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独立者となろう
親鸞仏教センター所長　本多 弘之

　釈尊がこの世に誕生したとき、右手で天を左手
で地を指さして、「天上天下唯我独尊」と叫ばれ
たという伝説がある。この「独」とは、この世に
生命を受けることは、一つの身体を与えられて、
独りで生きることを表している。『大無量寿経』
には「独生独死独去独来」とも言われる。「尊」
とは、この生存が当たり前の存在ではなく、気づ
いてみれば他にかけがえのない尊貴さをもつ生存
であることを象徴するのである。
　しかし、我らがこの世で生きるときには、決し
て独りだけで生きるのではない。生まれるのも、
親から与えられる身体であるし、兄妹や親族、さ
らには近隣の人々、そして学校や社会などの「人
間関係」のなかに生活するべくこの生命が与えら
れている。
　この関係的な存在、「間的存在」として生きる
ところに出てくる問題がある。それが「倫理」の
問題である。善悪だとか正邪だとか罪悪というこ
とである。これらの課題をしっかりと受け止めて
生活をしていくことが、人間にとっての大切な課
題なのである。しかし、人間関係のなかに出てく
るこれらさまざまな倫理的な規範を根底から決定
してくる制約や条件がある。実は、それがそれま
でに蓄積してきた歴史に深く関係する決定的条件
でもあるのである。そしてそれは、地理的条件や

気候条件、あるいは他の国との関係などのなかで
積み上げてきた価値体系などでもある。
　これらは、いうなれば相対的条件と言ってもよ
いであろう。たしかに、個人にとってはある意味
で絶対的条件のごとくに規定してくるにしても、
場面が変わったり、他国の人であったりすれば、
その規範は変わりうることになる。絶対的条件の
ごとくに感じる倫理的規範が、個人にとっての相
対的条件であるのなら、何を基準にしてその規範
を決定するのかが問われることになる。
　『歎異抄』に「善悪のふたつ総じてもって存

ぞん

知
じ

せざるなり」という表現がある。これは、倫理的
規範など、どうでもよいと言っているのではない。
一切の生存を根底から支えている「大悲」の智慧
を見いだすなら、相対的規範の縛りを緩めうるこ
とを表そうとしているのではないか。この智慧を
発見するなら、「独生独死」の孤独の生存を超えて、
独立者でありつつ「独尊子」たることをうるので
ある。独りであることを、「孤立」と感じるので
なく、「独尊」と受け止めていこうと言うのである。
　この独尊の知恵によって、自己を信ずることが
できる。自己が大地の上に立ったような安心感を
受けとめるなら、自ずから人間を信じられる。そ
こにおいてこそ、独立しつつ連帯する道が開ける
のである。
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親鸞仏教センター連続講座「親鸞思想の解明」
親鸞の生きた人生態度を、現代社会の大切な思想として掘り起こ
そうと、親鸞の思想・信念を時代社会の関心の言葉で思索し、考
え直す試みとして公開講座を行っています。

「浄土を求めさせたもの―『大無量寿経』を読む―」㊹

智慧、大海のごとし
親鸞仏教センター所長　本多 弘之

　連続講座「親鸞思想の解明」は、「浄土を求めさせた

もの―『大無量寿経』を読む―」の第108回から110回

が東京国際フォーラム（有楽町）で行われ、108回では「正

念・正観」等について、109回では「空・無相・無願三味」

等について、110回では「道の自然」等について、センター

所長・本多弘之が問題提起をし、有識者と一般参加者の

方々との間で活発な質疑応答がなされた。ここでは、先

に行われた第106回から一部を紹介する。

� （親鸞仏教センター嘱託研究員　越部 良一）

■覚
さと

るということは迷いの事実を知ること
　「智慧、大

だいかい

海のごとし」（『真宗聖典』55頁、東

本願寺出版、以下『聖典』）とありますが、親鸞

聖人は、この智慧という言葉を、仏の名号が智慧

という意味をもつという使い方もされますけれど

も、「信心の智慧」（『聖典』503頁）という言い方

もなさるのです。我々に起こる信心が智慧という

意味をもつと。いずれにしても、仏教の智慧とい

うのは、この世の智慧とは質が違う。この世の智

慧は、処世の智慧とか人生の智慧とかいう言い方

もありますけれど、この世を渡っていく方法論に

関わる智慧なのでしょう。しかし、仏教の智慧は

そうではなく、この世の迷いを翻
ひるがえ

すようなはたら

きをもった智慧です。だから、英語で言うと

knowledgeのごとき智慧ではなくて、wisdomと

いう言葉、「叡
えい

知
ち

」というように翻訳されたりし

ますが、そういう言葉が仏教の智慧に当るので

しょう。

　仏教の智慧は「菩
ぼだい

提」とも言われる。覚りです。

菩提とは目覚めですから、迷っている命から目覚

めるということは、迷いに気づくということです。

迷いに気づいて、迷っている事実をしっかり見る

ことが成り立つのが、仏教の智慧である。迷って

いる事実を知ることと菩提とは別であるという考

え方もあるのですけれど、曽我量
りょう

深
じん

先生は、迷い

の事実を知るということが覚るということなのだ

と。覚るということは、迷いの事実を知ること以

外にないのだと。このようにおっしゃいました。

　しかし、迷いの事実を本当に知ることは、凡夫

にはできないのです。迷いの事実、と言葉では言

うけれど、他人のことなら気がつくけれど、自分

が迷っているとは思わないのです。だから凡夫は

気がつかない。そこに仏陀の側から教えがきて、

教えを通して、どこまでも我々は迷い続ける人間

であると知らされていくことが、菩提を味わう道

になるのです。

　何かそういう話をすると、仏教はつまりプロセ

ス、過程でしかないのか、究極がないのかと、そ

のように返されてしまうことがあるのですけれ

ど、これがやっかいです。迷っているのだから、

覚りが開ければ、もうそれで終わりだろうと、そ

のように単純に我々は考えたい。けれども、その

ように考えて覚りを求めて、何か体験で一瞬でも

覚りのようなことを感じ取って、それで死んでし

まうなら別だけれど、それでもまだ生きている場

合はどうなのだと。覚りのままに生きていく、何

かそういうものがありそうだという思いは、苦し

んでいる側からするとないわけではないのですけ

れど、これが覚りだというように気がついた人の

自覚内容は、「ずっと迷っているのだな」と気が

つくということなのでしょう。だから、無理をし

たりしなくなるのでしょう。
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■迷いの自覚とは気づかされて歩んでいくこと
　もう一回やり直すということを繰り返さざるを

えないのは、迷っている証拠なのです。そこが難

しいところで、「悟
ご ご

後の修行」という言葉が禅の

ほうにあるのです。悟ったから終わりということ

はないと。悟ったところにまだ修行がある。修行

ということは、生きている事実には、乗りこえな

ければならない課題が常に与えられてくるという

ことです。

　ですから、迷いの自覚ということは、単なる過

程ではなくて、気がつかされて歩んでいくという

ことです。だから不思議です。「菩提」は「道
どう

」

とも翻訳する。道というのは、言うならば過程で

す。それが同時に覚りという意味をもつ。だから、

覚って終わりというのではなくて、覚りから始ま

る。他力の信心の場合も、信心から始まる。信心

で終わるのではない。そういうことが、曽我先生

が言われた「仏教には入門はあるけれど、卒業は

ないのだ」ということだと思うのです。卒業はな

いというのは、どういうことだと。迷っている側

からすると意味がわかりませんけれど、信心に触

れてみると、本願力のはたらきをいただくことと、

我々が煩悩の生活をしていくこととは、矛盾しな

がら重なっている。歩んでいくというと、過程み

たいですけれど、念々に出遇
あ

いつつ生きていくと

いうことなのです。出遇った、それでお終いでは

ない。出遇ったところから出発して、出遇いつつ

生きていく。そういうあり方を、智慧という言葉

で教えてくださるのだろうと思うのです。信心の

智慧という言葉で。

　それは、「智慧、大海のごとし」。つまり、如来

の智慧が開く世界は大海のごとくである。如来の

智慧、これは我々が尋ねようとしても、我々の分

限からは尋ねることができないほど大きな智慧で

あると。大悲が智慧という意味をもつ。つまり、

光は智慧の相
かたち

だと言われていて、阿弥陀の光は尽

十方無
む

碍
げ

光
こう

、あらゆる世界を無碍に照らすのだと。

「広大無辺
へん

際
ざい

」とも言われますけれど、そういう

世界を如来の智慧はもっていると言うのです。

� （文責：親鸞仏教センター）

■2018年
2 / 8 	 第13回研究員と読む公開講座「永遠のいのちから広

がる浄土－『法華経』を読む－」担当：戸次研究員
① 2 / 8  ② 2 /15 ③ 2 /22 ④ 3 / 1
2 / 9 	 ご命日のつどい
2 / 9 	 第109回（通算第160回）連続講座「親鸞思想の

解明」（千代田区・東京国際フォーラム）
2 /20	 第209回英訳『教行信証』研究会
2 /21	 第 9 回「三宝としてのサンガ論」研究会
2 /26	 第185回清沢満之研究会
2 /27	 第22回「『教行信証』と善導」研究会「『愚禿鈔』

における『観経疏』三心釈の推究」大谷大学講師：藤元
雅文氏（文京区・親鸞仏教センター）
3 / 9 	 ご命日のつどい
3 / 9 	 第110回（通算第161回）連続講座「親鸞思想の

解明」（千代田区・東京国際フォーラム）
3 /12	 第210回英訳『教行信証』研究会
3 /13	 第186回清沢満之研究会
3 /15	 第10回「三宝としてのサンガ論」研究会「仏教

サンガとはなにか」花園大学文学部教授：佐々木閑氏（文
京区・親鸞仏教センター）
3 /26	 第23回「『教行信証』と善導」研究会
3 /27	 第 4 回清沢満之研究交流会（精神主義とその時代）
〈研究発表〉「哲学者・清沢満之と「精神主義」という経験
――近年の研究動向をふまえつつ」真宗大谷派教学研究所
研究員：名和達宣氏、「高山樗牛・姉崎正治の〈憧憬〉と宗
教意識――清沢満之「精神主義」との比較を通じて」国立
国会図書館司書：長尾宗典氏、「明治宗教哲学における「立
脚地」探求の諸相――清沢満之、綱島梁川、西田幾多郎」
日独文化研究所事務局長：水野友晴氏、〈コメンテーター〉
大谷大学文学部教授：福島栄寿氏、〈司会〉親鸞仏教センター
研究員：長谷川琢哉（文京区・求道会館）
4 / 3 	 第 1 回（通算49回）『尊号真像銘文』研究会
4 / 4 	 第 6 回「近現代『教行信証』研究」検証プロジェ

クト全体会
4 /13	 ご命日のつどい
4 /16	 第11回「三宝としてのサンガ論」研究会
4 /20	 第211回英訳『教行信証』研究会
4 /23	 第187回清沢満之研究会
4 /24	 第24回「『教行信証』と善導」研究会
4 /25	 第15回親鸞仏教センターのつどい〈記念講演〉「イ

スラームは、なぜ誤解されるのか？」同志社大学大学院
グローバル・スタディーズ研究科教授：内藤正典氏、「他
宗教との対話の方向性」親鸞仏教センター所長：本多弘
之（千代田区・学士会館）

掲載論文
3月　『井上円了センター年報』vol.26

長谷川研究員「井上円了における『仏教』・『宗教』・
『道徳』・『哲学』ー明治中期の道徳教育をめぐる論
争を背景としてー」

『宗教哲学研究』第35号
長谷川研究員「〈書評〉高田信良『宗教としての仏教』」

親鸞仏教センターの動き
（2018年 2 月〜2018年 4 月）―抄出―
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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を問題提起し
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。

　近年、AIが人智を超えつつあるという話を耳にする

につけ、我々自身の「意識」や「心」に対する考え方が

本当に時代に応じたものとなっているのか、考えさせら

れる機会が増えている。殊に生老病死を思想の根本に据

える仏教においても、そうした苦と向き合うべき「心」

は一貫して問われてきた。今、その「心」というものを

どう考えるべきか、機械工学から心の哲学と幸福学へと

研究を展開されてきた前野隆司氏にご提題いただいた。

ここに、「現代と親鸞の研究会」（2017年12月13日）

の内容を、要旨の形で掲載する。

� （親鸞仏教センター嘱託研究員　飯島�孝良）

■心の哲学への関心
　私は、はじめはロボットの研究をしていたのです

が、二足歩行ロボットや医療用ロボットの研究が進

むにつれて、ロボットが「心」をもちうるのかに関心

が移りました。ロボットが人間のように笑ったり痛がっ

たり振る舞うように作ることはできますが、それはそ

ういう「反応」をするように作っているのであって、

人間のように「心」が原因となってあらわれているも

のではない。あるいは、AIは囲碁のように手順やルー

ルのはっきりしたことはできますが、ルールがあいま

いなこと――例えば「現代政治の将来」をさぐるよ

うなこと――はまだ苦手です。

　生物物理学者の松本元さんは、心は「知」「情」「意」

「記憶と学習」「意識」の五つにより理解できると言

われましたが、その内の「知」「情」「意」「記憶と

学習」の四つをロボットにプログラミングすることは

できるようになりました。ですが、ロボットに「意識」

をもたせることはできていません。「意識」というも

のの仕組みがまったく明らかになっていないからで

す。他の生物やロボットと違って、人間に「意識」が

生じたのはなぜか。

　そこで、心の哲学ということに興味をもったので

すが、これは心や意識、およびそれらの働きと性質、

そしてそれらと物理的なものとの関係を研究する学

問といえます。心の哲学ではさまざまなテーマが話

し合われていますが、最も基本的なテーマは心身問

前野 隆司（まえの たかし）氏
　1962年山口県生まれ。1986年東京工業大学理
工学研究科機械工学専攻修士課程修了、同年キ
ヤノン株式会社入社。1993年博士（工学）学位
取得（東京工業大学）。1995年慶應義塾大学理
工学部専任講師、1999年同助教授、2006年同教
授を経て、2008年より同大学大学院システムデ
ザイン・マネジメント研究科教授（環境共生・
安全システムデザイン教育研究センター長を兼
任）。2011年 4 月よりシステムデザイン・マネ
ジメント研究科委員長に就任（システムデザイ
ン・マネジメント研究科付属システムデザイン・
マネジメント研究所長を兼任）。この間、1990
年から1992年まで、カリフォルニア大学バーク
レー校Visiting� Industrial�Fellow、2001年ハー
バード大学Visiting�Professorを歴任。
　著書に、『脳はなぜ「心」を作ったのか』（筑
摩書房、2004年）、『脳の中の「私」はなぜ見つ
からないのか―ロボティクス研究者が見た脳と
心の思想史』（技術評論社、2007年）、『人はな
ぜ「死ぬのが怖い」のか』（講談社＋α文庫、
2017年）、『実践�ポジティブ心理学�幸せのサイ
エンス』（PHP新書、2017年）、『実践・脳を活
かす幸福学�無意識の力を伸ばす 8 つの講義』
（講談社、2017年）、『仏教と科学が発見した幸
せの法則』（サンガ、2017年）など多数。

心の哲学と幸福論
第58回

慶應義塾大学大学院　システムデザイン・マネジメント研究科委員長・同研究科教授

前野　隆司 氏

親鸞仏教センター通信	 第65号� Jun.�20184



今後、ぜひ考えていきたいと思います。

■幸福学
　自分の「意識」について「受動意識仮説」などで

見通しがつくと、今度は「他の方も「意識」につい

て悩むことがないといいのに」と考えて、そもそも「幸

福」とは何かを考えるようになりました。そこで幸福

学ということを考えているのですが、これは人がどの

ようなときに幸せになるのか、どうすれば幸福度を

向上させることができるのか等に関する学問で、主

に心理学を基盤としています。主観的幸福の心的要

因にどのようなものがあるか、統計学的な手法など

で分析していきました。

　そうした分析を通して、「幸福」を構成する四つの

因子があることがみえてきました。それは、①自己

実現と成長（目的を達成しようとする「やってみよう

因子」）、②つながりと感謝（感謝する傾向と他者へ

と向かっていく「ありがとう因子」）、③まえむきと楽

観（ポジティブで精神的に安定している「なんとかな

る因子」）、④独立と自分らしさ（自己を確立し他者

と比較しない「ありのままに因子」）、といったもので

す。自分の心というものが幻想であるととらえること

で我執から離れ、人がいかにして幸せになるかを考

えていく。「心とはそもそも何か」を明らかにするの

が智慧なら、「人はいかにして幸せになるか」を問う

ことが慈悲ということになるのかな、と考えています。

� （文責：親鸞仏教センター）

研究会の様子

※前野氏の問題提起と質疑は、『現代と親鸞』第40号
（2019年 6 月 1 日号）に掲載予定です。

題、つまり心と体の関係についての問題です。それ

を哲学、心理学、認知科学、統計学などに基づい

て帰納的に研究しています。

■「意識」のとらえ方と「無意識」
　結論を言えば、私は「意識」はひとつの幻想だ

ととらえています。別の言い方をすれば、「意識」

は「無意識」に追従しているものではないかとも

考えています。例えば、今、皆さんは私の話を聴

いてくださっていますけれど、突然、蜂に刺され

たらそれどころではないですよね。意識は刺され

たところに一気に注意を向け、「これは大変だ」

と何とか対応しようとする。しかしこのとき、「あ、

蜂だ！」「危ないぞ！」「痛い！」といったあらゆる

ことを意識しだしたら、「意識」があらゆる内容と

結果をすべて把握し統合できる万能なシステムで

なければならないことになります。

　そこから、「意識」は司令塔的にすべてを把握

し統合するシステムではなく、無意識的に行われ

たことの結果へ受動的に注意を向けて、あたかも

自らが行ったかのように幻想体験しているにすぎ

ない、と考えました。これを「受動意識仮説」と

呼んでいますが、この元となったリベット実験とい

うものによると、「指を動かそう」と意図するより、

筋肉への指令が発せられる瞬間のほうが0.35秒

早いとの結果が出されました。つまり、「意識」は

自由意志のもとにすべてをコントロールしているの

ではなく、「無意識」の結果を見てエピソード的に

記憶しているだけというモデルを考えました。こう

した、現象的意識は幻想にすぎないのではない

か、という考え方は、ブッダのいうところの「無我」

説に近いのではないかとも思っています。あるい

は鈴木大拙さんが言う「即非の論理」とか「無分

別即分別」という考えとも重なると思います。本

多弘之所長からは、この「無意識」のとらえ方が

唯識の阿
あ

頼
ら

耶
や

識のことではないかとご指摘いただ

きましたが、これは思ったことのない見方でした。
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「『教行信証』と善導」研究会報告⑤

『愚禿鈔』における
『観経疏』三心釈の推究

大谷大学講師　藤元 雅文 氏

　2018年 2月27日、大谷大学講師の藤元雅文氏をお
招きし、「『愚禿鈔』における『観経疏』三心釈の推究」
というテーマのもと、研究会を開催した。
　親鸞の善導理解を考える場合、師・法然の思想的影響
は看過できない。そして『愚禿鈔』は『選択集』に直接
する内容をもち、かつ下巻では『観経疏』の三心釈を取
り上げている。親鸞思想における善導・法然の影響を考
える場合、本鈔は無視することのできない著作である。
ただ『愚禿鈔』の著述形式は極めて独特のものであり、
読解は容易でない。そこで本研究会では、近年『愚禿鈔』
に関する論考を多数発表されている藤元氏をお招きし、
問題提起をいただいた。ここに、その一端を報告する。

（親鸞仏教センター研究員　青柳�英司）

１ 、『愚禿鈔』の位置付け
　まず『愚禿鈔』の撰

せん

述
じゅつ

時期についてですが、先
行研究は大きく二つの意見に分かれます。一つは
吉水修学中の記録か、それに後年、加筆訂正を加
えたものだとする説です。『愚禿鈔』は『選択集』
と密接に関わる内容をもつため、『教行信証』に
先立つ著作であると考える先学は少なくありませ
ん。もう一つは奥書の日付から、親鸞晩年の著作
だとする説です。『愚禿鈔』には親鸞の真筆が残っ
ていません。ですが最古の写本である顕智書写本
には、建長 7年（1255年、親鸞83歳）の識語が見
られます。私はこの記述を尊重し、「同朋のゆる
ぎない信心の確立をおもう宗祖の切実な願いに基
づく著作」（藤原幸章『愚禿鈔講叢』69頁）とし
て『愚禿鈔』を位置づけ、特に今回は、下巻の三
心釈を中心に読み進めたいと思います。

２ 、親鸞晩年の課題状況
　親鸞の晩年には、法然（1133-1212）の弟子を
名乗る人たちによって、『選択集』の内容が誤解

されていくという状況がありました。そのために
関東の親鸞の門弟たちにも、混乱が生じていたと
考えられます。今回は特に、親鸞と異なる『選択
集』理解をもち、関東において積極的な布教を展
開した人物として、浄土宗鎮西派の第三祖・良忠
（1199-1287）を取り上げてみたいと思います。彼
は『浄土大意鈔』という著作の中で、『観経』の
三心について、次のように述べています。

　　此の三心は行者の心根也。
（『浄土宗全書』10・717頁）

　このように良忠は『観経』の三心を、あくまで
も衆生の心であると理解します。しかも彼は、証
空（1177-1247）や隆寛（1148-1228）、親鸞のよう

藤元 雅文（ふじもと まさふみ）氏
　1972年静岡県生まれ。1996年 3 月東北大学文学部
哲学科卒業。2005年 3 月大谷大学大学院文学研究科
博士後期課程真宗学専攻満期退学。�2007年 3 月博士
（文学）（大谷大学）。大谷大学任期制助手を経て、
2007年より大谷大学講師。
　論文に「親鸞における「信」と「疑」―信楽と疑蓋」
（『親鸞聖人七百五十回御遠忌記念論集　『教行信証』
の研究』、筑摩書房、2011年）、「一乗釈と『教行信証』
の課題」（『親鸞教学』第98号、大谷大学真宗学会、
2012年）、「『愚禿鈔』における法然教学の受容と展開
―「弘願一乗」の開顕を視座として―」（『大谷学報』
第93巻第 2 号、大谷学会、2014年）、「『愚禿鈔』にお
ける「二種深信」についての一考察」（『親鸞教学』
第106号、大谷大学真宗学会、2016年）、「『愚禿鈔』
における浄土観」（『真宗教学研究』第38号、真宗教
学学会、2017年）など多数。
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　これに対して良忠は、三心を衆生の心として理
解しました。しかし隆寛や親鸞は、三心に他力と
いう意味を見ていきます。至誠心釈の場合も同様
で、親鸞は真実心の根拠を本願の側に置き、衆生
の側にはないことを強調します。つまり、親鸞は
至誠心釈の本意を、衆生の自力を励ますという点
には見なかったのです。そのため『愚禿鈔』でも、
「真実にはなり得ない我が身の事実をしっかりと
見よ」という教えとして、至誠心釈が読まれてい
ると見るべきでしょう。

５ 、『愚禿鈔』における『観経』三心と『大
経』三信
　親鸞は『愚禿鈔』の結びにおいて、『観経』の
三心と『大経』の三信の関係について、言及して
います。『観経』の三心は、浄土を願生する衆生
が自力によってそれぞれ発起するものであり、「自
利の三心」と呼ばれるものです。『大経』の三信は、
如来の本願力を根拠にして成り立つ真実信であ
り、「利他の三信」と呼ばれるものです。そして
親鸞は、「『観経』の三心は『大経』の三信に帰せ
しめんがため」であると述べています。つまり、
親鸞は『観経』において、「自力で三心を発せ」
と命じられることによって初めて、「愚禿心内愚
外賢也」という事実が、衆生の上に一点のあいま
いさもなく明瞭になると考えていたのでしょう。
このような『観経』の教えの意義を伝えようとし
ている著作が、『愚禿鈔』なのです。

（文責：親鸞仏教センター）

研究会の様子

※藤元氏の問題提起と質疑は、『現代と親鸞』第40号

（2019年 6 月 1 日号）に掲載予定です。

な他力信心の思想があることを知っており、そこ
に反論を加えていくのです。親鸞が『愚禿鈔』を
撰述する背景には、このような思想的状況があっ
たことを確認しておく必要があると思います。

３ 、『愚禿鈔』撰述の視座
　親鸞は『愚禿鈔』の冒頭に、

　　聞賢者信　顕愚禿心
　　賢者信　内賢外愚也
　　愚禿心　内愚外賢也

（『定親全』二・漢文篇・３頁）

と記しています。ここで「賢者」と呼ばれている
のは、端的には法然でしょう。そして「賢者の信」
を聞くということは、「内愚外賢」の愚禿の心が
徹底して顕

あきら

かにされていくということの他はあり
ません。換言すれば、親鸞にとって「賢者」法然
の「信」とは、理想とするべき信の在り方ではな
いということです。親鸞は師・法然のようになろ
うとしたのではなく、自身と法然との差異を抉

けっ

剔
てき

することによって、法然との出遇
あ

いの意味を明確
化しようとしたのでしょう。『愚禿鈔』はこのよ
うな、「賢者の信」にはなり得ないという自覚か
ら撰述された書物なのです。
　しかし良忠は『選択伝弘決疑鈔』の中で、次の
ように述べています。

　　賢を見て斉しからんことを思へば、愚なりと
雖
いえど

も是賢なり。　（『浄土宗全書』 7・275頁）

　良忠はどこまでも、愚者に「賢」が実現すると
考えます。『愚禿鈔』撰述の背景には、このよう
な理解に留まってはいけないという親鸞の強い課
題意識があると、言い切ってよいのではないかと
思います。

４ 、『愚禿鈔』における三心釈推究
　ここでは特に、至誠心釈に注目したいと思いま
す。まず法然は『三部経大意』の中で、自力で往
生を願う至誠心と、他力に乗じて往生を願う至誠
心との二つがあると、述べています。至誠心には
念仏と諸行に関わる部分があるので、それを分け
て考えるべきだと言うのです。
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　2006年より開催してきた、「親鸞仏教センター
研究員と読む公開輪読会」の名称を変更し、「仏
教の言葉に生きる力を見いだしていくことを願
う、どなたでもご参加いただける連続講座」とい
う基本姿勢を受け継いで「親鸞仏教センター研究
員と学ぶ公開講座」としてリニューアルすること
となった。
　本講座は年度ごとに共通テーマを定め、これに
関わる問題を各研究員が、それぞれの研究領域か
ら講義するものとなっている。本年度は、2017
年11月30日から翌年 3月 1日にかけて、3名（各
4回・全12回）の研究員が受けもった。毎回、
僧侶や門徒に限らず、年齢や立場を問わない多く
の方にご参加いただき、質疑応答も活発に行われ
るなど、研究員と参加者の交流の場となった。
　そして、本年度の共通テーマは「今、浄土を問
い直す」とした。「浄土」は法然や親鸞の門流だ
けが問題とするものではなく、さまざまな大乗経
典に説かれ、大乗仏教思想を特徴づける概念でも
ある。そのため、仏教と西洋思想との融和が模索
された近代においても、「浄土」をとらえ直す試
みは、さまざまな角度から試みられてきた。では、
現代社会を生きる我々にとって、「浄土」を考え
るということは、どのような意味があるのだろう
か。我々が生きていくうえにおいて、「浄土」が
語られ、教えられてきたということは、いかなる
意義を有するのだろうか。こうした課題意識のも
と、本年度は 3つの講座が開かれた。それぞれの
担当研究員から、その一部を報告する。

　親鸞は「現生正定聚」
の思想が端的に示してい
るように、浄土教におけ
る救済の現在性を明らか
にした仏教者である。し
かし一方で、浄土教は死
後に阿弥陀仏の浄土へ生
まれることを説く教えで
あり、死後の救済を願うものであるという理解も
根強い。確かに浄土経典は、基本的に命終を契機
として「往生浄土」を語っており、また親鸞の消
息類にも、門弟の死を往生と呼ぶ例が見られる。
そのため現代の真宗においても、往生をどのよう
にとらえるかは、議論の中にある。
　ただ、親鸞の主著とされる『教行信証』を通し
て往生の問題を考える場合、仏身仏土を主題とす
る「真仏土巻」と「化身土巻」は無視できない。
もちろん、「難思議往生」は「証巻」の標挙だが、
「真仏土巻」もこの言葉を取り上げている。また「化
身土巻」の標挙には、「双樹林下往生」と「難思
往生」という言葉が見られる。そのため親鸞の往
生観・救済観を考える場合には、親鸞の浄土観を
前提に据える必要があるだろう。
　そして、親鸞は『教行信証』において浄土を、「真」
「化」という二つの視点から重層的に論じている。
「真仏土」は今現に衆生を照らす常住不変の涅槃
界であり、「化身土」は七宝の講堂や菩提樹が聳

そび

えるなど、具体的な表現を通して衆生に教えられ
た世界である。ただ親鸞は阿弥陀仏の浄土に、優
劣をつけているわけではない。どちらも本願成就
の報土であり、我々の救済に欠くべからざるもの
である。
　では、どうして親鸞は阿弥陀仏の浄土をこのよ
うな二つの視点から論じていったのだろうか。そ
もそも、現代に生きる我々にとって浄土は、いか
なる意味を持っているのだろうか。本講座では、
これらの問題を念頭に『教行信証』の仏身仏土の
巻を読み進めた。

公開講座2017報告
親鸞の浄土観

―『教行信証』の仏身仏土の巻を読む ―

親鸞仏教センター研究員　青柳 英司

公開講座の様子
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　宗教的な救済を「主観
的事実」の内に見いだす
清沢満之の精神主義は、
しばしば近世的な浄土実
在論を乗り越え、近代的
な「自己の主体的浄土観」
を切り開いたものとして
評価されてきた。それは
浄土という問題を「いつか・どこか」ではなく、
まさしく「いま・ここ」において問おうとする宗
教的態度を表わすものであり、そのことは、科学
や哲学、倫理といった宗教にとっての「門外」で
はなく、宗教経験が成立する「主観的心地」とい
う「門内」を基準とするという立場によって明確
化されている。
　実際、精神主義は宗教を「公的」な領域から切
り離された「私的」な領域に位置づけることによっ
て、きわめて近代的な宗教形態を確立したとも言
える。しかしそれは同時に、浄土や救済という事
柄の「客観的構成」に対しては無頓着であり、自
己の「実験」の外側は問わない（問えない）とい
う立場でもある。それゆえ精神主義は、反面にお
いて、宗教的な事柄について「公的」な場面で問
いにくいという欠点を有しており、それは近代的
宗教が共有する陥

かん

穽
せい

でもあった。
　こうした問題意識を背景としつつ、本講座では、
精神主義以前の清沢満之の哲学的な浄土観につい
て、『宗教哲学骸骨』期のテキストなどに遡

さかのぼ

って
検討した。それにより見えてきたのは、清沢は当
初からある種の唯心的な浄土観を有していたのだ
が、しかしそのことは、常に浄土や救済の客観性
についての思索との緊張関係のなかで論じられて
いたということであった。初期の清沢の論考に見
られるこうした思想のダイナミズムをとらえ直す
ことによって、少なくとも精神主義における浄土
観を再考するための足がかりが見いだされること
となった。

　二十年にわたって比叡
山で学んだと伝えられる
親鸞には、「誓願一仏乗」
という言葉に象徴される
ような一乗思想を有する
側面が見られる。また、
『浄土和讃』では、「久

く

遠
おん

実
じつ

成
じょう

阿弥陀仏　五
ご

濁
じょく

の凡
愚をあわれみて　釈迦牟尼仏としめしてぞ　迦

が

耶
や

城には応現する」（『真宗聖典』486頁）と述べ、
釈尊の本源に久遠のいのちをもつ阿弥陀仏の存在
を見ている。この和讃の背景には、歴史上の釈尊
に対して本仏を説く『法華経』如来寿量品の影響
を想定することができる。そこで大乗経典の中か
ら『法華経』を取り上げ、五濁悪世の娑

しゃ

婆
ば

に実現
する霊山浄土という世界をたずねることを本講座
の課題とした。
　かつて天台・法華の世界に身を置いた親鸞が『無
量寿経』を「真実の教」としたことの意義をめぐっ
ては、『法華経』と『無量寿経』の思想的相違点
を見つめていく視座がもちろん重要である。また
一方で、浄土の仏道へと転じた親鸞の思想を読み
解く際の視点として、『法華経』の思想との接点
を探ることの必要性もある。主に親鸞思想に関心
を有する方を対象とする本講座において、この二
つの視座によって『法華経』を読み進めた。
　大きな関心が集まった事柄の一つとして、「成
仏」と「往生」の問題がある。『法華経』はこの
娑婆世界を釈尊の仏土として説示し、一乗の完成
を「成仏」としており、他の仏土への「往生」と
しては説かない。またその「成仏」についても授
記の主な対象を声聞とする点において、「十方衆
生」や阿

あ

闍
じゃ

世
せ

の救いを『無量寿経』や『涅槃経』
に求めた親鸞との相違も見えてくる。すなわち親
鸞においては、『法華経』の一乗という視座を継
承しつつ、『無量寿経』によってさらに一乗の根
拠を本願に求めていく面があったといえる。

清沢満之と浄土をめぐる問い
親鸞仏教センター研究員　長谷川 琢哉

永遠のいのちから広がる浄土
―『法華経』を読む―

親鸞仏教センター研究員　戸次 顕彰
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　2017年 6月から始まった「三宝としてのサンガ論」

研究会は、現代日本や真宗という仏道において、そこに

現前するサンガとは何か、さらには三宝帰依をどう位置

づけていくのかという課題に向かって、思索を重ねるこ

とを目的として開催されている。本研究の問題領域や方

法論は広くさまざまにありうるが、その第一の段階とし

て、釈尊やそのサンガの形成を学ぶという視点から律蔵

文献に注目することを試みた。

◇使用テキストおよび参考文献
　律蔵文献の中、たとえば漢訳『四分律』には

「受
じゅ

戒
かい

犍
けん

度
ど

」と呼ばれる章があり、釈尊の家系や

誕生・出家の記事に始まり、王舎城（羅閲城）へ

行きビンビサーラ王と出会い、その後、アーラー

ラカーラーマ（阿藍迦藍）・ウッダカラーマプッ

タ（欝頭藍子）のもとへ、さらには六年間の苦行

を経て、成道・初転法輪へという仏伝が記録され

る。他に、同様の体裁を有する文献には漢訳『五

分律』（「受戒法」）・パーリの律（本研究会では畝

部俊英訳「成道から伝道へ（律蔵・大品一～

二四）」［『ブッダの生涯』原始仏典第 1巻、講談社、

1985］を参照）があり、これらも適宜参照しつつ、

釈尊のサンガの形成について考察した。

　諸律には内容に若干の異同があり、またパーリ

の律は成道から記述が開始されるという点におい

て漢訳との相違が見られるが、次の点において一

致していることが注目される。①三帰依の対象た

る三宝の「僧」は、初転法輪以降に成立している

こと、②「受戒犍度」後半部分は「和尚と弟子の

制度」や「さまざまな出家規則」の制定などの教

育・受戒に関わる事柄であり、その分岐点となる

のがいわゆる「大比丘衆千二百五十人」集団の形

成にある、という 2点である。①について補足す

れば、初転法輪以前に在家信者として釈尊に帰依

する者の受戒法が二帰依であり、初転法輪以降の

在家者の帰依が僧宝を含めた三帰依に変遷してい

るということから、初転法輪の前と後は「僧宝」

成立の以前と以後であると言い換えることができ

る。

　そこで「受戒犍度」をあえて三分割し、初転法

輪以前を第一部、初転法輪から「千二百五十人」

集団の形成までを第二部、教育・受戒に関する諸

規定が説かれる後半部分を第三部として、本研究

会では第二部までを読み進め、若干の考察を試み

たという次第である。

　なお、以上の考察を進めていく際に、これまで

蓄積されてきた先学の視点や研究成果を随時参照

した。特に重要な視座をいただいた主な参考文献

をここに五十音順で挙げる。

佐々木閑　『出家とはなにか』（大蔵出版、1999）

中村　元　『ゴータマ・ブッダⅠ』（中村元選集［決

定版］第11巻、春秋社、1992）

平川　彰　「仏伝より見た受戒犍度の新古」（平川

彰著作集第10巻『律蔵の研究Ⅱ』春秋

社、2000）※初出は1960年

森　章司　「「釈尊のサンガ」論」（「中央学術研究

所紀要」モノグラフ篇No.13『原始仏

教聖典資料による釈尊伝の研究』【13】

2008）および「サンガと律蔵諸規定の

形成過程」（「中央学術研究所紀要」モ

「三宝としてのサンガ論」研究会報告①

「大比丘衆千二百五十人」
形成とその背景

親鸞仏教センター研究員　戸次 顕彰
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ヤサの出家をめぐる一連の文脈であった。またこ

の問題は、あらためて釈尊の出家記事を読み直し

てみても、父・浄飯王において同様であったこと

が確認できる。サンガとしてやがてこの問題は、

やや規模が大きくなった後に王舎城で人々から非

難の声が出るという事態にまで展開した。さらに

は釈尊の息子・羅
ら

睺
ご

羅
ら

の出家をめぐる浄飯王の要

請もあり、出家に際しては父母の許可が必要であ

るという受戒規則が制定されるに至ったのであ

る。

◇「大比丘衆千二百五十人」の形成とその意義
　初転法輪で五比丘が帰依して以降、サンガの規

模は少しずつ大きくなっていくが、あるとき人数

の面で劇的な変化が起きた。それが、事火外道の

ウルヴェーラ・カッサパ、ナディー・カッサパ、

ガヤー・カッサパの三兄弟およびその弟子たちの

計千人と、王舎城で帰依したサンジャヤの徒衆

二百五十人による釈尊への帰依ならびに出家であ

る。この合計人数「千二百五十人」は、釈尊の説

法の会座に集まった人数として経典冒頭にしばし

ば見られるように、大比丘衆を表現するときの象

徴的な数でもある。

　この「千二百五十人」集団の形成によって、二

つの問題が生じる。一つは行儀の乱れであり、も

う一つが病比丘に看病する者がおらず亡くなって

しまったという事態である。これによって律蔵「受

戒犍度」の後半では、教育や受戒の諸規則が制定

されていくという流れになっている。すなわち、

「受戒犍度」を構造的に読み解く際、千二百五十

人の出家が釈尊のサンガ形成過程において大きな

分岐点となっているのである。

研究会の様子

ノグラフ篇No.18『原始仏教聖典資料

による釈尊伝の研究』【18】2013）を

はじめとする釈尊伝研究会の一連の研

究成果

次に、本研究会での仏典読解の中で注目された三

点の事柄を報告したい。

◇初転法輪をめぐって
　釈尊の生涯における初転法輪は、当初説法を躊

ちゅう

躇
ちょ

した釈尊が、梵天の要請によって初めて教えを

説き、その法が仏弟子によって初めて受け止めら

れたという点に大きな意義がある。また、これを

漢訳の律文献が章名とする「受戒」という点から

言えば、「来たれ比丘よ」という呼びかけによっ

て具足戒を得た比丘が仏教史上初めて登場した重

要な場面である。

　さらに生活の様相として重要なことは、乞
こつ

食
じき

に

よる共同生活が開始されたことも初転法輪の大き

な意義である。『四分律』には「時に世尊、三人

のために法を説かば、二人は乞食し、二人の得る

所の食、六人共に食するに足る。若し世尊、五人

中二人のために法を説かば、三人は乞食し、三人

の得る所の食、六人共に食するに足る。爾
そ

の時世

尊、五比丘に勧喩し、漸漸に教訓し、歓喜心を発

さしむ」（大正22、789上）とあり、初転法輪によっ

て誕生した六人の集団が乞食によって食を得て、

それを共有するという生活の様相を確認できる。

『五分律』では五比丘の受戒シーンの一々におい

て、受戒の成立と同時に剃
てい

髪
はつ

や袈裟の着用、鉢の

所持の確認が見られる。釈尊と共に生きる集団の

生活の営みが開始された点にも初転法輪の重要な

意義があるといえる。

◇ヤサとその友人の出家をめぐって
　「初転法輪」記事に続いて記録されるのは、ヤ

サとその友人たちの出家記事である。これをサン

ガの形成という視点で見ていく際、青年の出家の

背後には、その父母や配偶者ら家族の悲しみが存

在していることが興味深い。その象徴的シーンが
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　闡彰院空覚は殺された。近代が幕を開けて間もない、
明治 4年（1871年）のことである。下手人が誰である
かは、今もって知れない。しかし殺された理由は、お
およそ推測できる。彼が大谷派の改革運動を、牽引す
る立場にあったからだ。
　たとえば大谷派は明治元年（1868年）に、高倉学寮
の外に「護法場」を設置している。ここでは国学や儒
学の他、天文学や教学、暦学、そしてキリスト教が講
義された。新しい思想に対抗するには、まずそれらを
知る必要があるという考えからである。また、本山の
寺務を仕切っていた閉鎖的な「坊官」の制度も、明治
4年には完全に廃止されている。これらを主導したの
が空覚であり、まさに彼は宗門の近代化に先鞭をつけ
た人物であった。
　しかし急激な改革は、相応
の反発も招く。彼の死は、そ
の結果だったのだろう。ただ、
空覚が時代の状況を真摯

し

に見
つめ、新しい宗門や教学の在
り方を模索したことは事実で
ある。その姿勢は、今なお色
褪
あ

せてはいない。（青柳）

嘱託　　浅
あさ

　平
ひら

　　宗
そう

■親鸞思想の解明
　日　時：2018年 6 月18日（月）18時30分～20時30分

7 月23日（月）18時30分～20時30分

8 月20日（月）18時30分～20時30分

　会　場：ビジョンセンター東京7F�703

　　　　　（東京都中央区八重洲 2 - 7 -12）

■ご命日のつどい
　日　時：2018年 6 月 8 日（金）10時～11時30分

　　　　　2018年 7 月20日（金）10時～11時30分

　　　　　2018年 8 月10日（金）10時～11時30分

　会　場：親鸞仏教センター仏間

リレーコラム

「近現代の真宗をめぐる人々」第１回

（闡
せん

彰
しょう

院
いん

空
くう

覚
かく

 [1804-1871]）

行事日程のご案内

スタッフ紹介

『現代と親鸞』第37号 刊行 （2018年6月1日）『アンジャリ』第35号 刊行 （2018年6月1日）

●志　　人／「我、未
いま

だ『蘖
ひこばえ

』につき」
●林佳世子／「イスタンブル・聖ソフィアでの祈り」
●彌永信美／「『東洋学』の発展的解体に向けて
　―『自分史』から回顧しつつ―」
●石井公成／「『厩戸王』騒動が示すもの」
●水野和夫／「資本主義の終焉とこれからの社会」
●杉山登志郎／「児童精神科の外来から見えるもの」
●岡　　檀／「生き心地の良さとは何か
　―日本で〝最も〟自殺の少ない町の調査から―」
●三上　修／「仏と神と鳥類多様性」
●坂口幸弘／「亡き人の生きた

証の伝承」
●本多弘之／「宗教心と根本言
（ 3 ）」

●戸次顕彰／「『大比丘衆
千二百五十人』考」

●研究論文「『教行信証』「行巻」における善導引文の
展開について」青柳英司 ／�「哲学の限界と二種深信―
「中期」清沢満之における宗教哲学の行方」長谷川琢哉

●現代と親鸞の研究会「ドストエフスキイ、イエス像
探求の足跡―ユダ的人間論とキリスト教」芦川進一

●「『教行信証』と善導」研究会「善導の『観経
疏』について」柴田泰山

●第 3 回清沢満之研究会「清沢満之と西洋哲学」
提言Ⅰ「清沢哲学研究の課題と展望」長谷川
琢哉／提言Ⅱ「日本における西洋哲学の初期
受容―東大時代の清沢満之を中心にして―」
村山保史／提言Ⅲ「近代仏教のなかの清沢満
之と哲学」碧海寿広／討議〈ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ〉井上克
人、〈司会〉名和達宣

●第16回研究交流サロン「宗
教と国家―近代日本の誤解
とタブーを乗り越える」発
題：保坂俊司

●連続講座「親鸞思想の解明」
「浄土を求めさせたもの―
『大無量寿経』を読む―
（23）」本多弘之

闡彰院空覚の御影（京都市・西方寺所蔵）
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