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長谷正営

往生 を「 道」 と拡大解釈 し、回向を「 表現 Jと 捉 え直 した曽我 の思索を通 して、親鷲 の
往生 と口向の思想を理解す る上で問題 とな っている部分 を追 究す る。

[1]往 生 について
1)親 鸞 の往生理解をを め ぐる問題・・・・ 親鷲 は往生を現生 に捉 えたが、 それと も死後
の ことと捉 えたか。曽我 の理解 と小谷氏 の見解 の対立

2)親 鸞 の往生思想 の核心 を親鸞 のテキ ス トの何処 に求 めるか。
従来、 『大無量寿経』下巻 の「 本願成就文 Jと 、 それについてに親鸞 の『一念多念文意』
その他 における注釈 に求 め られてきた。
来、皆共 に無量寿仏 の威神功徳不可思議 なるを讃嘆 したま う。諸有 の
「十 方恒沙 の諸仏女Π
衆生、 それを聞きて信心歓喜 しないし一 念 せん。至心に回向 したまえ り。彼 の 国 に うまれ
ん と願 ずれば、即 ち往生を得 (即 得往生 〉、不退転 に住 せん」。
Лp得 往生》 というは 《
即》はすなわちとい う、時を経ず 日を も隔て ぬな り。また 《
「 《
即》
つ
べ
は くとい う。その位 に定 まりつ くとい う語 なり。 《
得》 は う きをえたりという。真実
信心 を うれば即 ち無碍光仏 の御心 の うちに摂取 してすてたまわぎるな り。・・・ おさめと
りたま うときすなわち時 日を もへ だてず正定衆 の位 につ き定 まるを 《
往生 を得》 とはのた
まえるなり」 (『 一念 多念文意』、『 聖典』五四四頁 )。
ガヽ
谷氏 は、「 即得往生」 についての親鸞 の注釈 を、「 正定衆 に定 まるを往生を うるといっ
たにす ぎない」 と捉え られた櫻部氏 の解釈 を根拠 に、親鸞は死後往生 の考 えを抱 いていた
と帰結 された。
この部分 に関 しては二 つのの解釈 があり、 両者 がともにその根拠 を有 しているので、桜
部・ 小谷氏 の解釈 のみを根拠 に して、親鸞 の往生思想を決定する ことはできない。

3)親 鸞 の往生思想は、親鸞がその生涯 にわたる信 と思索 の歩 みを反省的 に語 った「 三願
転入 Jに おいて掴 まれなければな らない。
ヒによって久 しく万行・ 諸騎
「 ここを もって、愚禿釈 の鸞、論主 の解義 を仰 ぎ、宗師 の勧イ
善 の仮門 を出でて、長 く双樹林下 の往生 を離 る、善本・ 徳本 の真 F5に 回入 して 、 ひとえに
難思往生 の心を発 しき。 しか るにいま、特 (ま こと)に 方便 の真門 を出 でて、選択 の願海
に転入 せ り、速やかに難思往生 の心を離れて、難思議往生 を遂 げん と欲 う。果遂 の誓 い、
良 に由あ るかなJ(『 教行信証』「 化身土巻 J、 『真宗聖典』二五六頁 )。
親鸞 の往生理解 は、「 難思議往生 Jと は何 か、その本質 はどこにあるを究明 することを通
して、明 らかにされなければな らない。
親鷲 が「 難思議往生 Jに 転入 したのは、親鷲がその人生 において直面 した問題や苦悩は、
「 臨終往生」や「 死後往生 Jを 説 く「 双樹林下往生 Jに よっては解決 のつかない類 いの も
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ので あると親鸞 が見定 めた ことによ る。その苦悩 の解決を親鸞は「 本願 の信 Jに 立 う 難
「
思議往生 Jに 転入す ることによって得 た。

4)曽 我 は「 難思議往生 Jの 特徴 を「 本願 に触れ て心が開かれる」 ところに見て、「 往生
は心に ありJと 捉えた。
「浄上 に往生するとい うの は、『大無量寿経』 では、まず もって心が往 くとい うことで あ
る。心が開けるとい うことで しょう。つ まり、心が暗闇 のなかに開 じられておった 、真 っ
暗 い心であった。 それが「 聞其名号信心歓喜 Jと い うとこで もって明 るい世界が開 けてき
た。その明るい世界 とい うのが浄土 に違 いないJ(『 曽我量深講話録』四、一九八頁 )。
「 信心を獲た ときに [お たすけ]を 得 る。 そ うすれば [往 生 ]も そのときに ちゃん と決定
した。 [往 生が決定 した ]と い うことは、つ まり、私 どもに [往 生 ]と い う新 しい一つの
生活 ―新 しい世界が開かれて、新 しい生活が始 まったと―そ うい ぅ ことを [往 生 ]と い う
ので しょうね。 ただ往生 というのは死 んでか ら楽 しい所 へ行 った―そいうい ぅことを [往
牛 する]と い うので あるならば、 それは『 観経往生』 というので ある」 (同 、一九四頁 )。
「 だか ら、私 どももは、信心決定 のときに開かれた浄土 を与えて くだ さるのである。閉 じ
られたる浄土 はいのち終わ るときに十九 の願 によって与えて くださるのである。開かれ た
る浄土 は、 もうすでに、現生 において開かれた心が、開かれたる浄上 に往生 せ しめていた
だ くわ けであると、 こ うい うことは私 はひとつ皆様か ら聴 いていただ きた い と、 こ うい う
お、うな願 いをお もって おるもので ございます。それはただ 自分が決 め込 んでおる とい うわ
けではないのであ りま して 、今 の時代 の一切 の人 々はみな願 ってい ることではないかとい
う思 うので あ ります」 (同 、一九七頁 )。
「 光明寺 の和尚 の『般舟讃』 には、 [信 心 の人 はその心 すでに浄土 に居す]と 釈 し給 え り。
居す というのは、浄土 に信心 の人 の心 つねにいた りとい うこころな り。 これは弥勒 と同 じ
ということを 申す な り。 これは等正覚 を弥勒 と同 じと申す によ りて、信心 の人は如来 とひ
としと申す こころなりJ(親 鷲『御消息集』、『 聖典』五九一頁 )。
従来 の伝統的理解 において 、往生 と成仏 は「 往生即成仏」 として同‐ 視され、死 後 に捉 え
られていた。
しか し、曽我 は両者 を区別 し、往生 は心の事柄 として現生 に、成仏は身 の事柄 として死後
に掟え て、「 往生 は心にあ り、成仏は身にある」 とした。
このよ うな「 往生は心 にある」 とする曽我 の理解 は、親鷲が「 自性唯心 に沈 む」 とした こ
とだ とする批判がある。 しか し、 その批判 は、 きが浄上 に居す」が「 本願 の信 において
「
開かれ境涯劃 であることを見損 じている点 において、誤解だ といわねばな らな い。
『大無量寿経』「 下巻 Jの 三毒・ 五悪段 の手前。「必ず、超出 して去 って、安養 国 に往
生するを得れば、横 さまに五 悪趣 をきり、悪趣 自然 にとず。道 に昇 るに究極 な し。往 きや
す くして しか も人 な し。
ζギ 国逆違せず。 自然 の牽 くと ころな り」。
安養国、すなゎち浄土は、五悪趣が支配する娑婆世界 が「 横 さまにJ乗 り超え られたとこ
ろに開かれる世界 であるが故 に、 それが開かれるの は死後 ではな く、現生 においてで ある。
しか し、現生 に浄土が開かれとい うことは、現生が浄土 だ とい うことではない。
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娑婆世界 と浄土 との違い。心が物 に支配 された世界が娑婆世界 で あ り、心 が物か ら自由 に
なった世界 が浄土 である。
「物 というものは、形あるものが心 の外 にあるのではな くして、一切 の形あるものは、心
の相 を表 した ものであろう。 こ う見 るな らば、天地万物、無量無数 の形あ るものが 目の前
にある、美 しい ものがた くさんある。あ って も、それはす べて形 ない心の相、心の美 しい
相 をそれを物 として表 した ものである。 だか らして、お浄土 とい うものは七宝荘厳 の浄土
ということが経典 に書 いて あるけれ ども、それはつ まり形 のない心 の、純粋 な,心 の相 を、
それを七宝荘厳 の浄土 とい う、 そ うい う姿 を もって表 した ものであるに違 いないので あ り
ます。
だか らして、われわれの世界、私共 の世界 はそのよ うな心 の象徴 だ とい うような、 そ う
い う世界であるならばですね、あ るいは、そ うい うような眼を開 いた人 が見 るな らばです
ね 、われわれが今すんでヽ 界 もまた浄上 であるJ(『 曽我量深講話集』四 )。
∫

5)往 生概念 の拡大解釈
「難思議往生」が本願 に信 に立 つ ところに成立す る往生であるとき、往生 は本願 の信 を
生 きる ことと して「 道 Jな い し、過程 として捉 え られる。往生 は、「 本願 の信 を起点 とし
て、現生を通過 し、その究極 の臨終 において大般涅槃 を証す るに至 る、本願 の信 の道 を歩
む ことJと なる。
「 双樹林下往生 Jが 往生 を死後 としたとき、往生 は「 点的Jに 捉 え られて いた。 しか し、
往生が「 道 Jと 捉え られるとき、「 往生が定 まる こと」 と「 往生す る ことJは 厳密 には区
別 しえな くなる。 そこでは、「 往生 が定 まるJと い うことは、伝統的教学 でいわれ るよう
に「 まだ往生 していない」 とい うことではな く、「 往生 の道を歩 み始 めた」 ことであ り、
「 往生 の道 を歩 み始 めたJと い うことは「 すでに往生 を得 たJと い う こととなる。
そ こにお いて「 往生 Jと 「 正定衆」は重 な り、併走す るもの となる。
本願成就文 の「 即得往生 Jに ついて親鸞 が『一念多念文意』 において加 えた注釈 はそのよ
うに解釈する ことがで きる。

6)親 鶯が「双樹林下往生 Jを 離 れて、「 難思議往生 Jに 転 じたと宣言 して いるに もか

かわ らず、親鷲は死後往生 を説 いた として、親鷲 の往生理解 を「 双樹林下往生 Jに 引き戻
そ うとする動 きが昨今復活 しようとして いるのは何 を意 味す るか。
第一 に、親鸞 の往生思想 に無理解 であることに起因す る。
第二 に、人間が通常、「 死 Jに 対 して抱 いている見方、つ まり死を生 の否定、挫折・ 失
敗・ 滅亡 とす る見方 に起 因す る。そ こか ら、死後往生 へ の固執 が生 じる。
それは有限 ないのちへ の執着 であって、迷 いで ある。
それは本願 の信 において出会 われる無量 のいのちのとの接触 の欠如 か ら生 じる焦 り、足掻
きである。
われわれが「 肉体 に滅 んでゆく命 J(ジ ー ヴァ)し か知 らないな ら、死後 の往生 (現 生
に代わ るもう一 つの生 )を 思 い浮か べ ないな ら安 心 して死 ぬ ことがで きない。
しか し、現生 において「 永遠 のいの ちJ(無 量寿 ―ア ミタ ーユス)に 触れるな ら、死後 に
往生 を思 い うか べ な くて も死を受 け容れ る ことができる。 なぜな ら、そ こには「 本願 によ
る摂取不捨 の確信 Jが あるか らである。本願 の信 の確実性 において、死は生 の破滅 ではな
く、生 の完成・ 成就 を意味す るものとなる。
親鸞 の往生思想 の ポイ ン ト。死後往生 において、有限 ないのちの存続 を企て る ことが、
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あるいは、永遠 のいの ち (無 量寿 )の 信 において、有限ないの ちへ の固執か らか ら離 れ、
釈尊が証された同 じ大般涅槃を証するに至 ることか。
「 死後往生の不確実性Jと 「 本願 の信 の確実性Jと のいずれを選ぶか。
親鷲 は「 死後往生 Jを 方便 として認 めた。 しか し、本願 に信 の確実性 に立 った上 で、
「 方使 Jと してそれを認 めたので あ って、真実 として認めたのでないことに思 いを致 さね
ばな らな い。
■回向の問題
1)曽 我は なぜ「 回向」を「 表現 Jと 捉 えたか。
親鸞 の回向思想の独 自性。回向の主体を衆生か ら如来 に転 じた こと。
回向の主体が如来 で ある場合、衆生 を主体 としていたと きの回向概念をそのま ま用 いてよ
いか とい う問題。それゆえ、曽我は回 向を変更 して「 表現 Jと した。
「 功徳を他 に振 り向ける」 とい う、従来 の回向概念を如来 に適用すると、回向は、如来
と衆生 との間 で「 もののや り取 りJを するか のよ うになる。
「 回向とは仏 と対立 して 向 こ うか らくださる、 こちらは受 け取 る、仏 と我 々 とのもののや
り取 りをすることだと思 ってい る。お受け取 りと手 を差 し出す とい うふ ぅに解釈 している
ものがある。 そうではない」 (『 曽我量深選』第 十一巻 、一〇三頁 )。
表現 とは「 有 るものが 自 らを別の ものに形を変 えて現す こと」 である。回向のサ ンス ク
リットの語源「 パ リナ ーマナ」 は、「 形を変えて現 れること」、 転ずる こと
J、 「 熟す
「
ること」 である。
回 向が「 表現 Jで あるとは、阿弥陀如来が衆生 の世界 に法蔵菩薩 とな って形 を えて
変
現
れてはた らくこと、法蔵菩薩が「 一切群生海の心 」 となって、 微塵世界 に ち満
「
満
ちたま
え りJと い うことを示す もの となる。

2)回 向の大地性

:回 向の要 は、如来が超絶的天空 にあ って衆生 に呼 びか けていることに

あるのではな く、衆生 の生 きる世界 に形を変えて現れ て呼びか けて くるところにある
。

3)回 向 と神 の国 :回 向の特色が、如来が本 願 となって衆生 の世界 に形を変えて現れては

た らくとい うその地上的性 格 にあるな ら、それはキ リス ト教 の
「 神 の国」が「 神 の支配」
と して、神 のはた らきが地上 に及 んでいる領域 を指 していることに い ところを つ
近
も 。

キ リス ト教 において「神 の回 Jが 死者が行 く「天国Jと 異 な り、地上
的性格を もってい る
ことは、真宗 において本願 の はた らく場 としての 報土 Jが 、死者が
生 まれる世界 として
「
の「 化土 Jと 異 な り、衆生 の生 きる 真仏土 Jと されることと
同様である。
「
回向の要 は、如来が我 々衆生 の世界 に現 れて呼 びかけて くるとい う、その
地上的性格、
つ ま り還相的性格 にある。親鸞 において 往生 の思想 Jが
回向の
「
と
思想」 深 く結 び付 い
「
ているな ら、 それはやは り死後ではな く現生 にお いて捉え られな
ければな らないと思 う。
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