一巳速疾得コ奪摩他見婆舎那
ヲ︑テ︑テ︑︑︑︑︑︑四一
巧方便力成就一己入二生死園煩悩林一
シメシ︑︑︑ヲ︑テ︑︑ェ︑テ︑︑︑−一︑シタマフ︑︑ヲ
一子一応化身一遊二神通↓至二教化地一利一一群生一
ヲナゾタトルナリユ
即是名二出第五門一入ニ園林遊戯地門一

五功徳門とは︑衆生を浄土に生ぜしめ︵入︶︑自ら世に

拝等五種修行一所集一切功徳善根不三求ニ自身住
ヲオホスカムトノヲユシテツテ
持之楽一欲三抜一二切衆生苦一故作願摂ニ取一切
使回向成就ム︵

衆生一共同生二彼安楽仏国一是名下菩薩巧方
凡釈二回向名義一謂以二己所集一切功徳一施コ与一
一
一
へ
シ
メ
タ
マ
フ
ナ
リ
ト
切衆生一共向二仏道一︵
I 一一一五頁︶
と読んでいることから見て︑曇驚の﹃論註﹄本文におい
ては浄土の菩薩の往生行であった五念門を︑親驚はここ
で因位法蔵の行として捉え直しているのである︒

出没自在也︑︵

また﹁願事成就章﹂においては︑
イフコ︑ロハノノタセジメテニ
随意自在者言此五種功徳力能生ニ清浄仏士一
として︑その五念門行の全体が衆生の往生の成就のため
であり︑その功徳によって菩薩自身が﹁出没自在﹂とな
る すなわち
ノハニテニテヲスセ
八地己上菩薩常在二三味一以二三味力﹂身不−一動会本
ヲシテタタテ一一シヲスヲ
処一而能遍至二十方一供二養諸仏一教ニ化衆生−
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Zタ

マへリスルコトヲヲ

竿の文によれば︑如来の二種目向との値遇によって衆生

Yテ ヲ 一 一

成二就妙楽勝真心一速得三成ニ就無上道一

の得る利益を︑親驚は等正覚︑正定緊不退転すなわち﹁か

タマフノヲヲテストノタマへリ

成ニ白利利他功徳一則是名為二入山門一

ならず無上大浬繋にいたるべき身となる﹂と説く︒親驚

が如来の二種田向を強調するのは︑それがすなわち衆生

︒

を必至滅度の仏道に不退転たらしむることによるのであ
4Q

それでは二種回向によって成就する正定来とは︑

今視点を換えて︑親驚自身の生涯に照らしてみると︑

いかなる境涯なのであろうか︒

親驚が消息等において︑使同弥勤や如来等同・諸仏等同

といった思想を通して正定莱不退転を強調した時期は︑

八十三歳から八十六歳の頃である︒そしてそれらの時期

歳書写︶﹃如来二種田向文﹄︵八十五歳書写︶﹃浄土三経

はちょうど親驚が﹃入出二門偏頭﹄︵法雲寺本・八十四

等正覚にいたるゆへ

往生文類﹄︵広本・八十五歳書写︶等を著して︑如来の

如来の誓願を信ずる心のさだまるとまふずは︑摂取

二種目向を強調している時期と重複するのである︒

如来の二種の回向によりて︑真実の信楽をうる人

摂取不拾のゆへにまふすなり︒さればこそ無上覚に

るとまふすも︑金剛の信心のさだまるとまふすも︑

まると御こ Lろえさふらふべし︒真実信心のさだま

不捨の利益にあづかるゆへに︑不退のくらゐにさだ
︵以上傍点筆者・﹁浄土三経往生文類︵広本︶﹄
E −和文篇l 二八頁︶

力とまふすなり︒

は︑かならず正定衰のくらゐに住するがゆへに︑他

︵﹁正像末和讃﹄ E ・和讃篇i 一七O頁
︶

憶念の心はたへぬなり

Q

のか︒このような独自の二種田向観によって親驚は何事﹂
明らかにしようとしたのであろうか
如来二種の回向を

⑤

︵傍点筆者− E ・ 漢 文 篇 一 一 四J 二O頁
︶

と法蔵菩薩の五念門成就を語る﹃入出二門偶頭﹄と︑完

退

ふかく信ずる人はみな

体

全に課題を共有しているのである︒

不

諸仏念

転
護

住

ではなぜ親驚はこのような二種田向観を持つに至った

1
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ひとしとほめたまふなり︒このゆへに︑まことの信

まるを︑十方諸仏のよろこびて︑諸仏の御こ Lろに

等正覚にいたるともまふすなり︒このこ Lろのさだ

くらゐともまふし正定衰のくらゐにいるともまふし︑

いたるべき心のおこるとまふすなり︒これを不退の

もをあらはししるすなり︒︵同右七一一員︶

がふべきにあらず︒これは如来とひとしといふ文ど

ほめられよろこびたまふとみえたり︒すこしもうた

とちかひたまへり︒願成就の文には︑よろづの仏に

百重千重囲緯して

十方無量の諸仏は

南無阿弥陀仏をとなふれば

弥勤におなじともまふすなり︒この世にて真実信心

よろこびまもりたまふなり

心の人をば諸仏とひとしとまふすなり︒また補処の
の人をまもらせたまへばこそ︑﹃阿弥陀経﹄には十

てはさふらはず︒裟婆世界にゐたるほど護念すとま

浄土へ往生してのちにまもりたまふとまふすことに

おなじ﹂﹁則我善親友﹂と讃嘆・証誠され︑護念される

よって︑十方の諸仏に﹁諸仏とひとし﹂﹁補処の弥勤に

これらの消息等によれば︑住正定棄とは︑信心獲得に

︵﹃浄土和讃﹄ E ・和讃篇i六六頁︶

ふすことなり︒信心まことなるひとのこ Lろを十方

り得るのである︑と言える︒住正定緊の背景には︑第十

存在となることであり︑それ故に本願の仏道に不退転た

方恒沙の諸仏護念すとはまふすことにて候へ︒安楽

ことなり︒︵﹃末燈紗﹄E・書簡篇七七 J八頁︶

七願成就の諸仏の称名︑﹃阿弥陀経﹄の説く諸仏の護念

恒沙の如来のほめたまへば︑仏とひとしとはまふす
これは﹃経﹄の文なり︒﹃華厳経﹄にのたまはく︑

とする正定緊不退転︵便同弥勤・諸仏等同︶︒これらの

如来の二種田向と諸仏称名・諸仏護念︑それらを背景

︑があるのである︒

ぶひとはもろもろの如来とひとしといふなり︒もろ

思想表現の時期的な一致は一体何を物語っているのであ

﹁信心歓喜者与諸如来等﹂といふは︑信心をよろこ

ろこぶひとを︑釈尊のみことには﹁見敬得大慶則我

ろうか︒

もろの如来とひとしといふは︑信心をえてことによ
善親友﹂とときたまへり︒また弥陀の第十七の願に
は﹁十方位界無量諸仏不悉春暖称我名者不取正覚﹂

親驚の二種回向観

6
7

勢至念仏す Lめしむ

信心のひとそ摂取して

2 法然と太子
この時期︑親概略はまた﹃西方指南抄﹄の書写校合︵八

︵同右二O 二頁︶

︵﹁正像末和讃﹄同右一七四頁︶

浄土に帰入せしめけり
救世観土日大菩薩

十四歳J八十五歳︶︑あるいは各種の太子和讃︵八十三歳
J八十五歳︶︑﹃上官太子御記﹄︵八十五歳︶の制作を通
して︑師法然と聖徳太子の讃仰につとめている︒

聖徳皇と示現して

多々のごとくすてずして

われもと困地にありしとき
念仏の心をもちてこそ

阿摩のごとくにそひたまふ
大慈救世聖徳皇

無生忍にはいりしかば
いまこの裟婆界にして

父のごとくにおはします
大悲救世観世音

念仏のひとを摂取して
浄土に帰せしむるなり

︵同右二O 凹頁︶

以上の和讃から知られるように︑親驚にとって法然と

母のごとくにおはします

大思ふかく報ずベし

大勢至菩薩の
己上大勢至菩薩

薩︑衆生を父母のごとくに護持養育して︑正定棄に帰入

﹁信心のひとを摂取して浄土に帰入せしめ﹂る大勢至菩

太子は︑単に仏道の先輩というにとどまらず︑まさしく

源空聖人御木地也
︵﹁浄土和讃﹂ E ・和讃篇l七
一 J 二頁︶

無碍光仏のみことには
大勢至菩薩に

て憶念ずれば︑観音・勢至はかならずかげのかたち

慧の名号なれば︑この不可思議光仏の御なを信受し

﹁観音勢至白来迎﹂といふは︑南無阿弥陀仏は智

せしめる救世観音の化現であった︒

智慧の念仏さづけしむ

にそえるがごとくなり︒この無碍光仏は観音とあら

未来の有情を利せんとて

濁世の有情をあはれみて

6
8

の化観音・化大勢至等の無量無数の聖衆︑みづから

われ勢志としめず︒︵中略︶弥陀無数の化仏・無数
た
︒

おける如来還相回向の応化身の︑最も端的な実例であっ

は法然・太子という応化身であり︑それこそが︑親驚に

師教との値遇

つねにときをきらはず︑ところをへだてず︑真実信
に︑︵﹃唯信紗文意﹄E・和文篇｜一五八頁︶

心をえたるひとにそひたまひて︑まもりたまふゆへ

観音勢至はもろともに

するものは︑いずれも善知識とその教言である︒

観音勢至等の応化の菩薩衆︒これらの親驚の教説が象徴

仏の称名︑護念証誠︑そして一如法性より来生示現した

以上挙げてきたような︑如来還相回向の利他教化︑諸

恒沙塵数の菩薩と

親鴛の語った正定取水不退転の機とは︑このような﹁よ

きひと﹂とその﹁おほせ﹂に値遇し︑それをつねに憶念

﹁夢告﹂によって親驚を護持養育し︑本願の仏道へと帰

勢至そのものであった︒磯長の太子 刷︑六角堂参寵での

ものが︑第二十二願成就の還相回向の菩薩であり︑その

の体験を︑その師の人格的存在という観点から象徴した

そしてそのような師教との値遇︑すなわち遇教帰本願

して生きる存在に他ならない︒

入せしめたものが観音の化身太子であり︑三部経千部読

開示した法︑すなわち本願の名号という観点から象徴し

そしてその師教の中で︑親驚がこの時期最も大切にし

R

諭や善驚事件に代表される信仰の危機を︑﹁名号の外に

たものが︑第十七願成就の諸仏の称名である︒

たものは︑﹃如来二種回向文﹄や幾通かの消息︑そして

⑦

にて無上覚おばさとるなり﹂︵夢告讃︶という教言に

本願信ずべし本願信じるひとはみな摂取不捨の利益

﹃歎呉抄﹄に説かれる法然の教説︑

のように親驚をして本願の仏道に不退転ならしめたもの

弥陀の本願を信じさふらひねるうへには︑義なぎを

よって回避せしめたものが勢至の化現法然であった︒こ

⑥

は何事の不足にて︑必ず経をよまんとするや﹂﹁弥陀の

たるひと︵親驚︶にそひたまひて︑まもりたまふ﹂観音

法然と太子は︑親驚にとってまさしく﹁真実信心をえ

︵﹃浄土和讃﹄ E ・和讃篇｜六五頁︶

かげのごとくに身にそへり

南無阿弥陀仏をとなふれば

3
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義とすとこそ大師聖人のおほせにてさふらへ︒かや

セルコトヲノヲユキコト一一

狗に白己肯定の材料︑すなわち﹁己が善根﹂としていく

と説かれるような︑いかなるもの︑いかなる事柄をも校

建ニ立彼因一故・無三入二報士一也︑

自力なりときこへてさふらふ︒また他力とまふすは︑

自力の執心が︑本願の念仏をもその道具として私有化し

︵

Il三O九頁︶

仏智不思議にてさふらふなるときに︑煩悩具足の凡

うに義のさふらふらんかぎりは︑他力にはあらず︑

夫の無上覚のさとりをえさふらふなることをば︑仏

ていく︑所謂仏智疑惑の罪である︒

そのような本願念仏の私有化の一形態として︑例えば

と仏とのみ御はからひなり︑さらに行者のはからひ
にあらずさふらふ︒しかれば義なぎを義とすとさふ

νハ ヲ カ ミ 一 一 ス ミ ノ ヘ キ ヲ

大乗菩薩道の説く﹁七地沈空の難﹂といった問題がある︒
γテ ノ ニ

らふなり︒義とまふすことは自力のひとのはからひ

菩薩於ニ七地中一得ニ大寂滅一上不目見一一一諸仏可二求一

モニスノキヲステ︑ヲセムトサイヲ

をまふすなり︑他力にはしかれば義なきを義とすと

下不目見三衆生可ニ度一欲下捨ニ仏道一証申於実際主

爾時若不三得ニ十方諸仏神力加勧一即 i使滅度与ニ

ナハチジテト

さふらふなり︒
︵﹃親驚聖人御消息集﹄E・書簡篇｜一五六頁︶

菩薩は︑三大阿僧祇劫という長い修道の過程で︑自利

I 二O四頁︶

であった︒
この﹁他力には義なさをもて義と九 L という﹁大師聖

利他︑殊に利他の成就という重い課題に倦み疲れて︑﹁上

ケム

人のおほせ﹂は︑﹁無義為義﹂の本願他力︵念仏︶に﹁義﹂

に諸仏の求むべきを見ず︑下に衆生の度すべきを見ず

二乗一無ニ異一︵

を立てる︑すなわちおのれの解釈を加えることによって

と語られる徒労感・虚無感の中で︑﹁仏道を捨てて実際

L

本願の仏道を遮断していく︑衆生の自力の執心を破る智

を証せんと欲す﹂︒すなわち自利利他の願行を放棄して︑

このような︑本願に﹁義﹂を立てるそのことが︑﹁化身

慧の教一＝口に他ならない︒

して白利のみに終始するその姿は︑龍樹が︑﹁大衰患﹂

ようとする︒これが﹁沈空の難﹂であり︑利他行を放棄

個人的かつ観念的な悟り︵﹁実際﹂︶の安逸の中に逃避し

凡大小聖人・一切善人・以二本願嘉号一為コ己主口根一

﹁申告薩の死﹂﹁一切の利を失す﹂﹁大怖国民﹂﹁畢寛じて仏道

土巻﹂に︑
故・不回能一一一生二信一不三一了二仏智一不五能回了一ニ知
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を遮対﹂と説く二乗地・声聞昨支仏地と等しいとされて
いる︒このような隆二乗地とは︑自力望道の菩提心の修

⑬

への執着によって︑﹁ものをあはれみ︑かなしみ︑

れ︑あたかも﹁わがはからひにて︑ひとに念仏をまふさ
均﹂得るかのごとき錯覚に陥るのである︒そこには︑﹁本

﹄﹂めども﹁おもふがごとくたすけとぐること︑きはめ
3
てありが均﹂いという︑自らの凡夫の身の﹁分限﹂を忘

自ら信じ人を教えて信ぜしむる︑所謂自信教人信の営み

願の嘉号﹂をも﹁己が善根﹂︑自我を強化する材料とする︑

行が必然的に陥る陥穿なのである︒

における退転の危機である︒

予測や期待を裏切る結果の前に︑人は︑時に白らを責め︑

越えた現実の前に否応なしに傷ついていかざるを得ない︒

らず︑それが五濁の婆婆の人間業であるが故に︑想いを

の結果に苦悶し︑徒労感や挫折感の中に必然的に埋没し

である︒如来の仕事を盗むことによって人は自らの行為

よって言い当てられた﹁如来の仕事を盗む﹂という願倒

このように自らの分限を忘却することが︑清沢満之に

まぎれもない本末転倒がある︒

時には他に責任を転嫁する︒そのような責任感と自己弁

ていかねばならない︒このような疲労困患は︑言わば如

⑮

護との聞で揺れ動き︑やがて疲労回想して︑最後には自

来の仕事を盗んだ罪の罰なのである︒

弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば︑ひとへに

このような退転の危機から行者を匙らせるものは︑

親驚一人がためなりけり︒さればそれほどの業をも

⑩

しかし︑このような苦悶と執着の根には︑﹁わがちから

の業をもちける身﹂︑すなわち宿業の身という限定を生

という︑一一日わば本願の大悲への感動である︒﹁それほど

一二七頁︶

ちける身にてありけるを︑たすけんとおぼしめした

ちける本願のかたじけなさよ︑

w

わらず︑自らの善業は必ず善き結果をもたらすはずであ

︵﹃炊兵抄﹄

り︑またもたらさなければならない︑という自らの善根

の主体の問題であって︑思十寛如来の事業であるにもかか

翻って見れば︑衆生の本願の信の獲得は本来一人一人

あるのである︒

をはげみ︑わがさまざまの善根をたのむ﹂自力の執心が

である︒

らの努力や労苦に対する抜きがたい執着だけが残こるの

如来への知思報徳から出発した営みであるにもかかわ

この﹁沈空の難﹂が象徴しているのは︑本願の念仏を

は
ぐ

親驚の二種回向観
7
1

きざるを得ない自己一人を憐思する本願に値遇する時︑
人は初めて自らの善根への執著を離れて︑宿業の身の現
実に落在できるのである︒
そしてこのような匙りは︑如来の本願を語る智慧の教
言との値遇を不可欠の媒介とするものである︒

り

往還二種田向に限らず︑親驚の教学は︑﹁二種回向と

までも本願の行信という信仰体験に立って︑その体験の

固定化された教義の主張に主眼があるのではない︒あく

限に翻しつ︑つける存在を︑親驚は正定緊不退転と抑えた

シテユマアル一一ヲケム

意味︑体験の根拠︑体験が開示した境涯を︑個人的体験

にとどまらないその普遍的意義を︑仏教思想の伝統の上

I 二O 四頁︶

で明らかにしていったものである︒

それ故︑如来の還相回向という問題もまた︑信心の根

自身の教言そのものに虚心でなくてはならない︒今推究

てはならない︒あくまでもそれを排して︑向よりも宗祖

︒
司宗祖親驚の教法に学ぶ者は︑既存の固定観念に囚われ

拠である師教の持つ普遍的意味を解明する営みの一環で

﹃大経﹄云凡欲三往一主浄土一要三須ニ発菩提
γソ ハ ス ナ ワ チ レ ツ

あり︑したがってその解明は︑衆生の回心の根拠として

ヲストイカ

心一為ニ源一云何菩提者乃是無上仏道之名也若
保一発心作仏寸志︵中略︶此心あ僻＝酔三乱同町あ

の如来の回向に︑推究の出発を求めねばならないのであ

なのである︒

︵ーー一四六J七頁︶

能一発心傾ニ無始生死有輪一

ノタマ︑タソ︑︑セムトユトスルヲモチキルヲ

という文であり︑﹁信巻﹂真仏弟子釈引用の﹃安楽集﹄の

者註／沈空の難︶︵

菩薩若往ニ生安楽一見二阿弥陀仏一即無ニ此難一︵筆

は：：：を一市す命題である﹂といった概念規定︑すなわち

のである︒

の仏道に不退転ならしめる師教の恩徳であったと考える

還相回向において開顕しようとしたものは︑行者を本願

以上のことから︑私は︑親驚が如来の二種目向︑殊に

わ

のであり︑その不退転の位を象徴するものが︑﹁証巻﹂

このような智慧の教一言と無限に値遇し︑自力執心を無

お

文
︑

の

72

を終えるにあたり︑以上のごとき感慨を新たにしつつ︑
筆を欄く︒

③﹃如来二種回向文﹄ E ・和文篇i 二二O頁
︒

③﹃十住毘婆沙論﹄﹁易行口叩 L真宗聖教全書I 二五三頁︒

⑬﹃当用日記﹄清沢満之全集

mM

四八六頁他︒

⑬﹃一念多念文意﹄ E ・和文篇｜一四二頁︒

⑬ ﹃ 歎 異 抄 ﹄ wl九頁︒

⑪⑫﹃歎異抄﹄ W 八頁︒

①②﹃尊号真像銘文﹄ E ・和文篇l七四頁︒

⑬清沢満之全集咽｜四七九頁︒

註

① ﹁ 信 巻 ﹂ Il一一六頁︒

き︑﹁定本親驚聖人全集﹄の巻数・頁数を指す︒

文中︑引用文献を表示する際は︑特に指示がある場合を除

④﹃唯信紗文意﹄ E ・和文篇｜一七一頁︒
⑤﹃一念多念文意﹄ E ・和文篇｜一二九頁︒
⑥﹁恵信尼書簡﹄ E ・書簡篇一九五頁︒
⑦ ﹁ 正 像 末 法 和 讃 草 稿 本 ﹄ E ・和讃篇一五二頁︒

オソープツと真宗仏壇の成立

教学大会発表要旨

借りてくるのか︑そこには仏壇の本尊と

どうしてわ玄わざ寺院からオソ lブツを

オソ Iブツの本尊とに性格的な違いがあ

るのであろうか︑ということである︒道

場が寺院化していく過程の中で︑木仏本

ツ化したとすれば︑反対に道場が収縮し

尊が安置されだすと絵像本尊がオソ lブ

必ずしも多くない︒今日みるような工芸

池

場が寺院化していく段階で成立した習俗

的な仏壇が成立したのは︑一般的に元禄

死者が出るとすぐに手次寺に行き︑阿弥

照していただきたい︒

園併教文化研究所紀要﹄第十二号︶を参

のように成立したのかというと不明なこ

ホンは代本尊・大口山︑ノブツは野仏︑ォ

臨時仏︑リンジュウブツは臨終仏︑ダイ

ある︒ニョライは如来︑リンジボトケは

床の間に掛け︑葬式を行うというもので

んのある間は読経は総仏の前だけで︑仏

をつけて障子をしめて置きます︒総仏さ

のは︑﹁総仏さんのある間は仏壇は燈明

その成立について述べてみたい︒という

に関わる問題として真宗仏墳との関係や

さて︑今回の発表は︑このオソ lブツ

正福寺住職が門徒宅の本尊を調べて書き

之帳正福寺／九月廿五日丑﹂とあり︑

これは表紙に﹁寛永武暦乙／御本尊

こうした習俗はみられるが︑このオソ l

重・滋賀・福井・石川・新潟県にかけて

あって仏壇は無視されてしまうのは何故

あるように︑葬儀の中心がオソIブツで

壇では致しません﹂といっている事例が

の一一書が記録されている

五二四︶から元禄十五年︵一七O 二︶まで

上げたもので︑年代的には大永四年︵一

寛永十六年卯三月廿五日岩井

の例をいま一つ一万すと次のとおりである︒

そうしたもの

ブツは本来﹁惣仏﹂であって︑道場本尊

か︒家には仏壇があり本尊があるのに︑

G

であった絵像本尊が木仏本尊に替わり道

史料を分析しながら考えてみよう︒

控帳﹄︵愛知県一宮市正福寺蔵︶という

いう字を当てることができる︒岐阜・一二

ソlブツはお葬仏・お総仏・お送仏︑と

とが多い︒そこで︑ここでは﹃門徒本尊

陀如来の絵像なとを借り出して仏壇脇の

これまで︑仏壇成立についての研究は

真宗門徒の葬送儀礼の中に﹁オソ lブ

である︒そして︑阿弥陀如来の絵像は引

期頃とされている︒しかし︑具体的にど

て成立してくるのが仏壌である︒
ツさん﹂﹁ダイホンさん﹂﹁ニョライさ

は︑拙稿﹁﹃オソ 1ブツ﹄考﹂︵﹃同朋学

至

導仏としての意味をもっていた︒詳しく

勢

﹁ノブツさん﹂と呼ばれるものがある︒

蒲
ん﹂﹁リンジボトケ﹂﹁リンジュウブツ﹂

オ ソ lブツと真宗仏壇の成立

平成三年度
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方便法身尊形

本願寺釈宣如
正福寺門徒
キγ

れた方便法身尊形には﹁御文廿七通／教

郎ニ有﹂︑願主釈恵誓が教如から下付さ

文仕二通／定如判﹂﹁今ハシラカタ小三

仏堂御祝﹂となっているものが見られた︒

は名目すを本尊として祭杷ずる﹁御名号持

あったりずるものがある︒主た一五禄期に

一一有﹂﹁高田村勝右衛門ニ渡︑今ハ甥角

丘二有﹂﹁タケカハナ左之助女房一︑今ハ

注目すべきは︑注記に﹁今ハ五ツ屋兵左

久助ニ有︑今ハ北町六兵ニ有﹂のごとく

十字一一個﹂などとあったりする︒大きさ
についても﹁八切之六字﹂﹁三百ノ御身﹂

如判﹂﹁寛永治四丑閏三月廿七日／六切

﹁二百ノ御身﹂﹁百ノ御身﹂などとあった

るものがある︒つまり︑ここにみられる

﹁OOへ渡ス﹂と記されてい
﹁今ハOO﹂

奥悶

りする︒つまり︑この﹁門徒本尊控帳﹄

本尊は﹁ 家の仏壇の本尊﹂というように

願主釈正欽

から︑現在みるような仏壇が成立する以

茂兵衛

前の門徒における本尊祭柁形態がわかる

のである︒﹁フルキヲカイトル﹂ことも

固定化されたものでなく︑移動している

ホリノウチノ弟
したがって︑この本尊下付年代や注記を

のである︒それも証如から一如にかけて

権蔵ユ渡ス
考えることによって︑当時の門徒の家二

の時代で︑道場が寺院化していく段階で

J

のが安置されていたのか︑具体的には本

本尊︵絵像本尊︶と一緒にどのようなも

一
O 六点である︒興味深いことは︑何筒

像一点︑名号三点︑持仏堂祝一二点︑合計

人真影二点︑教如上人真影二点︑木仏尊

尊形九二一点︑親驚聖人御影二点︑蓮如上

ろう︒記録されているものは︑方便法身

る︒祭柁形態ということでは︑寛永二十

像本尊と同時に下付されていたようであ

た時であヮた︒御文なども教如代には絵

寺院化する頃で木仏本尊が下付されてい

どこの時期は尾張の真宗寺院が道場から

下付され出すのは宣如代からで︑ちょう

正福寺の門徒に本尊︵絵像本尊︶が多く

史料の分析を通して知られることは︑

はない︒﹃門徒本尊控帳﹄にみえる本尊

ゐっても︑本尊が他人へ渡るということ

として仏壇が紀られるようになることは

されるべきものである︒家族の死を契機

家の先但を柁る祭壇であり﹁家﹂に継承

本尊といえば︑本来の意味はともかく︑

動しているものもある︒普通仏壇とその

だけでなく﹁持仏堂弁二一ツ具足共一こ移

することもあった︒所有者の死後に本尊

や持仏堂︵仏壇︶は︑こうした先祖祭柁

らい自分の家の持仏堂に本尊として安置

所か﹁コタエソコナイ﹂とあるように実

年︵一六四四︶に方便法身尊形を本尊に

あったし︑﹁惣吉より名号を譲﹂っても

に在所名・俗名を記し︑さらに御文や名

際に出向いて調査されたようで︑その時

ムハ字名号と九字名号を州協掛けとして安

ある︒

ることである︒例えば︑願主釈浄誓が宣

号の大きさ・移動関係なども註記してい

置していたり︑脇掛けは六字名号二一悩で

尊と脇掛け・御文の状況が知られるであ

如から下付された方便法身尊形には﹁御

正定爽不退の現代的視座
7
5

Q

﹃門徒本尊控帳﹄にみられる﹁門徒の

的性格そ持つ以前の安といえよう

寺院化したものも含んでいヨが︑ほとん

た︒議などが催されれば︑本尊は移動し

機能的にば迫場とれわらないものでめっ

発展して寺院が成立し︑道場から寺院へ

よい

て返しにいくということであったが︑近

特徴は︑門徒が寺院から絵像そ借りてき

て掛けられたのであろ−つ

オソ iブツの

発展できなかったものが︵収縮したもの

J

で捉えるとどうか︒正福寺の第一批了凶

同定されない必要に応じて移動するもの

世初期における門徒の本尊も個人や家に

そして︑これは類型的には道場が

は︑真宗に改派した開基で最初は蓮如筆

が︶門徒の仏壇であると捉えることがで

であった︒一万禄期以降︑﹁持仏堂﹂とあ

υ

どが一般在家門徒の本尊であると言って

の六字名号を本尊としていたが︑実如代

きるのではないか︒そして︑さらに言え

るように門徒も個人的な家単位の本尊祭

本尊﹂を手次寺院である正福寺との関係

に絵像本尊を大永元年︵一五二一︶下付

ば︑道場とは寺院成立の前盗形態であり

のとなっていく︒そうなると︑恒常的

き︑本尊の性格が次第に先祖祭杷的なも

同行の合力によって建立され支えられた
結論として︑﹁門徒本尊控帳﹄にみら

されたという︒没年は﹁了西義大永年中

れた門徒家の本尊祭胞は︑この道場形態

︵常・ケ︶に家の先祖を杷る仏壇やその

字禄年中カ知レ不申しとある︒この方便

に一証如真影を下付され︑さらに親驚御影

位了善︵慶長十六年亥ノ四月八日没︶代

本尊は︑葬送儀礼というような場合︵非

砲施設である仏壇を持つようになってい

を下付されたときに寺号も免許になった︒

いくという時期以後に生じた門徒の家単

以後の段階︑つまり道場から寺院化して

ねたのであった︒

常・ケガレ︶にはオソ iブツに役割を委

堂庵・村惣堂であった︒

また︑正福寺はコ一河佐々木上官寺と本末

とも言ってよく︑これは本質的あるいは

位による祭問形態で︑具体的には持仏堂

法身尊形は道場時代の本尊であり︑第三

して正福寺下に︑さらに十五ヵ寺の末寺

たらしむるをむねとすべしとおもへと也︒

正定来不退の現代的視座

関係になっていて︑尾張における拠点と
を有していた︒﹃門徒本尊控帳﹄には︑こ
うした末寺の願主も記載されており︑さ
らに教如下付本尊が願主祐念で﹁智専坊
下甚蔵﹂︑宣如下付本尊が願主了源で﹁智

﹃尊号真像銘文﹄に﹁如来の木願のみな

て︑これは正福寺i智専坊i門徒という

専坊下源六﹂と記されているものもあっ
関係を明示している︒﹁門徒本尊控帳﹄

深

不退といふは︑仏にかならずなるべきみ

正
を信ずる人は︑自然に不退のくらゐにい

田

に記載されているものは一部に道場から

宮
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ように︑正定恩来不退とは正しく仏となる

きたまへる御のりなり︒﹂と述べられる

緊のくらゐにいたるをむねとすべしとと

とさだまるくらゐ也︑これすなわち正定

は︑単に彼岸来世的とも︑単に此岸現世

関係︶に於て捉えられているということ

は必然性と根源的な統一︵信証の絶対的

れるように滅度は彼岸来世的である︒し
かし正定家と滅度とが親驚教学の上から

﹁滅度は浄土にてうべき益なりしと言わ

のである︒ところが正定緊に対すれば︑

み出した理想主義的在り方を示している

歩超えて宗教的な求道の道を自ら選び歩

しかし邪定緊も不定豪も共に日常性を一

られるような誠の彼岸の境地には至りつ

的とも言えないことを意味しているので

ろうか︒しかし彼岸の世界を真剣に求

ている所があると言えるのではないであ

まだ何らかの形で此岸への繋がりを残し

いていない在り方を示しているのである︒

べき身に定められた機類を意味している
徹底を潜って切り開かれてきた正定緊不

ある︒言わば此岸への死︵臨終まつこと

めているという点から言えば︑文字通り

＊

のである︒この親驚に於て独自な了解と
退の思想こそ︑善導法然の浄土教から親

ことなし︶を踏まえて成立していること

彼岸の世界への途上にある︵EZH君︒宮

なし︶と共に︑彼岸への死︵来迎たのむ
を意味せねばならないのである︒正定緊

：・・閲ニ顕方便蔵一﹂︵行巻︶という一一一一同

古5︶と言えるのである︒従って﹁悲願

とも対決し得る浄土教独自の現代的意義
を閲闘する一つの指標ともなるべきもの

への方向の根本的虚しさ︑つまりニヒリ

不退の成立根拠には︑此岸へと共に彼岸

繍騰を際立たすのみならず︑現実の諸問題

と思われるので︑その視点から考察を進
﹁真実信心の行人は摂取不拾のゆへ

その意味からも今日︑最もラディカルな

ズムが徹底的に媒介されているのである︒

だそこではまだ彼岸への執着心を根本的

うことには深い意味があるのである︒た

業にまつまでもなく﹁途上にある﹂とい

セシムヲ

めていきたいと思う︒まず
に正定耳東に住ナ︑正定楽に住するが

に脱していない在り方が指摘されるので

無神論との対決の可能根拠も︑突は原理

ある

的にはここにあるのである︒正定来不退

的に超えていないということでめろう

がゆへに臨終まつことなし︑来迎た

の立場は︑だから単なる理想世界として

ゆへにかならず滅度にいたる︑かる

の浄土・彼岸への執着が底なく裁然と切

υ換言す FQ
ならば︑彼岸を一一層彼岸

のむことなし﹂︵一帖目四通︶

﹁以二本願嘉号︺為ニ己苔根こという言葉

Q

と﹃御文﹄の中で述べられているように︑

その執着心は三願転入の文にあるように
それに対して理想世界としての浄土・

のである︒ここに化土往生と一一百われる在

が最もよくその事実を一一一一同い現わしている

Vカ ト

られている所を示しているのである︒
彼岸への執着か未だ断ちがたさ所に︑

テブス

正定楽︵不退︶と滅度との聞には一つの
定阜県の中に減度への展開の必然性が含ま

わなければならない︒つまり正定緊に見

﹁邪定家﹂﹁不定緊﹂の課題性がめると百

必然性が貫いているのである︒つまり正
れているのである︒しかし実存規定から

り方の中に﹁邪定緊 L﹁不定緊 Lの機類に
言えは︑正定田県不退は此山芹現世的であり︑

正定緊不退の現代的視座
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よる往生が含まれるのである

的・彼岸的なものであることを如実にぷ

ば︑山己呪縛の原理が他ならない越感性

屯しいのである︒

此岸に相対する彼岸への方向は根本的に

でもって押えぐいるのである︒要するに︑

逆に自己の根本的な解放を阻む呪縛の原

対象としての彼岸の世界・理想の世界が︑

さて近代に於けるニヒリズムの問題

cその限り︑

その方向は根本的に堤しいものと苫わな

してはいないであろうか︒即ち︑同僚の

法然上人が﹃漢語燈録﹄︵巻六︶の中で

の在り方そのものの中に︑我々人間に於

は︑彼岸・超感性的世界を志向する人間

︒

ければならない︒
﹁前後発レ意衆生︑欲レ生二阿弥陀仏国一者︑

理へと逆転していることを︑それらの言

して二日と申日より︑﹃大経﹂を読む事

きり記されてある宗祖の体験︑それは﹁臥

︵

n
Z
ω ︶﹁無への償保﹂
士山﹂︵者ニZ EロZ

タシテニテコト

品ンテヲノスルント

皆深着二回開慢国土﹁不レ能三前進生二阿弥陀

なる窓越は﹃忠信尼消息﹄第五通にはっ

葉が象徴的に教えているのである︒同様

相対性を未だ脱せず︑その相対性に於て

ひまもなし︑たまたま眼をふさげば︑経

ける生への志士山と敵対する﹁無への意

には彼岸が此岸に相対する彼岸としての

仏国こと指摘するように︑﹁化土往生﹂

彼岸が自己の執着心と一つに絡み合って

の文字の一字ものこらず︑きららかにつ

に縛られた在り方を示しているのである︒

って作用しているのである︒言わば彼岸

あらん﹂と仰しゃったことからさかのぼ

十九歳の時︑発熱病臥の床で﹁今はさて

﹃消息﹄は寛喜三年︵一二三一︶︑宗祖五

ぶさに見ゆる也﹂と語られる如く︑この

問い直し︑そして一つの大きな疑問符と

教の成立する基盤そのものを洗い直し︑

ラディカルに裁断することによって︑宗

から抜け出ようとする在り方そのものを

於ける彼岸への逃避︑あるいは現実的生

σ
ωである︒所謂︑ニヒリズムは人間に
の

﹃
口

szsZ切︶を見る
Z 円宮口世ロゴ色︒

らずに︑逆に自己を呪縛する在り方とな

現われ︑その彼岸が自己解放の原理にな

その化土往生の内景を﹁和讃﹄では次

﹁辺地七宝の宮殿に五百歳までい

理にて七宝の獄にぞいりにける﹂

いるがごとくなり﹂﹁自業自得の道

﹁金銭をもちてつなぎっ L 牢獄に

思慮あるべし﹂と悲嘆を込めて語ってい

して﹁人の執心自力のしんは︑よくよく

かえされるという形で記されている︒そ

﹃一二部経﹄を千部読もうとした事が思い

って十七・八年の昔︑衆生利益のために

る︒しかも彼岸の位界・超感性的世界が

性そのものを本質的に問題視するのであ

らないと主張すると同時に︑彼岸の実在

を変えただけの彼岸への投射反映に他な

ことを阻害された自己主張の︑単に方向

ムは宗教そのものが此岸に於て実現する

して突き付けてくるのである︒ニヒリズ

のように指摘している︒

でずして﹂

つぶさに見ゆる也﹂と表現される如く︑

るのである︒ここに於ても﹁きららかに

その実在性を失うことによって︑逆にそ

と一詣われている﹁金錬﹂﹁七宝の獄﹂﹁七

自力執心の相貌をきらびやかな象徴言語

宝の宮殿﹂という形象化されて表現され
た言葉が︑実に今日的視点から見るなら

7
8

ェの言葉﹁神は死せり﹂︶と指摘している

たわらにやワているのである︒﹂︵ニ l チ

そしてそれとともに︑両者の区別をもか

なるものの除去は︑単に感性的なるもの︑

の事実を M ・ハイデッガーは﹁超感性的

沌の中に投げ出されているのである︒そ

感性的世界そのものも同じ様に崩落と混

けを与えられていた我々の此岸の世界・

の世界によって存在の基礎とその意味づ

ということは︑超感性的なるものの除去

あることを喝破しておられるのである︒

い﹂︵乏しき時代の詩人︶という意味の

る人聞の滞留地点を整え定めることがな

て︑内実を深く見究め﹁世界史におけ

如ということについて言及した下りに於

ハイテッガーは神︵超感性的世界︶の欠

的に問題に化するのである︒その事実を

見るニヒリズムは︑同時に此岸をも根本

である︒彼岸への意志の中に無の意志を

も底なき混沌の中に堕落せしめられるの

って︑憧僚の対象としての彼岸は反面︑

る彼岸を語る宗教は現実逃避の宗教であ

ことが許されないのである︒従って単な

であって︑我々はその挑戦そ避けて通る

しく宗教に対する最もラディカルな挑戦

我々に告知してくるのである︒それは正

の意味を根本的に転換することを厳しく

大きな疑いであると同時に︑此岸・彼岸

一つにするような所から突き付けられた

であろう︒ニヒリズムには此岸・彼岸を

重畳された疑いこそ現代の本質的な問題

よう︒その限り彼岸を語る宗教はニヒリ

無への意志の生み出した反映とも一言いえ

のである︒ということは単に此岸に対立

は︑同時に我々からあらゆる存在の居場

する彼岸︑此土に対立する彼土は結局︑
ニヒリズムの射程内の中に捉えられる事

所を奪うという意味ももっていることを

片であるかも知れない︒﹃へIゲル法哲

ズムの一様態であり︑マルクスの一吉う阿

柄となる他ないのである︒

かくして現代のニヒリズムが迫ってく

は﹁宗教は︑人間存在が真の現実性をも

学批判﹄の冒頭の一文に於て︑マルクス

厳しくも指摘しているのである︒
る問題の核心は︑彼岸への羨望の虚しさ

たない場合におこる人間存在の空想的な

単なる彼岸への信仰は此岸への絶望の
望の表裏である︒この意識はいつも同一

と此岸の根底からの無の出現に立ち合っ

実現である︒﹂と諮っているのである︒

裏返しに過ぎないのであり︑本質的に絶
平面上の位置を方向転換したにすぎない

た所の問題である︒﹁彼岸は消え︑その

が述べられるように︑この両方向からの

て来た︒﹂と西谷啓治先生︵﹃ニヒリスム﹄︶

う二元的対立以前の所から︑その宗教的

此岸的でもない︒それは彼岸・此岸とい

文字通り︑単に彼岸的でもなければ単に

徹底された正定出来不退の宗教的立場は︑

ということは︑実は親驚に於て独自に

代りに此岸が︑即ち此の世の生が不気味
な深淵を底にもつものとして現われて来

ムは従ワて相対的な彼岸・此岸の区別を

たのである

在り方を示しているのである︒ニヒリズ
意味なきものにするのである︒しかも人

ものが：・：・根底から謎となり問題と化し

われる︑あらゆるイデアーんなものが根

υそれと共に我々の存在その

目的だとか︑原初たとか︑統一だとか一一一口

間として生きる意味と方向を与えていた

底から抜き取られることによづて︑此岸

正定緊不退の現代的視座
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緊不退として聞かれているのではないで

真に「し
実過すた

と

の の

（の。は
辻み。

Q

邦 た
生私ち
訳達ま
）をち

ので参照されたし︒

多少詳しく教学的に記述しておいた

拙稿﹁現生正定家の現代的意義﹄で

キ印度学仏教学研究第四十巻第二号︑

」かも

両方向に克服突破されていく世界が正定

と言ってもよいであろう︒だから正定緊

の主観性の否定的突破が︑﹁如来二種の

あろうか︒正しく人間存在の自己内把渥

のぎベい
世るて
界 急
に止。き
導ま ゆ
くる。く

Q

境地をラディカルに切り開いて来ている

の世界は︑彼岸・此岸の二元的対立する

不退として捉える浄土真宗の宗教的実存

かならず正定衰のくらゐに住す﹂︵浄土
三経往生文類︶と仰せられる宗教的出来

廻向によりて︑真実の信楽をうる人は︑

て現わされるものである︒純粋未来の境

しかも正定緊不退の立場が︑浄土と微土

事の上に成し遂げられていくのである︒

以前の世界を一不すと同時に︑相対的な此

界は︑従って意識的自己よりも一一層此岸

岸・彼岸を超越した純粋未来の境界とし

的な自己へ還ることであり︑往生も表象

ることに於て︑始めて法爾の事実を任運

との絶対の緊張関係を生きる行証道であ
自在たらしめられている宇宙万物との本

的自己が捉えた彼岸よりも一一層彼岸的な

当の意味での全き﹁出会い﹂ということ

世界へ願生する事とが共に一つになるよ
なら︑対象化された此岸よりも一層此岸

うな場が開かれなければならない︒何故

が成り立つのではないであろうか︒
今日︑世界の文明はまずまずスピード

的な所︑そして対象化された彼岸よりも

化時代に拍車をかけ︑気が狂ったように

一層彼岸的な所とが相即的に一つに繋が
るような場が︑親驚に於て独自に切り開

を思い浮べるが如く︑正定 ER
不退という
言葉には︑機土の現実の上に確固と足を

奔走している︒知進守退という仏教用語

降して︑本当の真実とは何なのかと退一

かれた正定緊不返の立場であるからであ
両方向に突破されながら︑しかも一つで

る︒言い換えれば︑此岸と彼岸が同時に
あるような根源的な場が︑正定緊不退の

がら浄土の心から真実の道を探求してい

歩して現実の諸問題と真向いに対座しな
く視点のあることをリルケ︵オルフォイ

聞く具体的な宗教実存の世界であろう︒
なる﹂︵ハイテッカ l ・世界像の時代︶

スに捧げるソネット︶の詩に托しつつ摘

ここに﹁世界が像となり︑人聞が主観と
というニヒりズムの原構造が不思議にも

筆
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歎異抄における浄土の問題
−111
﹁かなしきかなや︑さひはひに念仏しながら︑直に報土に
むまれずして辺地にやどをとらんこと︒﹂を中心として｜｜−

④

﹁西方﹂というかぎりはその概念上物理

なづけて安楽といふ﹂と丑一一口われている︒

的な方角であろう︒また﹁ここ﹂とは同

っている物理的場所を指していると了解

じく概念上︑発言者ならびに聴聞者の立

される︒その﹁ここ﹂を起点にして︑距

離は﹁十万億利﹂であるという︒この距
私どもにとっての﹁浄土﹂とはいうま

物理空間における同一位相上の西方十万

時︑場所︑方角︑距離の一一一日述によれば︑

ろうか︒私は︑それは私ども教学者の﹁浄

経﹄にただ一回しか使われていない︒歎

葉は浄土三部経の中では︑﹃仏説無量寿

ば︑日本からフランスへ﹁往く﹂という

物理的存在が物理的手段によってそこへ

いるとすれば︑その﹁往生﹂は︑私ども

もしそのように物理的客観的に存在して

は物理的時間における現在である︒この

でもなく阿弥陀仏の浄土である︒言葉と

離も物理的距離である︒また﹁いま﹂と

﹁浄土﹂はどこにあるのか︒どうしたら

しての﹁浄土﹂を見てみると︑康僧鎧訳

億利のところに物理的に︑客観的に︿実

いと思う︒

﹁浄土﹂に往けるのか︒﹁浄土﹂とはどん

﹃仏説無量寿経﹄では︑﹁無量寿国﹂︑﹁無量

土﹂について語る方法論ないし方法論的

異抄では十一回っかわれている︒ここで
は︑﹁浄土 Lと﹁無量寿仏国﹂と同じ意味

①

意識の暖昧さからくるのだと考える︒つ

位相の一言葉とし︑両者を混在してつかう
まず︑﹁無量寿仏国﹂という国は何処

物理的実体である私が飛行機とか船とか

物理的な同一位相である

②

まり︑被限定性存在としての人聞が﹁浄

に︿実在﹀しているのであろうか︒﹁仏説

とき︑日本は物理的実在の場所であり︑

﹁往く﹂ことができるであろう︒たとえ

土﹂について語り得る知の可能根拠への

ことにする︒

反省の欠如である︒教学はまず自己の認

無量寿経﹄では﹁法蔵菩薩︑いますでに

その方法に立って歎異抄にたづねてみた

性としての知の本性を逸脱しないこと︑

さること十万億剰なり︒その仏世界をば

成仏して︑現に西方にまします︒ここを

﹁往く﹂ことができる︒﹁西方十万億利﹂

という物理的実体の乗り物を手段として

οしたがって︑

フランスも物理的実在の場所であって︑

っていなければならない︒私は︑被限定

識論｜｜すなわち信仰認識論を根底に持

③

無自覚さである︒いいかえれば認識論的

ある︒その暖昧さはどこから来るのであ

なところか︒そもそも﹁浄土一とはなに

因

在﹀していると一言われていることになる︒

真

寿仏国﹂と訳されている︒浄土という言

田

か︒｜｜等々︑すべてにわたって暖味で

今日︑﹁浄土﹂は暖味になっている︒

西
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からないが︑もしそうとすれば︑現代で

とは物理的宇宙のどのあたりなのかはわ
ように︑歎異抄では﹁裟婆﹂と﹁浄土﹂

彼方に存在すると考えられている︒この

﹁死﹂という生命体にとっての異次元の

と死の把保は近代的である︒

に対して︑歎呉抄は明確であり︑この生

体的生命の死の対内化において暖味なの

ところで︑一一呈聞はこの現象界の中の人

は﹁浄土﹂への﹁往生﹂の問題はロケッ

然科学知に立って﹁仏説無量寿経﹄の﹁無

私ども近代知は第一次的にその近代の自

いる信心の行者は一人もいないであろう︒

うな意味スの物理的実在であると考えて

しかし︑今日︑阿弥陀仏の国がそのよ

こ Lろ﹂はなく︑かえって﹁いさ Lか所

あるが故に︑﹁浄土へいそぎまいりたき

である︒﹁浄土﹂は﹁死﹂の向こうがわに

という絶対の境界線が存在しているから

のはこの現象世界の白己との聞に﹁死﹂

浄土へまいりたきこ Lろのさふらはぬ﹂

したがって︑唯円一加にとって︑﹁いそぎ

ある︒−死ー一んで再び一万に一一ってこれな

が創った言士楽であり臼か︑そのどちらかで

﹁
死

た者が削った一一言葉であるか︑それとも

こうへ往って︑しかもこの世へ帰ってき

一言語表象はいったん﹁死﹂を通過して向

する︒したがって︑﹁浄土﹂についての

間の言語℃あ心から︑この附の範嶋に属

量寿仏国﹂の表象を分析していくと︑そ

労のこともあれば︑死なんずるやらんと

い以上︑前者一はあり得ず︑﹁浄土﹂につ

ο

の表象は物理的実体としては全く雲散務

いての言語表象は結局︑この現象界の人

︵﹁かの土﹂︶との兵次元性が明確である

消してしまう︒ここで︑私ども近代知に

こ Lろぽそくおぼゆる﹂のである︒信心

間の頭の中の想像の力によって創った言

ト技術の問題となるであろう︒

おける﹃仏説無量寿経﹄の﹁浄土﹂の存

の行者としての唯円は﹁いそぎ浄土﹂へ

断な次一冗の相違の認識のゆえにかえって︑

﹁浄土しは存在するかしないかという議

もその言語の指示対象がない︒とすれば︑

く︶︒したがって言語だけはあるけれど

ここではいま話題の臨死体験の問題は除

葉である︵理論的一般化をするために︑

L の向こう側へ往ったことのない者

在場所についての認識の道は途切れてし

は往きたいけれども︑生命体としての唯

りたきこ﹂ろ﹂のおこってこない所なの

唯円房にとって﹁浄土﹂は﹁いそざまい

論はその議論の根拠そのものを失ってし

li歎異抄で

その明
円は﹁死﹂を嫌忌するのである

か︒第九条では︑﹁ここ﹂

場所をどのように考えているのであろう

である︒往きたいが往きたくない所︑こ

まっている︒ここで近代の自然科学知と

Q

はここで挫折した︒

まう︒近代啓蒙知としての︿私﹀の信仰

l と阿弥陀仏の国との間に私
は﹁裟婆﹂ l｜

れは自己矛盾℃あり︑自己撞若である︒

しての︿私﹀は挫折した︒

では︑歎異抄は︑阿弥陀仏の国の存在

どもの肉体的生命の﹁死﹂という関門が

て唯円一房にとヮて﹁浄土往生﹂はアンビ

そこで心的お藤を引き起こす︒したがっ

さて︑この﹁死﹂の向こうがわに阿弥

あると考えている︒つまり︑﹁浄土﹂の

バレンツとなる︒﹃仏説無量寿経﹄が肉

存在の位相はわれわれ生物体の現実の生
存の基盤である物理的位相ではなく︑
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う側ということになると︑われわれもま

間違いあるまい︒しかし︑﹁死﹂の向こ

いし人文科学の知識量がより多いことは

れわれの知っている自然科学の知識量な

とは格段の相違があるだろう︒現代のわ

・唯円大徳の知的条件とわれわれのそれ

こちら側の世界であるならば︑親驚聖人

としては閣の彼方だからである︒﹁死﹂の

われわれの条件とは等しい︒なぜなら知

聖人・唯円大徳の条件と二十世紀現代の

陀仏の﹁浄土﹂が有るというとき︑親鷺

隠喰的言説であるという私の第二命題が

一一言及性がある︒ここで︑宗教的一一−口説バ

閣のこちら︑かわを諮っているという自己

向こう側について話ヮくいるのではなく

︿私﹀を映し山してくる♀そこには閣の

まり聞は鋭となって︑諮っている者の

諮っているという再帰性の謂で︑ゆる︒つ

く︑結局︑語っている本人自身について

の﹁浄土﹂について語っているのではな

陀仏の浄土について議ることは阿弥陀仏

独自とならざるを得ない︒独白とは阿弥

て語りかけるとき︑その諮りは語る者の

たように阿必陀仏の国であるから︑歎異

念である︒し川も︑これらは︑さざに見

一次的意味位相としては空間的な実体概

この﹁報七﹂

といわれるように﹁浄土﹂の辺境である

一員われ︑いわゆる﹁浄土のかたほとり﹂

安楽国土に於て巌も其の辺に在りにと

見聞せず︑義︑辺地の曜に同じ︒或は亦︑

一言口ふこ﹀ろは︑主ハの五百歳の中に三宝を

附が﹃略論安楽浄土義﹄で﹁辺地とは︑

説無量寿経﹄巻下悲化段を︑つけて鳥山驚大

仏の﹁浄土﹂である︒また﹁辺地﹂は﹁仏

された仏国土でめって︑すなわち阿弥陀

私は︑歎異抄一通の主題は﹁かなしさ

ごりおしくおもへとも︑裟婆の縁っきて︑

すれば第九条で三日われているように︑﹁な

章は︑その第一次的怠味位相として領解

抄では︑いづれも﹁死﹂の境界線の向こ

ζ ﹁辺地﹂という言葉は第

た閣の前に伶んでいるだけで︑閣の向こ

成立することになる︒そこで︑︿一一一日菜﹀

えるとすれば︑具体的には言語と心の問

かなや︑さひはひに念仏しな︑から︑直に

ちからなくしてをはるときに︑かの土へ

うがわの呉界である︒とすれば︑この文

題として考える以外にてがかりはないで

ことに︵後序︶という文章において提起

報士にむまれずして辺地にやどをと﹄らん

いう教学的言説の位相がひらかれる︒

あろう︒しかも︑心は言葉としてしか抱

の肉体の﹁死﹂を契機として﹁浄土

はまいる﹂というように︑仲 t物体として

を媒介として﹁浄土﹂の問題を考えると

メタファl

う仰はわからないのである︒
この人間の知の被限定性という基本条

隠することはできないのであるがら︑せ

されていると領解しているョこの﹁報土﹂

往くというようになる︒しかし︑数回尺抄

件の中で阿弥陀仏の﹁浄土﹂について考

んじつめれば言葉の問題となる︒その意

﹁それ報を按ずれば︑如来の願ぬにより

とは親鴬聖人か﹁教行信託﹄真仏七巻で

へ

味で阿似陀仏の﹁浄土﹂の同組は具体的

て︑間未成の土を酬報せり︒﹂と一一 dわれてい

L

にパ一言葉の問題である︒ここで︑宗教と
は一一コ忠良の問題であるという私の第一命題

るように︑法蔵非一口薩の本願に報いて建立

は︿廻心﹀をくぐることによって︑全く
別の第二次的な意味位相をひらいている
が成立することになる︒知は聞に向かっ

3

歎呉抄における浄土の問題
83

山氏抄では弥陀の誓願の成就としての﹁報

意味空間となってくる︒したがワて︑炊

︽罪のわたくし︾が反照される意味空間

空間となる︒このように︑﹁浄土一とは

のである︒その第二次的な意味位相とは

土﹂という他界的観念は︿信心﹀の意味

一
証

である︒︵﹂九九二・六・二一︶

る︒ここで近代知として死んだ︿私﹀は

なにか︒それは︿信心﹀の怠味位相であ

位相としては徳の範時四の俄悔・感謝・讃
喫・謙成等を隠仏慨しており︑また﹁辺地﹂

ぬ龍谷大学真宗学研究会編﹃浄土三

メタファ

信仰知として匙えワた︒
その︿信心﹀の意味位相では︑そのよ

は慢心・同時怠・山口己古向︒久・自己中心性等
メタファ I

うな﹁かなしきかなや︑さひはひに念仏

F

出してくる︒もちろん︑﹁浄土﹂の範熔

的には反照して私どもの徳の領域を映し

宗引﹄︑新典社叫昭和六十一年二月

一らや山田巌・木村日成制﹃欽異抄本文と

U

発行 昭和五十四年二月二十日初版

的な一一品語表象は物理空間とは全く別の事

と徳の範陪とは違うのであるが︑ここで

このように﹁浄土往生しの間越は信仰

出絞余引﹂︑龍谷大学真宗学研究会

を隠検しているのである︒

柄合指す隠喰的支象となっている︒つま

は﹁浄土﹂の表象が隠喰的に徳の領域を

にやどをとらんこと︒﹂という物理空間

しながら︑直に報土にむまれずして辺地

り︑物烈空間とは全く別の意味空間をひ

沿い対国﹂あるいは﹁無量寿仏国一と

①本当は﹁浄土﹂と一一一一司うよりも﹁無

十五日初版第一服発行︒

第一刷発行︒

らくのでやえそれは本来︑概念的思惟

さらに︑︿信心﹀の意味位相は第一一一の意

ひらくということを言っているのである︒

メタファ

によって言語表象されるべきその意味空

という言葉ぽ中直・日本ではそれな

一吉うべきである︒しかし︑﹁浄土い

メタファー

間がここでは︑物理空間的な位相で自然

のわたくし︾を教えられたことふ一通して︑

味位相として︑慢心と惚怠としての︽罪

範附である︒徳とは正出︑勤勉︑親切︑

している意味空間はなにか︒それは徳の

考︵神話的思考︶によヮて隠験的に提示

いる︒では︑ここで唯円犬徳が映像的岡山

像的思考︵神話的思考︶であらわされて

ある︒そのとき阿弥陀仏の﹁浄土﹂は帰

り︑﹁南無阿弥陀仏﹂という意味空間で

的主体の心態の意味位相をひらく︒つま

﹁浄土﹂の往生をねがう帰命という信仰

てられた弥陀の誓願の御一言葉に帰して︑

のわたくし︾の﹁成仏﹂の故に本願手﹂建

こんとは︑その慢心と際怠としての︽界

である︒いまだ思想の一一一一口語にはなっ

念である︒浄−械は感覚的な価値認

︵浄﹂い志味論的には﹁械﹂の対概

っ℃も︑﹁浮﹃十﹂﹂には間鼠がある︒

つかばい同門 14
を内包してい 心︒とい

簡単に言い換えることができないむ

りの宗教的思想的歴史を持っており︑

メタファ

て︿意味﹀を隠除的に紡ぎだしていく映

と依界と人間︵自己︶との諸関係を通し

廉直等の美徳︑嫉妬︑憎悪︑敵意︑食欲

ていない︒したがワて︑﹁品川量存仏

J

等の悪徳といわれるときの徳である︒信

すべき所として峻悔と感謝と希望の意味

メタファl

仰の意味位相は具体的にはそういう徳の

8
4

④金子大栄編﹃原典校誌真宗塑典全﹄︑

るということではない︒聖人はその根本

領解は︑信の一念に︑即に︑現生に得生す

願成就文の﹁即得往生﹂に対する聖人の御

ことである︒

ことは︑思想の言語を感性的価値の

法蔵館︒昭和三十五年三月二十八日

ければならない︒

言語に引き戻すことになる︒そのよ

二十八日第二版第四刷発行︒二七真︒

初版第一刷発行︒昭和五十八年九月

国しを﹁浄土﹂として捉えるという

うに感性的価値観で﹁無量寿仏国﹂
って︑やがて私どもの宗教は意味論

東本願寺出版部 ο昭和四十一年七月

⑥名畑舷倣﹁略論安楽浄土義議案﹄︑

⑤金子大栄一湖︑前掲書︒一二四九頁︒

促也︒﹂︵﹁行巻 L︶と私釈されている︒従

則一一回由開願力光闘ぷ土真困決定時刻之極

彰獲至不退依也︒経言即得︑釈一広必﹂足︒

聖典であり Q教行信誌に︑フ一三口必得往生者︑

を捉えていると︑そのこと自体によ

に受けている︒しかし︑そのことは

って仮名聖教にも懇切に︑﹁郎得往生と

的復讐を受けるであろう︒いやすで
また重要な問題なので︑別に論じな

いうは︑即は：・：また即はウくという︒そ

υ 八真︒原漢文︒
十二日発h

のくらいにさだまりつくということはな

り︒：：：正定家のくらいにつきさだまる

を往生をうとはのたまえるなりに︵﹁一

話されている︒大学教筏として多くの学

即得往生とはもうすなり︒﹂︵﹁唯一一泊紗文

さだまるとのたまう御のりなり

即得往生について

l
！ 聖人は決して現生往生︵成仏︶を説いていない｜｜

念多念文意﹂︶また﹁すなわち往生すとい

うは不退転に住ずるをいう︒不退転に往

生にこのような京学令教え︑あまつさえ

秀

すというは︑すなわち正定以来のくらいに
例の岩波﹁仏教辞典﹂の記述をめぐり︑

﹁ワウジヨウスベキミトサダマルナリ﹂

意し︶と︑そうして正定衆の位につくとは

これを

当派の学者達は多く辞典の記述に賛成し︑

大変な影響力をもっ教授の肩書きで講話

3

聖人は現生往生︵成仏︶を説かれたのだ

される︒どうなってゆくのかと︑そら恐

心さだまるとき︑往生またさだまるなり﹂

っておられると何よりの文証とする﹁信

A

とる人達が︑一点のいパ りもなく明確に語

と左訓されている︒従って羽生往生説を

と一一一一口う︒谷大の教授の中にも︑またつい

住正定衆とは住坐すべき身と定まる

川即得往生とは現生住正定栄てあり︑

ろしくさえなる︒大変な由々しき問題と

にすれば驚天動地のとんでもないことを

んと願うことは成り立たない﹂等と︑私

先般同朋大学の学長が公開講演で﹁浄土

文
して率直に述べる︒

間

に生れたことのないものは︑浄土に生れ

草

l
l
P得往生について
8
5

往生を説かれたものではない︒このよう

御言葉も︑その前後を読めば決して現生

ち往生す﹂︵﹁唯信紗文意﹂︶と一一一一口はれる

︵﹁末灯紗﹂︶とか﹁信心をうればすなわ

われるのである︒聖人の御物語の耳の底

まいらせそうろうべし﹂︵﹁末灯紗 L︶と言

うらわんずれば︑浄土にてかならずまち

うらえば︑さだめてさきだちて往生しそ

れ﹁この身はいまは︑としきわまりてそ

こまでも彼土である︒往生道は願生

同浄土は唯仏与仏の知見であり︑ど

乗至極の念仏成仏の真宗を開顕された︒

れ︑信の一念に法爾必然に滅度に至る大

とで聖人を冒涜するものである︒すなわ

往生成仏にある等とは︑とんでもないこ

未来往生を説かれているが御真意は現生

に︵方便に︶語られた二︑三のお言葉に

て同様で︑或る教授のように田舎の門弟

聖人のこのことについてのお言葉は全

ればならない︒

であり︑聖語を冒涜するものと言わなけ

ついても当然︑信受本願の一念に正定耳東

また愚禿紗の﹁前念命終︑後念即生﹂に

せずして往生治定すと読むべきである︒

ども業事成弁ずれば：：：﹂とあり︑体失

仏往生には：：：この織体亡失せずといえ

歎異抄と比較してみるべきであり︑﹁念

失・不体失の往生のことについてもこの

と確かに語られたと・従って口伝妙の体

まれざる安養浄土はこいしからず：：：﹂

﹁：：：苦悩の旧里はすてがたく︑いまだう

にとどまれるを誌したという歎異抄にも

きよりよろこぶ﹂信心歓喜乃至一念の信

らでつべきことをえてんずと︑かねてさ

願うべき世界として私に開かれる︒だか

末の中味となり︑願生彼国と信の一念に

ある︒これらのことがみな仏願の生起本

相として妙有限りなく荘厳された浄土で

大経に真報土を説かれる︒それは浬薬の

十二も︶の願を立ててその願に酬報して︑

しめ︑おしえ︑こしらえて十二・十三︵三

小二経に報中の化の身土を説いて欣慕せ

く︑十九・二十の方便の願を建て︑観−

による廻向を百として大悲心を成就すべ

法性法身より生ぜし如来は︑童日巧方便

道である︒

なことこそ己れが意巧にこれをとるもの

︑
っ
﹁浄土へ位生︑下広までは不迭の佐にてお

に住することであり︑その通りに述べら

i
v

はしまし候へば﹂︵﹁御消息集﹂︶︑﹁亦是

れている︒
そして往生即成仏で？﹂のくらいにつ

され︑信心の心に喜・悟・信される︒心

となるのだ︒二十九種の荘厳は私に感知

発願之義というは︑二尊のめしにしたご
うて安楽浄土に生れんとね引がこころな
りと：：：﹂︵﹁尊号真像銘文﹂︶︑﹁：：：大

はつねに浄土に居する︒然し浄土が私に

界相︶︑それは三界を勝過し︑究克如虚

来たって思い浮べ観れば観る程︵観彼世

にいたるべき身となるが故に等正覚とな
るともとき：：：﹂︵﹁一念多念文意 L︶と

きさだまりぬれば︑かならず無上大浬梁

龍樹や天親・曇驚等大乗の伝統に分け入

つくなり﹂︵﹁一念多念文意﹂︶とか︑その
外にも同様のお言葉が沢山あり︑また︑

海をよこさまにこえて真実報士のきしに

明法御一局や﹁ひらつか﹂︵﹁御消息集﹂︶の

りつつ︑身を以て如来の金言を聞き開か

空の世界で︑生死の凡夫︑流転の関宅で
入道の死を︑めでたき往生のことと言わ

86

・小の浄土の相︵食相︶にも及ばない凡夫

どのような浄土なのか︑それは方便の観

う世界となる︒現生に得生する浄土とは

ある三界を勝過し︑いよいよ生れんと願

なる浄土は︒色や形のもとである如来の

の位界である︒だからその願心荘厳の広

功徳相として私に廻向せんとされる妙有

らさまざまに方便し荘厳して遂いに真実

ことは同時に﹁法性のみやこへかえる﹂

土をすすめけり﹂であり︑浄土に生れる

路にて︑無上の方便なりければ︑諸仏浄

に﹁安楽仏国に生ずるは︑畢完成仏の道

︵﹁唯信紗文意 L︶ことであると仰せられ

われており︑十八願の成就は﹁願生彼日﹂

広大にして辺際なし﹂︵﹁天親和讃﹂︶と言

仏の知見なり︑究党せること虚空にして︑

なるのか︒﹁安養浄土の荘厳は︑唯仏与

往生者はもう不浄の色︑不浄の心はなく

清浄無為法︐身こと一寸一日われている︒現生

法身なるが故に・・・・・・真実の智慧は実相の

証巻に﹁清浄句はいわく真実の智慧無為

は一而二︑二而一である︒だから聖人は

空即是色と言うか︑浄土と法性︵如︶と

位界へと入らしめられる︒︵色即是空・

ていよいよ略なる清浄︑一法︵句︶・如の

れしものは自然必然に広なる荘厳を通し

だから浄土を願い︑浄土に往生せしめら

続いて信心決定の時に往生する︒それが

得往生ということであれば問題ないが︑

その決定往生ということが︑やがての必

に決定往生である云云と言っておられ︑

：：・﹂の言葉も︑往生とは信心決定の時

の﹁往生は心にあり︑成仏は身にある

それこそ人口に謄炎されている曾我先生

大谷派の同行なら誰れでも知っており︑

るのである︒

なのだ︑二河白道のお言葉をどう領解す

智慧なり︑実相は無相なるが故に：：：無

決定往生とサ一口われ︑何も死んでから往生

る如の世界︵法性 H浬築︶を彰し出す︒

るのか︒また﹁一念発起のかたは正定緊

のゆえに相好荘厳すなわち法身なり：・

相のゆえによく相ならざることなし︑こ

は私共の本当の教済は成り立たぬ︑神学

というのではない︑そのような真宗学で

願心を︑また更らにその願心のもとであ

なり︒これは綴土の益なり︒つぎに滅度
︑︑︑︑︑︑
は浄土にてうへき益なりとこころうべき

法身は色にあらず非色にあら−さることを

生者︑無二不浄色﹁無コ不浄心﹁畢克皆得ニ

なり︒ざれば二益なりとおもうべきもの

明かすなり﹂と論註の文を引用されてお

と︑これはやはり現生得生を説かれるも

的な仏教︵真宗教学︶はいらないと続く

妄想の世界ではないか︒論註には﹁諾往

なり﹂︵﹁御文﹂︶との蓮如のお言葉はど

り︑﹁言往生者︑大経言皆受白然虚無之

つまり新しい生活が決定する︒新しい生

のであり納得出来ない︒住乍−というのは

うことについて

判﹁往生は心に︑成仏は身に﹂とい

うなるのか︑蓮如を否定しようというの

身無極体﹂と証巻に言われている︒そし
て浄土和讃の﹁顔容端正たぐいなし：：：

υ

虚無之身無極体：：：しについて﹁法身如

往生即成仏である

JM

さきにもふれたように浄土とは︑真実

ω

智慧無為の法性法身の如より来生せる方

活が始まることを往生というとも三一日われ
米ナリ

L と左訓されるのである︒まこと

便法身の如来が︑その大悲の清浄願心か

即得往生について
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る︒何か白から鱗こが取れたような生活
が与えられると言うのだろうか︑この身︑
臨終の一念に至るまで煩悩の去ることな
どんな新しい生活があるのか︑あさまし

く︑またいよいよ五濁増の世において︑
さ不浄造悪の身をよそにして生活はない︒
氷多きが故に水多しという信の喜びの生
か︒ヰ触りのよい言葉に酔りて大先生の

活をおいてどんな新しい生活が開けるの
言葉だからと鵜呑みにしている人が多い
ちなみに上述の言葉と違う矛盾するよ

のではないか︒
うなお話しも曾我先生の中にある︒すな
わち﹁決定して得生の想をなすについて
願生を否定して得生ばかりを一士一日う人もあ
るが︑願生なくして得生はない︒願生に
︑
︑
おいて得生は感得される﹂︵﹃正信傍聴
・：この人生こそ浄土の東門そのもので

記﹄︶と︑また﹁欲生我国は円である︒

Q

私共は曾我教徒ではないのだ︑親

ある﹂︵﹁歎異抄聴記﹄︶とも仰しゃって
いる

驚の教えに生きるものだ︒聖人は大信心
︑
︑
は﹁欣浄厭微之妙術﹂︵﹁信巻﹂︶だと仰
しゃっているのだ︒以上
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