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「本願の信と自信—自己を証しすること—」(後半)

臘扇忌法要記念講演京都大学名誉教授長谷正當先生

2014/06/19,於難波別院 (同朋会館講堂)

それでは続きを述べさせていただきたいと思います。

私たちが自己を信じることができるのは、他者によって自分が信じられ、無条件に肯定されてい
るという確信を持つことによってであります。それゆえ、私たちが現に自分を信じて生きていると
いう事実があるなら、そこで私たちが深く思いを致すべきことは、このことの背後に、すでに他者
の思い、他者による肯定が、はたらいているということであります。つまり、私たちが住んでいる
環境のうちに、他者の思いが浸透して、蓄積されていて、それを吸収し摂取して、私たちが生きて
いるということであります。それは、畑の作物が土に蓄えられた肥料を吸収して育つのと同じ事情
であります。
このことに思いを致す時に、環境に対する私たちの態度が変わってきます。環境を、それと格闘
し、搾取し、利用する対象とするのではなく、それを尊重し、守り、豊かなものに、肥沃なものに
しなければならないと見なすようになります。そのことで、化土であった環境が、報土としての環
境になります。報土とはそこにおいて如来の命があらわれている環境であります。そこを流れる如
来の命に育まれることによって、人は往生し、成仏するに至らしめられるのであります。
しかしながら、私たちは環境を報土と見ないで、それを化土と見なして搾取し続けているのはな
ぜか。それは、私たちは、自分が環境によって育まれているとは思わないからです。そのことは、
私たちが自分を動かすエネルギーを自分の内に有していて、環境から得ているのではないと思っ
ているからであります。しかし、それは錯覚で、私たちが有していると思っているエネルギーは、
実は環境から供給されたもので、それをストックとして自己の内に備蓄しているからに過ぎませ
ん。ただその蓄えにゆとりがあって、底をつかないために、自分がエネルギーの源泉であると思い
込んでいるわけであります。その事情は、手元の財布にお金があるときに、銀行のことを考えない
のと同じであります。手持ちのお金がなくなった時に初めて、銀行へ行っておろしてこなければな
らないと考えるわけでありますが、それと同じように、私たちが自分の内に自由に活用できるエネ
ルギーのストックを持っている限り、自分がエネルギーの源泉であって、人の世話になっていない
というふうに思い込むわけであります。
これはしかし、人間の無明とも言うべきものではないか。無明は多様に捉えられておりますけれ
ども、人間の根本無明というのは、私たちが自分を動かすエネルギーの源泉を、自分の内に有して
いると思い込む錯覚ではないかと言えるかと思います。親鸞聖人が「回向」や「他力」という概念



で示そうとしたのは、実はこの錯覚であると言えると思います。無明というのは、自力という錯覚
であると言えると思います。この自力の錯覚は、これは仏教ではなくてキリスト教でありますけれ
ども、『聖書』の「放蕩息子の帰還」という物語においてよく示されているので、それを見ておき
たいと思います。
それは、放蕩息子が自分の遺産の分前をしっかりもらって家出をし、外で放蕩に使い果たして、
文無しになってはじめてそのお金は父親からもらったものであることに思いを致すという話で、皆
さんはよくご存知かと思います。詳しく言いますと、父親のもとで働いている二人の息子、兄弟が
あって、その二人の息子のうちで兄の方は父親の言いつけを守ってまじめに仕事をしているんで
すが、弟の方は父親のもとで言いなりになって仕事をしているのはつまらんということで、嫌気が
差して、遺産の分前をもらって家出して、遠く国もとを離れたところで放蕩三昧にお金を使い果た
してしまい、豚の餌を食べて飢えを凌ぐというようなひどい目に会って、這々の体で父親のもとに
帰ってくる。そうすると父親は喜んで、牛を放って息子を歓待する。ところがしばらくして、息子
は再びカネを要求して父親から、親もとから脱出して、使い果たして親もとに帰ってくる。そうす
ると父親はまたもや牛を放って喜んで歓待する。当然、兄は怒る。父親は親もとでまじめに働いて
いる自分を見向きもしないで、財産の分前をもらって家出して放蕩に使い果たして帰ってきた弟
を、牛を放ってまで歓待するのはけしからんと怒るわけであります。
実際この物語では、そこらにいるとんでもないどら息子の話が描かれているわけであります。し
かし、これはどら息子の話だけれども、深い意味がある。この物語で二つのことが語られておりま
す。一つは、人間は自分の自由にできるお金を手元に持つなら、自分が独立した、自立した存在だ
と思い込むということです。もう一つは、お金を使い果たして無一物にならねば、お金の出処であ
る親の方を振り向かないということであります。つまり、自分は人から恩恵を受けて生きているん
だということを、決して思わないということです。弟は無一物になって初めて、自分が親に養われ
ているということを思い知った。父親が牛を放ってまで帰ってきたどら息子を歓待したのは、まじ
めな兄の方はそのことを知らないけれども、どら息子の方はそのことを身に滲みて知ったと、そう
いうふうに思ったからです。つまり、弟が自分の錯覚、迷妄、あるいは無明から目覚めたと、そう
いうことを父親は喜んで、牛を放って歓待したのであります。人間は自分の手元に自分の自由にな
るお金が一銭でもある限り、親の方を見ることはない。手元にあるカネがすっからかんになって、
使い果たして、初めて親もとに帰ってくる。この物語はそのような人間の度し難い自力の錯覚を教
えているわけであります。
この自力というものの限界ということで思い出されるのは、アメリカの宗教社会学者であるロ
バート・ベラーという人が語っている言葉です。彼は、「自分が殺人者でなかったとしても、それ
は自分の内に殺人者の衝動が欠けていたからではなく、自分がこれまで他の人々の愛や支えを通し
て受けてきた恩寵の故である*1」と語っております。もしそのような恩寵がなければ、殺人を犯し
たととしても、それはごく自然なことであった。したがって、「私と死刑に定められた人間との唯

*1 ロバート・ベラー『宗教と社会科学の間』, p. 18;レジュメ, pp. 5-6
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一の違いは、彼がたまたまより少ない恩寵しか受けていなかったということなのだ*2」と述べてお
ります。彼は、自分が殺人者でなかったのは、自分が他の人々の愛や支えを受けてきたこと、そし
てその記憶が彼の内に存続しているからだ、それが彼の内に殺人の衝動が生じるのを防いだから
だ、と語っております。つまり、自分の意思によって殺人を犯さなかったのではない、と述べてい
るわけであります。つまり、自分の行為を動かすものは、意思ではない。意思プラスアルファだと
述べております。このプラスアルファが何かということが、宗教が社会問題を考える際の要となる
のであります。
人から愛されたという経験や記憶がない者にとって、殺人は何か特別なことではなく、当たり前
のことだと言わねばならない。そのことを証明しているのは、例えばテロリストであって、彼らが
育ってきた厳しく非情な環境は、彼らをして殺人をごく自然のことにしています。殺人を妨げるよ
うにはたらく環境はすでに破壊されてしまっていて、彼にはないからであります。そのような環境
がなければ、怨みや憎しみは自ずから生じてきて人の心をさらっていってしまうのは、至極当然な
ことであります。そのことから、私たちが思いを致さねばならないのは、「殺人を起こさせる原因
は何か」ということではなく、「殺人を起こさせないようにはたらいているものは何か」というふ
うに考えることです。「何が人に殺人を起こすような怨みや憎しみを生じさせたか」ということで
はなくて、「何が、それらが人間の心に生じて増殖して、社会に蔓延して、社会を病気にしている
か」ということです。つまり、「何が病原菌か」ということを探求するのではなくて、「病原菌が出
現するのを防いでいるものは何か」、そして「病原菌を対治するものは何か」ということに対して
の洞察を持つことです。
そういうことから思いが致されてくるのは、社会を揺るがすような衝撃的な事件や犯罪が生じて
きた場合に、それをどういう方向に考えるべきかということであります。通常考えられるのは、犯
罪やその犯罪者を、それを犯さなかった人と区別して、異常と見なして、そういう異常な事件が起
こった社会的・家庭的原因を探ることです。それがわからなければ、次に心理的動因を探って、そ
れがどうもわけがわからないということになると、今度は精神鑑定に訴えるというような方向で
す。これは一般にジャーナリズムが、そして私たちが通常考える方向ですが、これは複雑なものを
単純なものに還元して、わかりやすくする方法で、科学的思考だと言われているわけであります。
しかしながら、そのようにして生み出された原因というのは、その事柄を解明しているようであっ
て、実は一つの仮説に過ぎなくて、抽象的なものに過ぎません。真に実在的な原因をつかむには、
今述べましたように、そのような犯罪が生じるのを防ぐものが犯罪者に欠けていたとして、そこか
ら犯罪を見ることです。事件が起きておかしくない社会にあって、それが起きるのを防げるのは何
かを探求するわけです。それは目に見えるものではないので、つかむのは容易ではありませんが、
そこに事件の真の原因を見出すのでなければなりません。
事件をそのような方向に問うときに、事件はそれを起こした者だけではなく、起こさなかった者
にとっても関わりある事柄となってきます。というのは、事件を両者において共通な場で問おうこ
とになるからであります。つまり、共通の場というものは、それが一方にあって他方には欠如して

*2 同;レジュメ, p. 6
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いたということだからであります。そういうように、事件を起こした者と、起こさなかった者を、
共通の場で見るときに、人間は状況次第でどういう者にもなると、宿業的存在であることに深く思
いが致されてくるわけであります。こういう方向に考えるのが宗教的思考であります。そこにおい
て同時に、社会において犯罪が生じるのを防いでいるものは何かについて、深い認識を持つことが
要求されてくるのであります。社会における宗教の役割は、その認識を持つことであります。それ
以外に、宗教が社会にどういう活動をすべきかということは、これは二次的なことに過ぎないと思
います。
宗教的思考が目を向けるべきは、「諸々の宿業的存在である我々が、社会において曲がりなりに
も生きているのは、何によってか」ということです。そういうことについての洞察を持つことであ
ります。宗教的思考はそれを「本願」と捉えてきました。本願は、宿業的存在が一様に支配されて
いる重力の法則の外に衆生を連れだそうとするものです。あるいは、下降する「業道自然」の法則
を停止して、それを上昇する方向に乗り換えようとする「願力自然」です。重力にこうしてはたら
く力が、「本願力」と言われるものであります。この「本願力」について、それをより身近に理解
する手がかりを、ここでは、ヴィクトル・フランクルというアウシュビッツの収容所で生きながら
えた精神科医ですが、そのフランクルの言葉にさぐってみたいと思います。
フランクルは、「信というものは、内面的世界をもつことだ」と言います。フランクルは (のい
う?)、内面的世界というのは、人がそこから生きる力を汲み取ってくる源泉のことであります。皆
さんもよく聞いてご存知かと思いますが、フランクルは、やらねばならない仕事を持っている人、
自分が責任を負っている人を抱えている人、自分を待っている人がある人はけっして自殺しない
と言います。そのような人は、生きる力を汲み取ってくる源泉を自分の心の底に持っているからで
す。さらに、夕日を美しいと思う心や、ユーモアのセンスもまたそのような力の源泉になると言い
ます。それは一瞬であっても人を過酷な現実の底に (から?) 連れ出して、精神が生きる喜び、呼吸
をしうる空間を開くからです。一方、そのような内面的世界を心の底に持たなかった人は、いかに
頑丈な身体を持った人であっても、収容所では先に潰れていったとフランクルは言っています。フ
ランクルは収容所の一人の女性の場合を例にあげて説明しております。その女性はすでに死にかけ
ていたのですが、内面的な破壊を免れていた人であって、その女性は収容所の庭のマロニエの木を
指して、「私はあの木と話をします」と彼に言ったと、フランクルは書いております。どういう話
をするのかとフランクルは尋ねると、彼女は、「あの木は私に自分はここにいる、ここに生きてい
る、自分は命である、と語りかける」と述べたと言っております。彼女は語りかける他者を心の底
に持つことによって、生きる力を汲み取る源泉、内面的世界といういうものを保持していたわけで
あります。
「信」というのは、そのような生きる力を汲み取ってくる内面的世界を持つことであります。「本
願」とはそのような内面的世界に響く如来の呼びかけに他なりません。如来の本願とは、その女性
にとって、収容所の庭で「私はここにいる、私は永遠の生命だ」と語りかけている呼び声であった
わけであります。それに、繰り返すことになりますけれども、私たちが深く思いを致すべきこと
は、私たちは生きる力を自分を超える他者から得ているということであります。哲学者の西田幾太
郎は、そのような生きる力の源泉となるものは「意思」ではなくて「愛」だと言っております。そ
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して次のように述べております。

キリスト教でも、神は愛から世界を創造したと考えられるが、それは絶対者の自己否定とい
うことである。すなわち、神の愛ということでなければならない。これに反し、われわれの
自己が絶対愛に包まれるということから、真にわれわれの自己の底から当為というものが出
てくるのである。人は愛ということについて真に理解していない。絶対的当為の裏面には絶
対の愛がなければならない*3。

絶対愛の世界は互いにさばく世界ではない。相敬愛し、自他一となって創造する世界であ
る。創造はいつも愛からでなければならない*4。

こういうふうに述べております。西田はこういうふうにして、人は「愛」ということについて真
に理解していないと述べていますが、それはどういうことか。それは人は、自分が真に何によって
動いているかを自覚していないということです。つまり、自分の行為を導くものを「意思」と見な
して、もろもろの行為、あるいは道徳意思の源泉となるものを、「当為」つまり「しなければなら
ない」と見なしているということです。しかし、そういうふうに考えるのは、人間というものを正
しく捉えていない。行為の真実を正しく捉えていない。「当為」というものは、「しなければならな
い」というこの命令は、「意思」からではなくて「愛」から生じるのだと西田は言う。「愛」に裏付
けられてはじめて「当為」、つまり「しなければならない」ということも成就するのだと言います。
最近「頑張れ」ということ、あるいは「頑張ります」ということは昔はよく言われたんだけれど
も、あまり言われなくなったということは、このことが自覚されてきたからだと思います。「頑張
ろう」という意思の源には、意思を動かす動因、つまり愛があるのであって、愛なしに意思だけで
自分を動かそうとすれば、それは、アクセルだけで車を動かそうとするようなもので、機械は壊れ
てしまう。人間の意思、これをアクセルだとしますと、車を動かすためにはさらに「愛」というガ
ソリンが供給されねばならない。つまり、行為の動機というものが供給されねば「燃え尽き症候
群」になってしまう。その動機という問題が非常に肝心であって、その動機は人間を超えた如来か
ら与えられる。そのことを深く洞察したところに、本願の思想があるのであります。
これまで本願の思想について、外から見てきましたが、内側に入って考察してみたいと思いま
す。先に述べましたように、本願の究極は、衆生が絶対的に他者に触れて自己自信を肯定するに至
ることにあります。その限り、「信を得る」ということの結果、あるいは「証」というものは、信の
果は、涅槃を証することにあります。そういうわけで、親鸞聖人は、「信巻」によって、「涅槃の真
因は信 (心)をもってす」と言い、また「証巻」において、「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萠、往
相回向の心行を獲れば、即の時に大乗正定聚の数に入るなり。正定聚に住するがゆえに、必ず滅度
に至る。必ず滅度に至るは、すなわちこれ常楽なり、云々」というふうに述べたのであります。つ
まり、信の究極、証が涅槃である所以は、信が根本において「自信」つまり「自己を信じること」
であることから、必然的に帰結するわけであります。

*3 西田幾太郎「場所的論理と宗教的世界観」,『全集』第十一巻, p. 436;レジュメ, p. 6
*4 同;レジュメ, p. 6
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先に述べましたように、そのことに深く注目したのが、清沢であります。しかし、親鸞は、本願
の信は究極的には涅槃に至ることにあると言いながら、その涅槃への道は浄土を迂回していると述
べていることを見逃してはなりません。そのことを親鸞聖人は、『高僧和讃』で、

安楽仏国に生ずるは　畢竟成仏の道路にて　無常の方便なりければ　諸仏浄土をすすめけ
り*5

という和讃で詠っています。ここで親鸞は「涅槃に至って成仏するためには、衆生は浄土に生ま
れるのでなければならない」と述べています。そこに浄土真宗は、涅槃道であるけれども、往生道
であると。つまり、浄土に生まれる道である所以があるのであります。ではなぜ浄土真宗は、涅槃
道であって、往生道でなければならないか。浄土真宗に立つものは、その理由をはっきりつかん
でいるのでなければならないと思います。本願の信は涅槃道ですけれども、それにもかかわらず、
同時に往生道である。それはなぜか。昔からそうであったということでは、説明したことになら
ない。
最近、「浄土真宗は涅槃道であるから、往生道はどうでもいい」という考え、主張がありますが、
それは正しくはないと思います。浄土真宗はやはり「浄土に生まれる」ということを無視すること
はできない。本願の信の道が、浄土に生まれることを必要とするのは、なぜか。それは、我々衆生
が生きているのは、大地であって、本願がはたらくのは、衆生が生きている大地、つまり宿業の世
界だからであります。本願が空中ではなく、大地においてはたらき、そこで受け止められねばなら
ないことが、本願の信が浄土を要求する所以であります。衆生が宿業の世界に生きているというこ
とがなければ、涅槃道のみでよく、また、法蔵菩薩がなくてもいいわけであります。浄土真宗は、
涅槃道であるということを強調しなければならないけれども、そのことでこのことが、見逃されて
はなりません。つまり、浄土真宗は往生道であるということが、見逃されてはならないと思います。
この本願が働く場が大地、つまり衆生の生きる宿業の世界であるということは、我々が生きてい
る「環境」というものについて、あらためて目を向けることを促します。浄土の問題は、過去の古
い問題ではなくて、それは「環境」という現代のもっとも切実で新しい問題と密接に結びついてい
るのであって、往生道ということは、「環境」ということを考えることを促しております。
我々が大地において生きているということはいったいどういうことか。地上に生きているという
ことは、あらゆる生物の条件であって、その点で人間は「十方衆生」であって、「蜎飛蠕動」と変
わりがなく、さらには植物と変わりありません。大地はあらゆる生物がその上に生きている基盤で
あるのであります。しかし、大地は生物が生きている基盤だというだけではなくて、生物がそこで
水や空気や食物を得て生きている場所として、環境でもあって、生物はそこで水や空気や食物を命
の綱として大地に結び付けられている、あるいは環境に結び付けられているわけであります。そう
いうことで、環境から空気や水や食物を得て生きているという基本構造において、人間は他のあら
ゆる生物と同じでありますけども、人間は他の生物と一点において異なっていると言わねばなりま
せん。それは、人間は有限な食物だけではなくて、「無限」という食物を摂取しているということ

*5 『高僧和讚』,曇鸞;レジュメ, p. 7
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です。
いったい、人間が「無限」を摂取するといういうことはどういうことか。それは例えば、具体的
に言いますと、人間は空とか海とか広々とした光景、あるいは観光というものによって生きてい
る。景色を眺めて生きているということがあります。それらを見て、この忙しい人間の心は落ち着
く。海や空や景色というものは、そういう意味で、自然においてあらわれた無限だと言うことがで
きると思います。そして、人間がそれらを見て落ち着くというのは、人間は心の底において無限を
秘めている存在だということであります。したがって、そういうことで、人間は心の底に無限を秘
めているということは、無限はこの自然環境ばかりではなく、社会環境や精神環境においてもあら
われていて、そこにおいても人間は無限を摂取している。つまり、人と人との関わりにおいて、ま
た文化や道徳、芸術や宗教においても無限があらわれて、そこで人間は無限を摂取している。人間
はそういうところで、無限を吸収して生きているわけであります。そいうところで、無限というも
のは、例えば、「哀れ」という心であるとか、「悲しみ」という心とか、あるいは「愛情」とか「尊
敬の念」というものとなって、我々の身近なところにあらわれているわけであります。人間はそれ
らの無限を呼吸し、吸収することで、人間として生きているのであります。問題は、それらは目に
見えるものでないので、なくても別に不都合は無いとして、切り捨てられがちになることでありま
す。しかし、それがなくてもよいと考えるのは、人間の錯覚であって、それは欠如してはじめて人
間にとって、欠かせない大切なものであることに気づかれるのであります。
如来の本願というものが、気づかれにくいのも、それは我々の環境においてはたらいていても、
見えるものではないということにあると言えると思います。清沢はそういった如来の本願を、「無
限」ということで捉えたわけですが、なにかその「無限」というと抽象的で、漠然として、何の味
わいもないのではないかと言われるかもしれませんが、清沢はあえてそれを「無限」と言ったの
は、それを「無限」ということで、「有限ではない」ということに注意を促すためであります。「阿
弥陀仏」とか「本願」とか「法蔵菩薩」というと、それは何か有限なのか無限なのかわからない。
人間はそういう有限なものと考えがちになりますが、しかしそれは実は無限が形を変えて人間の世
界にあらわれたものだと。無限のあらわれだということ。だから、「無限」という言葉を使わない
と、「法蔵菩薩」であるとか「本願」、あるいは「阿弥陀如来」というものの正体がはっきりしない
ということがあるわけであります。
清沢は「無限」を二つに区別しています。それは「凝然無限」と「隨縁無限」です。これは手元
のペーパーに記したかどうかわかりませんが、(「隨縁無限」とは)縁起に従ってあらわれる無限と、
(「凝然無限」とは)それ自身で「凝然」、確固とした無限です。つまり、「凝然無限」というのは、
絶対的無限で、色も形もない「法性法身」で、一方、「隨縁無限」というのは、人間世界において、
様々な形を取ってあらわれた無限で、「方便法身」といわれるものであります。「弥陀の本願」とい
うのはそのような我々が生きる環境にあらわれた無限で、「隨縁無限」であります。「弥陀の本願」
は、人間の環境世界にあらわれた「無限の生命」、つまり「阿弥陀如来の命の呼び声」であって、人
間はそれを糧として生きております。浄土真宗、あるいは、他力門哲学は、そのような人間の環境
に形を変えてあらわれた「隨縁無限」への深い洞察を持つところに成立するわけであります。浄土
真宗はそのようにしてあらわれた「隨縁無限」を、「本願」として捉え、その「本願」のあらわれた
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環境を、古来から「浄土」もしくは「報土」として捉えてきたわけであります。「凝然無限」が我々
の生きる環境に「隨縁無限」としてあらわれるところに、「回向」といわれることがあるのであり
ます。
シモーヌ・ヴェイユというフランスの哲学者ですけれども、この人はそのような人間が生きる
環境にはたらいている無限を「詩」として受け捉えて、つまり「ポエム」("poem")として、「ポエ
ジー」("poésie")として捉えて、「民衆はパンと同じように詩を必要としている*6」と述べておりま
す。ポエジーを必要としていると言っています。民衆は食べるためにパンを得ようとして必死に働
いているけれども、その労働の中で民衆が必要としているのは実はパンよりも「詩」なのだ、と
ヴェイユは述べております。この言葉は、これはヴェイユでなければ語れない言葉だとして、鈴木
大拙は非常に感心して方々でこのヴェイユの言葉を紹介して回っておりますが、私もこの「人間は
詩を必要としている」、「人間は生きるために詩が必要である」というこのヴェイユの言葉には、深
い真理が含まれていると思います。
労働の場合に「詩」が欠如しているということは、飢えと同じように、あるいは飢え以上に、苦
しいことである。そのために人は死ぬことはないにしても、食物の飢え (以上に?) 苦しいと言って
いることですが、そういうこの「詩」というものは、しかし、一見思われるけれども、言葉に閉じ込
められた「詩」ではなくて、つまり、贅沢としての「詩」、つまり、そこらでいわゆる「詩」といわ
れる「詩」のことではなくて、日々の生活の、日々の行為の内に入ってきている、実質をなしてい
るようなものです。例えば、我々の日常生活の内に入ってきた「祭り」なんていうのも、これは一
種の「詩」であります。この「詩」によって人間は生きるエネルギーを得てくると。そういうこと
で、プラトンは、「人間が (神が?) 労働で苦しんでいる人間を哀れんで、人間の生活に詩を与えた」
というようなことを言っておりますが、ヴェーユが言っているのもそれと同じようなことです。
そういう日々の生活の内に詩が感得されることで、同じ日常生活は変わらないにしても、その実
質は全く異なったものになってきます。労働は辛いものであることは変わらないけれども、その辛
さの内に、喜びが感じられる。安らぎが感じられる。安心を与えるものが湧いて出る。そのような
詩の源泉というものが、唯一神であって、そのような詩は宗教であると述べております。ここで
ヴェーユが「詩」と述べていることは、「本願」と言い換えてもまったく差し支えありません。ある
いは「本願」というものを「詩」ということで捉え直しても差し支えありません。「弥陀の本願」と
は、我々が生きている宿業の世界にあらわれて、我々が呼吸し、生きる喜びを与えている「詩」な
のであります。そのような「詩」のあるところに、「ありがたい」という思いがあるのであります。
「本願」を「詩」というようななまちょろいものに置き換えるのはけしからんという、そういう
人もあって、金子みすゞの詩を本願に例えるのはけしからんという、そういう人もありますが、確
かに、その場合に、この「詩」というものをどういうふうに捉えるか。ヴェイユが「詩」と捉えて
いるものは、そういう単に感受性の表面を漂っている詩ではなしに、労働の辛さのその只中におい
て、それを安らぎを与え、喜びを与えてくれるものとして、行為の底からあらわれてくる、そうい
うものであって、それは本願が宿業の大地からあらわれて人間に喜びを (与え?)、人間に呼びかけ

*6 レジュメ, p. 7
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ると、そういうものとして捉えねばならないと思います。
そういう詩があるところに「ありがたい」という思いがあります。「浄土の荘厳」といわれます
のは、それは何か天上の世界のことと考えられるとまったく意味がないので、我々の生きている宿
業の世界にそういった詩があらわれて「ありがたい」という思いがそこに感得される。そこに「浄
土の荘厳」ということがあるわけであります。ですから、浄土の問題は、何か古い昔の、我々に無
縁なことと考えられてはならないのであって、我々が生きているこの環境、宿業、そこではりつけ
になって人間が悩んでいるこの自然環境、大地、そういったものの内に生ずる人間に喜びを与える
もの、そういうものに対する深い反省が浄土の問題なのであって、そういう浄土の問題を浄土真宗
から抜きにして涅槃だけでいいと言うのは、浄土真宗を非常に抽象的なものにしてしまうと思うわ
けであります。

そういうことで、これまで述べましたことから、結語として導かれることを述べて終わらせてい
ただきたいと思いますが、第一に、浄土真宗の根幹というべきものは、「本願の信」でありますけれ
ども、「本願の信」の究極の目標は「自信」ということで、「信」というものは「涅槃に至る」とい
うことであります。「本願の信」の意味は、「自信を得て安心を得ること」つまり「自証」というこ
とにあります。「自分を証する」という「自証」ということにあります。そこでしかし注目 (?) しな
ければならないのは、今言いましたように、「自証」つまり涅槃への道路が、浄土を迂回している
ということであります。そしてなぜ涅槃の道、浄土真宗の道が、浄土を迂回しているかについて、
深く理解すること、それが浄土真宗の要諦となるということであります。繰り返すことになります
が、本願は我々十方衆生が生きている大地、環境、つまり宿業の世界に出現してはたらくからであ
ります。「回向」と言われることは、そこに捉えねばならないということ、つまり、「回向」という
のはただ闇雲に如来が何か向こうから我々に恵みを与えてくれることだと、如来の恩恵だというふ
うに捉えられてはならないのであって、如来のはたらきが我々の生きている衆生の世界に、形を変
えてあらわれる。そこに「回向」ということがある。つまり、如来が自らをむなしくして、如来が
自分を否定して、つまり如来が法蔵菩薩に形を変えて、我々の生きる衆生の世界にあらわれる。そ
こに「回向」ということを捉えねばならない。「回向」というのは浄土真宗の根幹にあることです
けれども、如来が自分を否定して、自分が (如来が?) 形を変えて、そこであらわれるということで
あるがゆえに、如来の回向は「摂取不捨」なのであります。そういうことに深く思いを致さねばな
らないと思います。「回向」がただ単に如来が衆生に思いをかけているというふうに捉える限り、
「回向」は宙に浮いたものになってしまって、本当に自分の身についたものにならないので、回向
の問題を浄土真宗は深く考えねばならない。それは、浄土の問題を深く考えねばならない、そうい
うことと結びついているのではないかと思います。
そういうことで、浄土真宗はまず「自身を信じること」、それで「涅槃へ至ること」である。そ
れと同時に浄土真宗は、自分が大地に生きていること、そして大地はただ闇雲な盲目の世界ではな
くて、そこにおいて如来が自らを否定して、法蔵菩薩となってあらわれてはたらいているんだとい
うことを感得する、そこに如来の本願力の回向ということがある、そういうことをつかむことが浄
土真宗の根幹になるのではないかと思います。清沢先生が強調されましたのは、まずその前の方で
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(?)、ただ単に衆生が如来の本願を信じることが如来の信ではないと。如来の本願を信じて自分自身
を信じ、涅槃へ至る、そういうことが肝心だと仰った。これは非常に大事なことであります。やや
もすると私たちは、そこで親鸞の道は涅槃道だということを通して受け取って、一方的にそれを強
調する傾向が浄土真宗の一部にありますけども、それだけでは少し十分では (ないのでは)ないか
ということを申し述べさせていただいたわけであります。

ご静聴どうもありがとうございました。私の話はこれで終わらせていただきます。
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