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新型コロナウイルスに想う
親鸞仏教センター所長

本多

弘之

コロナウイルスが蔓延しはじめて、すでに ２

親鸞仏教センターが立ち上がって、すでに２２

年半を超えた。次々に変異株が生まれ、世界中を

年目に入ろうとしている。現代に親鸞思想を開いて

コロナ騒ぎに巻き込んでいく。人間の側は、対応

いくことを目標に立て、
「現代」と「親鸞」の双方

するのに大わらわであり、ワクチンの開発で収ま

の学びを持続してきたのであった。その現代とは

るかと期待されたのだが、相変わらずの感染者の

何か。それは、常に動いている状況であり、新し

数字ではある。

い思想課題やそれぞれの専門分野の先端的研究に

この中で、人間にとって何が最も大切なのかと

学んでいかなければならない。そしてその一方で、

いう問題が、見えにくくなってきたようである。

親鸞思想のもつ信念の内面の開発が、自己にとっ

社会生活の持続が、少しずつ変化してはいても、

て常に新鮮な要求として持続していないのであれ

目に見えて変化しているようではなかったが、こ

ば、現代に対して発信力をもち得ないであろう。

のコロナ騒動によって一気に社会の生活感覚が切
断されるような激変を経験することになった。
その影響は我らの仏教界においても、特に聞法

幸いにも、このような親鸞仏教センターの試み
に、同感して参加してくださる若い研究者が次々
と現れて、この願いを引き受けてくださっている。

活動の中止が相次いで起こり、御門徒の意識もそ

この現代と親鸞の学びへの情熱が、角度を変えた

れどころではないという有様となっている。「不

り課題の革新を図ったりしながら持続できている

要不急」の場合は外出をしないように、という注

ことは、まことに不思議なことである。

意事項が一人歩きをして、すべての聞法の会座が
閉ざさざるを得なくなっているのである。

現代は、総体として物質文明の進化発展に急で
あり、精神文化はともすれば忘れ去られていくよ

『大無量寿経』のいわゆる三毒五悪段のはじめ

うである。中でも、「宗教的なるもの」は、確か

に、この世の人々は「薄俗にして共に不急の事を

に説得力を失ったかの如くである。特に、旧来の

あら

ごと

（東本願寺版『真宗聖典』、58頁）と言われ
諍う」

非科学的世界観に固執する教義では、説得力をも

ている。忙しい、忙しいと思いながら、実は最も

ち得ないであろう。これらを譬喩 的表現として、

大切なことを忘れていると言うのである。つまり、

現代人に精神の深みの自覚、そして精神統一の目

自己を問うことを忘れているのではないか、と言

覚めを呼びかけなければならない時なのではない

われているのである。

かと思うのである。

ゆ
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現

代

と

親

鸞

の

研

究

会

本研究会では「現代とは何か」をテーマに、さまざまな分野でご活躍
されている方々から、専門分野での課題とその苦闘から問題提起し
ていただき、時代の課題と親鸞の思想・信念との接点を探っています。

第67回

現代社会とフェミニズム
江原 由美子 氏（東京都立大学名誉教授）
第67回「現代と親鸞の研究会」では、江原由美子氏（東

別役割分業社会が揺らいでいくこととなる。ただ

京都立大学名誉教授）をお招きした。江原氏は、日本の

し、女性の置かれた状況は改善されたわけではな

フェミニズム研究の第一人者の一人である。2021年に

かった。雇用形態を見比べてみたとき、男性と比

は、1985年刊行の『女性解放という思想』（勁草書房、

べて、女性は非正規雇用であることが多い。女性

1985年／筑摩書房、2021年）、2001年刊行の『ジェ

の就業率も就業年数もかなり伸びているが、依然

ンダー秩序』
（勁草書房、2001年／増補版、2021年）

として男女間では賃金格差がある。女性は、なお

の 2 冊が再刊されるなど、その研究のもつ重要性は、

も厳しい状況に置かれたなかで、就業、結婚、出

古びるどころか、女性の社会進出が官民問わず盛んに唱

産にかかわる困難な選択に直面している。さらに、

えられるようになった今こそ、増しているように思われ

シングルマザーの増加に象徴されるように、新た

る。今回の研究会では、現代社会の重要な問題の一つで

な課題も生まれる一方、男性でも非正規雇用、独

あるジェンダーをめぐる問題について、女性解放の権利

身男性が増加するなど、男性の取り巻く環境も厳

と獲得を求めるフェミニズムの議論を中心に講義して

しくなりつつある。フェミニズムの課題は、こう

いただいた。

した新たな現代社会の問題に答えていくことであ

講題は、
「現代社会とフェミニズム」と題された。講

る。

義内容は、
「第二波フェミニズム」の歴史を中心に、フェ
ミニズムが達成したこと、現在抱えている課題について

◆アンチフェミニズムの歴史とグローバル化

であった。以下、講義の概要について、適宜、情報を補

女性解放の権利と獲得を追求するフェミニズム
の主張は、現代社会にも有効に思われる。もっと

足しながら記す。
（親鸞仏教センター嘱託研究員

宮部

峻）

も、フェミニズムの主張は、今なお、全面的に肯
定されているというわけでない。フェミニズムの

◆フェミニズムの新たな課題
「第一波フェミニズム運動」は、女性の参政権

在があった。昨今、メディアやSNSなどでもみら

の獲得を追求する運動であった。それに対して、

れる「フェミニスト嫌い」もその一つである。若

1960年代に欧米で始まった「第二波フェミニズム

い女性の中にも、男女の平等がある程度、達成さ

運動」は、女性の社会的地位が向上していないと

れたと捉えて、フェミニズムを不要とし、
「女性

いう認識のもと、性別役割分業、ジェンダー差別

らしさ」に価値を見出そうとする「ポストフェミ

を問い直す主張であった。1960-70年代の高度経済

ニズム」的動向がみられるようになったという。

成長期の日本では、女性の雇用を未婚期に限定す

また、統計結果からも明らかなように、若い男性

るといったジェンダー差別を伴う「日本型雇用慣

を中心として、「アンチフェミニズム」的動向も

行」が成立した。日本でも「ウーマン・リブ」と

根強い。政治の場では、男女共同参画社会基本法

呼ばれる運動がみられたが、大きなものとはなら

の制定以降、フェミニズムは伝統的な家族の解体

なかった。
「女性は家事・育児に専念すべき」と

を促進すると主張する保守派の批判も見られる。

いう性別役割分業社会は、日本の経済の強みとさ

フェミニズムは、反対派からの批判を受けながら

れることもあり、根強く維持されてきた。

進展してきた主張である。

しかし、バブル崩壊後、経済的不況を背景に、

2

歴史には、「バックラッシュ」（反動・逆流）の存

近年のアンチフェミニズム的傾向の高まりの背

日本社会は、
「共働き世帯」を前提とする社会経

景には、グローバル化の進展に伴う雇用、家族の

済へと転換を迫られることとなる。結果的に、性

流動化と不安定化、格差拡大がある。経済的環境
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の変化とともに、女性の労働力は企業にとっても
魅力的なものになり、女性の自立は、ネオリベラ
リズム的価値観と共振していくようになった。し
かし、女性がみな等しく経済的に成功しているわ
けではなく、女性内での格差が拡大するという事
態が引き起こされているという。他方、製造業の
衰退に象徴されるように、産業構造の転換により、
かつてマジョリティであった男性中間層の没落も

ていた時間を延長して議論が行われるなど、大変

進んでいる。男女というジェンダーを問わず、家

盛況であった。

族と労働で社会保障をもたない人びとが生み出さ

本講義で論じられたジェンダーをめぐる問題に

れてきた。こうした男女ともに厳しい環境に晒さ

ついて、仏教も他人事ではいられないはずである。

れている現代社会にどう向き合っていくのか。こ

というのも、少なからず、現代社会のジェンダー

れは、個人の問題ではなく、社会の問題であり、

的価値観は変容を遂げているにもかかわらず、性

アンチフェミニズムやポストフェミニズムが見落

別役割分業意識に対して、寺院仏教は保守的な意

としている問題である。

識をもっていることや、宗門法規の規定など制度

さら

慣行が古い価値観に基づいたままであるなど、寺

◆対話するフェミニズム

院仏教がジェンダーの問題に対して、十分に取り

こうした現代社会の状況を踏まえて、江原氏は、

組むことができていない現状が指摘されているか

「対立から対話へ」と向かうことがフェミニズム

らである（猪瀬優理「戦後の宗教とジェンダー」

にとっての一つの切り札になると考えている。た
とえば、トランプ現象にみられたのは、階層下落・

島薗進・大谷栄一・末木文美士・西村明編『近代
日本宗教史 第 5 巻 敗戦から高度成長へ——敗

失業・男らしさ喪失等の不安に苦しむ人々が「自

戦～昭和中期』〔春秋社、2021年〕、142〜169頁）。

分を追い越していくマイノリティ」に対して抱え

また、世界的にみても、フェミニズムの主張を

ている怒りである。その怒りは、反リベラルに対

めぐって生じてきたバックラッシュには、宗教も

して、差別主義者というレッテルを貼り、蔑んで

関わっており、日本に目を向けても同様の事態は

いる中流リベラルに対する怒りでもあった。リベ

確認される。保守系団体である日本会議による選

ラルと反リベラルとの分断が深まる一方、反リベ

択的夫婦別姓への反対、ジェンダー教育に対する

ラルの根底にある怒りは、リベラルも向き合って

反対といった主張は、バックラッシュとして位置

いかなければならない問題である。この分断を乗

づけることができるであろう。日本会議には、宗

り越えることは容易ではない。しかし、マイノリ

教関係者も多く関わっていると言われている。宗

ティの権利の獲得を目指してきたフェミニズムの

教とバックラッシュの問題は、日本社会でもみら

課題は、対立を通じて分断を深めることではなく、

れるのである。

さげす

対話によって現代社会で困難を抱えている人びと

寺院仏教内にジェンダー平等に対する保守的な

と連帯を図っていくことである。ここにフェミニ

意識、旧態的な制度慣行の問題が残っているとし

ズムの現代的な意義が見出されていく。

て、寺院仏教は、他の宗教の反動的主張をどのよ
うに考えていくことができるのであろうか。寺院

以上が、講義の概要である。 1 時間半にわたっ
た講義ののち、質疑応答が行われた。

仏教内でも女性差別を考える取り組みが展開され
つつある。本講義で示された「対話するフェミニ

質疑応答では、日本の「伝統」的な家族観、国

ズム」の姿は、決して、仏教者を「あちら側」の

民国家・ネーションの問題、欧米社会と日本社会

世界に押しとどめて議論から締め出すのではな

における運動の歴史の違い、「女子力」の問題、

く、ともに課題を見出していくきっかけを作り出

日常生活での実践、トランス・ジェンダーやノン・

していくであろう。

バイナリーとの関係、男性の家事・育児参加、韓

白熱した本講義の詳細は、研究誌『現代と親鸞』

国におけるジェンダーの問題について、議論され

に掲載予定である。開かれたフェミニズムが対峙

た。当日は、研究員・事務員のほか、ジェンダー

している問題を読者の皆様と考えるきっかけとな

研究に関心のある大学院生も参加した。質疑が多

ればと思う。

岐に渡っていることからもわかるように、予定し
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『大乗涅槃経』を読む

公開講座2021報告
2006年に「公開輪読会」として始まった本講座は、

—

仏性とは何か

—

藤村 潔

親鸞仏教センター研究員

昨年に引き続き、
『大乗涅槃経』
（以下、
『涅槃経』）

当センター研究員の学びを公開し、聴講者の方々と共有

を課題として取り扱った。『涅槃経』には主に六

する場として開設された。私たちが生きる現代との接点

巻本、四十巻本（北本）、三十六巻（南本）が現

を探りつつ、釈尊、親鸞、清沢満之も含み、広く仏教に

存するが、本年度もまた、中国・朝鮮半島・日本

ついて課題としてきた。

で広く流伝した南本をテキストとした。

本年度は、先年に引き続き、オンラインでの開催と

中期大乗経典に位置づけられる本経には、主要

なった。昨今のコロナウイルス感染症の状況ゆえであ

概念として、
「大般涅槃」
「如来常住」
「常楽我浄」
「仏

る。研究員のみならず、聴講者の方々も、オンラインで

性」「一闡提」といった概念が説示される。こう

の学びということに（どこか物足りなさを感じておられ

した主要概念の吟味も射程に入れつつ、本講座で

るかもしれないが）随分と慣れてきた感があった。

は「仏性とは何か」というサブタイトルを掲げ、
『涅

今年もまた、先年と同様に講座全体の共通テーマを掲
げていない。しかし、各講座のタイトルを見ていただけ

槃経』で説かれる仏性をめぐる思想的意義を究明
した。

ひ

ゆ

ればわかるように、
「読む」ということを意識した。ひ

『涅槃経』では、様々な物語や譬 喩 から仏性の

とまず読むことを意味する「素読」は、数多の情報が消

意味内容を明かそうとしている。本講座では、
「貧

費されていく現代において、特に重要となっているので

女宝蔵の譬喩」「乳酪五味の譬喩」などを取り挙

はないか。

げて、衆生における「悉有仏性」という課題に迫っ

あまた

『大乗涅槃経』
、「正信念仏偈」、『精神界』——それぞ

た。その中でフロアの関心を集めたものが、そも

れの時代に探究されてきた真実がある。遺されてきた言

そも仏性とは衆生に内在するものなのか、あるい

葉を、目で、耳で、あるいは口に出して、各々の身にお

は外在的なものとして捉えるべきかといった点で

いて読むということを心がけた。

あった。この点、経典全体（初分・中分・後分）

のこ

全国からの参集があり、各回おおよそ30人から50人

の文脈から考慮するべきであるために、性急に答

ほどの参加があった。各回の質疑応答の時間には、様々

えは出せなかったが、東アジア仏教の思想家がど

な視角から活発な議論がおこなわれた。

のように歴史的に『涅槃経』を受容していたのか
を手掛かりに、「性」という観点に注目して考察
した。
さらにまた、親鸞が『教行信証』「信巻」や和
讃などの中で取り挙げる「信心はすなわち仏性な
り」と説かれる「信心仏性」という概念について
も注目した。親鸞にとって仏性とは、単に衆生の
内在的な「本有仏性」ではなく、如来の願心より
よ

発起する信心に拠るものであるため、はたして『涅
槃経』そのものの教説の意図に沿うものか判然と
しなかった部分がある。とはいえ、やはり親鸞に
とって仏性とは、あくまで信心において実現され
るものであり、如来より与えられる信心の上にお
いて顕現するものと推察される。この点、本講座
を通して『涅槃経』の教説を受容した親鸞の仏性
理解について改めて問い返すことができたと思
う。

4
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「正信念仏偈」を読む
—

依経段における自覚と救済
親鸞仏教センター研究員

『精神界』を読む

—

—

東 真行

語られる清沢満之

親鸞仏教センター研究員

—

谷釜 智洋

親鸞の主著『顕浄土真実教行証文類』中「行巻」

『精神界』は、清沢満之と弟子らの対話により

末尾にある「正信念仏偈」（以下、「正信偈」）は、

育まれた「精神主義」運動が展開されたことで広

親鸞を宗祖と仰ぐ人々に重んじられる偈文であ

く知られている。当雑誌は月刊誌として、1901年

る。その前半部が所謂「依経段」である。今回は

1 月 か ら1919年 2 月 ま で の 約18年 間 発 行 された

その冒頭の三句を主として、「自覚」と「救済」

が、後見人を務めた清沢が1903年 6 月 6 日に生涯

という切り口から考察を試みた。

を閉じたため、雑誌には約 2 年半しか関わってお

「自覚」という言葉を親鸞は用いない。たとえ

らず、残りの約15年間は彼の薫陶をうけた弟子ら

ば『歎異抄』に「如来よりたまわりたる信心」
（東

に継承された。清沢没後も『精神界』には、「精

本願寺出版『真宗聖典』〔以下、聖典〕、639頁）

神主義」が弟子たちにより、師匠たる「清沢満之」

とあるように自ら覚 るのではなく、如来回向に

への心象とともに語られていく。

さと

よって信心を賜るという。しかし、如来の回向に
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そこで本講座では、従来あまり顧みられてこな

依ることは、自らを凡夫と知って成立する。ここ

かった1910年代の『精神界』誌上から清沢がいか

に「自覚」と表し得る内実があり、同時に「苦悩

に語られているか、これを確かめていくことを目

の群萌」の「救済」（聖典、149頁）がある。

指した。実際には第 1 回から第 3 回にかけて徐々

親鸞の生涯では聖徳太子・法然という、観音・

に1910年代の誌上に迫っていくような形で進行し

勢至の示現でもある諸如来との値遇は重要であ

た。講座では『精神界』全213冊のうち清沢への

る。その値遇を経て、のちに親鸞と名のる者が誕

追憶が特に顕著にあらわれている1909年の「清沢

生したとも表し得る。その親鸞は、消息を確認す

先生七周忌記念」並びに1915年の「清沢先生十三

る限り、聖覚や隆寛の著作、また、それらについ

回忌記念号」という特集号を確かめていくことに

ての自らの注釈書『唯信鈔文意』、
『一念多念文意』

した。

等を門弟に繰り返し書き送っている。親鸞在世時

初回は、全 3 回の手引きとして、まず『精神界』

には、これらの「文意」が代表的著作であったの

発行の経緯や雑誌の基本的な構成を確認していく

だろう。そこでは「一如法海」あるいは「法身」

ことからはじめた。そのうえで『精神界』に報じ

から法蔵菩薩があらわれたと共通して記される

られた清沢一周忌並びに三周忌の記事から彼の人

（聖典、543、554頁参照）
。すなわち、異なる著作

柄が垣間みえる逸話について紹介した。第 2 回・

に等しい内容が説かれており、極めて重要な箇所

第 3 回では前述した『精神界』の「清沢先生七周

である。

忌記念」と「清沢先生十三回忌記念号」といった

また、その内容は「正信偈」冒頭の三句を読む

特集号を確認した。これら特集のうち「清沢先生

際の示唆に富む。初めの二句は、阿弥陀仏への帰

七周忌記念」には、会場を代えながら三日間にわ

敬である。続く第三句は、因位の法蔵菩薩のあら

たる記念講演の内容が掲載されている。また、

われを讃嘆する。初めの二句から第三句への流れ

十三回忌の特集「清沢先生十三周忌記念号」には

を了祥などの先学は「浄土和讃」
（大経意）の第

生前の清沢とほとんど面識のない者からの彼に関

五首、第六首（聖典、483頁）を参照して読み解く。

する言説も掲載された。

冒頭の三句では阿弥陀仏が果位に留まらず、法蔵

従来『精神界』を読む場合、清沢のものとされ

菩薩としてあらわれることが讃嘆されているのだ

る論稿やある特定の論稿への着目が多かったよう

と。この了解は
「文意」の内容と近似する。つまり、

にみうけられる。しかし、今回の公開講座を通じ

如来が凡夫のために身をあらわすことへの歓喜

て「語られる清沢満之」という雑誌『精神界』の

を、
「正信偈」冒頭三句の文脈から読み得るので

一側面を紹介することができたと考えている。

ある。
凡夫の「自覚」に如来のあらわれという「救済」
が回施される。如来との値遇に始まる親鸞の実感
が「依経段」の根幹にあるのではないだろうか。
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「現代と親鸞」公開シンポジウム

—〈いのち〉という語りを
問い直す—

Ⅰ

◆ 問題提起とコメント

第３回

人間的行為の葛藤と
〈いのち〉の言説

長谷川 琢哉（親鸞仏教センター嘱託研究員）
〈いのち〉という表現は、
現代においてさまざまな場
面で用いられているが、宗

開催趣旨

教の領域においてもよく目
親鸞仏教センター嘱託

中村玲太

2022年 2 月12日（土）に第 3 回「現代と親鸞」
公開シンポジウムを開催した。前回に引き続き、

にするものだ。真宗大谷派
でも、宗祖親鸞聖人七百五
十回忌のテーマとして「今、
いのちがあなたを生きている」という文言が選ば

オンラインでの開催となった本シンポジウムにつ

れた。〈いのち〉の語りは、生命の私有化が目に

いて要録をお届けする。これまでも多様な分野の

つく現代社会において、重要な批判的機能をもつ

専門家をお招きし、多角的に問いを深めてきたが、

ことは間違いない。しかし同時に〈いのち〉とい

本シンポジウムはより研究領域を横断したものと

う表現はあいまいさを含み、誤解を生じやすいと

なった。シンポジウムテーマに掲げた〈いのち〉

いう側面もある。例えば、大いなる〈いのち〉が

という語りが、それほどまでに広域に語られてい
るということでもあるのだろう。
〈いのち〉という言葉のもつ肯定／否定のイメー
ジについては、
すでに『岩波講座

宗教』第 7 巻「生

命——生老病死の宇宙」
（岩波書店、2004）の序
講に池上良正が指摘している。負の面としては、
〈いのち〉という統合性・全体性を賛美する言説
が全体主義へと向かう危険性などがあるとする。
あるいは、
「いのちの輝き」といった美しい言葉
では決して美化することのできない汚辱、苦悩深
き人間の現実があるのではないかとも言う。〈い
のち〉という抽象的な言葉では捉えきることので
きない「私」
「あなた」の物語があるのではない
だろうか。そして「私」に向かう以上、
「大切」
「輝
罪悪・苦悩の問題がある。
〈いのち〉という語りによってむしろ見え難く
なっている人間の問題を掘り起こすことをシンポ
ジウムテーマとした。しかし、それでもなお必要
な〈いのち〉という語りの側面も論じられ、まさ
に多角的な検討の場となった。

典型である。仏教の「無我」がそのイメージと結
びつき、時に全体主義的傾向をもつ思想と結びつ
くこともあった。自己のはからいを否定する他力
信仰は、特にその危険性に注意を払う必要がある
だろう。
清沢満之が弟子たちと提唱した「精神主義」に
も、同様の危険性が指摘されてきたが、本発表で
は、清沢の論考の中で取り上げられた具体的な事
例（平重盛の葛藤）に注目し、精神主義における
倫理的葛藤と宗教との関わりを再考した。本発表
が最終的に見出すのは、調和的〈いのち〉の裏面
にある個の絶えざる反省の必要性というもので
あった。

Ⅱ

き」という形容では覆い隠すことのできない私の

個を包み込むイメージでとらえられる場合がその

いのちとその産み育ての結びつきと分離

―「母性」、出生前診断、「赤ちゃんポスト」などを手がかりに―
中

真生（神戸大学人文学研究科教授）

〈いのち〉の誕生に関する
語りには、いのちはかけが
えがない、新たないのちの
誕生は喜ばしいなどと、そ
れが誰のどのような状況に
あるいのちか、または誰が
産み育てているいのちかと
いうことと切り離して一般的に語る語り方も多
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い。他方で、新しいいのちが誕生することと、そ

〈いのち〉を守るために、〈いのち〉の問いを避

れを産み育てるのが母親であることとがほとんど

ける——しかし〈いのち〉の問いを問わずして、

一体であるかのように分かちがたく結びつけられ

ほんとうに〈いのち〉を守ることができるのか。

て語られることもある。
「母性」という言葉を用

過酷な戦場で若き日の信仰を失い、戦後は現代自

いる語りがその代表である。これらのことは、子

由主義の旗手となった政治哲学者ロールズの軌跡

どもを産み育てることを私的な事柄と考えるか、

をたどりつつ、考えをめぐらせた。

公的な事柄と考えるかということにつながってい

コメント

るように思える。産み育てを完全に公的な事柄と

加藤 秀一（明治学院大学社会学部教授）

するのも、完全に私的な事柄とするのもそれぞれ

コメンテーター

問題があり、それらの適正なバランスを取ること

長谷川報告がとりあげた

が重要であるが、それはいつの時代も難しく、議
論が絶えない。
本発表では、まず「母性」をめぐる議論を見る
ことでその難しさを浮き彫りにした。その際、と
くに産み育ての「個人化」、「自己責任化」の弊害
に焦点を当てた。後半では、上記の事情を、現在
の産み育てに関する具体的な問題について概観し
た。取り上げたのは、出生前診断、「赤ちゃんポ
スト」
、養子縁組・里親・養護施設を通じた養育

Ⅲ

の（一時的/長期的）譲渡である。

〈いのち〉と政治の
パラドックス

森川

輝一（京都大学大学院法学研究科教授）

一人では自足せざる人間
たちが互いに手を取りあっ
て秩序をつくり、ともに〈い
のち〉をつなぐ営み、それ
が政治である。だが、秩序
をつくりだす力、あるいは
秩序がつくりだす力はしば
しば、
ほんらい守るべき〈いのち〉を脅かし、損なっ
てしまう。国家や民族のため、みんなの〈いのち〉
のため、と称して個々の生命を搦めとり、掠め取
り、
踏みにじる。では、そういうことにならぬよう、
〈いのち〉の問題は個人の自由にゆだね、政治か
ら切り離すことにしよう。政治は秩序の維持に徹
し、この世に生まれる意味といった宗教的問いか
ら人工妊娠中絶の是非のような個別具体的な課題
まで、
〈いのち〉の問題には極力立ち入らず、各
人の信条や選好にまかせるのがよい。一般に自由
主義と呼ばれるこうした考え方は、近代初頭の血
まみれの宗教戦争の中から生まれ、イデオロギー
の吹き荒れた20世紀の惨禍を経て、今日では広く
受け入れられているように見える。

清 沢 満 之 ら の「 精 神 主 義 」
について私にはコメントす
る資格がないが、その問題
意 識 の 核 を な す〈 い の ち 〉
言説の危うさ、すなわち「全
体主義」への傾斜に対する
警戒の念を深く共有する。「全体主義」が、個人
よりも国家や民族といった「全体」を優先すると
いうよりも、何よりもまず全体という名の存在者
いい

〈い
を恣意的に設定する思想の謂であるとすれば、
のち〉がその最たる実例であることは否定できな
い。
中報告における、「赤ちゃんポスト」が親・親
族との関係の具体性を捨象された子の〈いのち〉
それ自体を同定するという指摘はきわめて示唆的
であるが、それも上記のような両義性をふまえて
さらに掘り下げるべき論点だと思われる。もう一
点、母性保護論争における与謝野晶子の主張は確
かに現在の目から見れば、母子福祉的な発想の欠
如という弱点をもっているというのはその通りだ
が、むしろ、
「子どもは親や国家の所有物ではなく、
その子自身のものだ」という思想に力点を置くも
のとして読むべきではないか。
森川報告における「出生＝唯一無二の個の始ま
り」という考えをめぐる考察は、長谷川報告と同
様に「個と全体」という概念対そのものの批判と
いう論点を惹起する。はたして「個」は「全体」
に対する「部分」なのだろうか。報告の大部分を
占めるロールズの宗教的立脚点とそのリベラリズ
ムとの関係もきわめて興味深いが、私としては
ロールズが述べていない別の可能性を思った。す
なわちル＝グィンの「オメラスから歩み去る人々」
が幻視する「共同体を離脱した者同士による高次
の連帯」の可能性である。
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リレーコラム

「近現代の真宗をめぐる人々」 第17回
（森岡清美 [1923-2022]）
真宗に関わる学術研究は数多くあるが、そのなかで
も今なお読み継がれている研究として多くの人が挙げ
るのは、
宗教社会学者の森岡清美によるものであろう。
森岡の宗教研究に対する眼差しとして、私が挙げた
いのは、対象を徹底したまでに客観的・実証的に捉え
ようとする視座である。森岡の研究は、
寺院の名簿録、
統計データ、日記など縦横無尽にデータを駆使する一
方、家構造、教団ライフサイクル、コンボイなど、社
会学の理論を柔軟に応用し、対象と徹底的に距離をと
りながらも根幹に迫っていく。森岡は家族社会学、戦
争社会学と領域も越境し、今なお影響を与え続ける多
くの研究を生み出してきた。到底、一人の人間による
作業とは思えない。森岡はいうまでもなく社会学が生
み出した知の巨人である。
そんな森岡が、晩年、白川党の研究を通じて強調し
たのは、熟議の必要性である。森岡が大谷派の歴史を
井上豊忠の日誌をもとに、コンボイという理論的視座
から検討し、導き出したのは、白川党にあった同朋の
精神であった。
生前、氏のご自宅でお話をする機会をいただいた。
氏から私が感じとったのは、常に冷静で知的好奇心に

親鸞仏教センター新研究員紹介
主任研究員

てなく接する温かさであった。私はその温かさに氏の
人となり、そして、
氏がおそらく見出
したであろう宗教、
真宗のあるべき姿
を見たのであった。
氏の肩の上に立て
るよう氏の研究を
継承していくこと。
これは後続の研究
者に課せられた使
命である。
（宮部

峻）

たけ し

雄之

1955年京都府生まれ。大谷大学文学部仏教学
科卒業。大谷大学大学院博士後期課程（真宗
学）満期退学。元大谷大学文学部真宗学科教
授。大谷大学名誉教授。近年の論文に、
「我、
仏教と相応せり——『大無量寿経』と「優婆
提舎」」（『親鸞教学』第108号〔2017〕）
、
「還
相回向の成就」
（
『眞宗研究』第64号〔2020〕
）
、
「探究清沢満之的宗教哲学──如来与他力門
論述」（廖欽彬編訳『日本哲学与跨文化哲学』
〔中山大学出版社、2020〕
）など。
[研究領域] 親鸞教学の研究／曇鸞浄土教思想
の研究／近代真宗教学の研究
研究員

みや べ

宮部

たかし

峻

1991年大阪府生まれ。東京大学文学部卒業。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修
了。博士（社会学）。近年の論文に、「信仰と
組織をめぐる矛盾と運動——戦後の封建遺制
論と真宗大谷派の改革運動に注目して」（『年
報社会学論集』第34号〔2021〕）、「戦後日本
社会における「大衆」と「宗教」——高木宏
夫の宗教研究の理論的再評価を通じて」（『現
代社会学理論研究』第15号〔2021〕
）など。
[研究領域] 歴史社会学、宗教社会学。同朋会
運動の展開と近代化の関係性について

あふ

満ち溢れながらも、どんな身分・地位の人とも分け隔

か く

加来

嘱託研究員

あおやぎ

青柳

えい し

英司

1985年栃木県生まれ。大谷大学文学部真宗学
科卒業。大谷大学大学院文学研究科博士後期
課程修了。博士（文学）。元大谷大学任期制
助教（真宗学）。元大谷大学真宗総合研究所
東京分室PD研究員。近年の論文に、「鎌倉期
仏教文献としての『教行信証』—— 題号の「真
実教行証」に着目して」
（
『近現代『教行信証』
研究検証プロジェクト研究紀要』第 3 号
〔2020〕）、「『教行信証』における「ヲ」の仮
名遣いについて——坂東本の異筆訓点に関す
る一考察」
（『印度學佛教學研究』第69・ 1 号
〔2020〕
）など。
[研究領域] 親鸞思想の研究／『教行信証』の
解釈史の研究

お知らせ
連続講座「親鸞思想の解明」（講師：本多弘之所長）が再開しております。オンライン配信も行って
いますので、以下のURLよりお申込みください。
URL : https://forms.gle/Hs1mr9pmZ8W6peLH7
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