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(１) 問題の所在

現代社会を えるキーワードの一つに 共生 の言葉がある。共生の用

語は生物学的概念であるといわれているが，仏教においては，たとえば，

世親の 浄土論 に 我作論説 願見弥陀仏 普共諸衆生 往生安楽

国 とあるように， 共生 という熟語としては用いられていないけれど

も，この言葉の指し示す世界は，十分に，仏教の大乗性を明らかにするも

のとして，文字どおり， 共生 を課題にしたものである。現代用語とし

ての 共生 に先だって，仏教においては， 共生 の課題が問われ，思

索されていたと見るべきであろう。

このような仏数の歴史の中で，初めて，明確に，この語を仏教の思想を

語る文脈で用いたのは，浄土宗の椎尾弁匡（1877～1971）であろう。椎尾

弁匡は 仏教を個人から社会へ解放し，社会的救済をめざした。そして来

世往生を説く浄土教の浄土建設を，現実社会で実態化しようとし，大正期

に入ると 共生道 を提唱し， 共生の浄土 をめざした。昭和３年

（1928）２月の第１回普通選挙には初の僧侶議員として衆議院議員に当選

したが，これも一種の社会運動と解したからであろう （柏原祐泉著 日本

仏教史近代 吉川弘文舘 140頁）とあるように，仏教の社会的表現を 共
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生 と見定めて，実践的に行動したことが知られている。

今日の時代において用いられている 共生 が，そういう仏教の思想運

動とどこまで連動しているかは，検証することは困難であるが，椎尾弁匡

に影響を受けた建築家の黒川紀章が戦後になって自身の建築思想を語るの

に，この語を用いたことはよく知られている。それが時代社会の要求と重

なって，いまや，この語は，椎尾弁匡ら，先駆者の人々の手を離れて，現

代社会のあるべき世界像のモデルとして，先にも述べたように，現代社会

を えていくキーワードになっている。それは今回，この語が日本仏教学

会のテーマとして選択され発題されているほどである。その意味では，現

代社会を解くキーワードである 共生 の問題を通して，仏教が現代の問

題に対して，いかに応えることができるのか，そういう実践的な課題が，

この言葉を通して問題になっているのであろう。以下， 親鸞にみる共生

の思想 と題して，親鸞の 共生 への実践ということで，親鸞の仏教へ

の学びがいかに 共生 への実践と結びついているかについて明らかにし

たい。

それに先だって，最初の問題として，なぜ共生が問題とされなければな

らないかである。それは端的に言って，私たちの現代社会が非共生的社会

となっているからである。その裏返しに共生の世界が求められているので

はないか。20世紀という100年の時の長さで えても，私たち人類が求め

て得られない問題として共生の世界がある。それは何も観念的な問題では

なくて，現実的な問題として存在している。政治的に言えば，それは南北

問題であり，東西問題である。南北問題は欧米先進諸国のアジア・アフリ

カ諸国に対する帝国主義的な植民地主義が象徴している搾取と収奪の歴史

である。経済的に言えば，その結果もたらされた修復不可能なほど隔たっ

た南北間の著しい経済的格差の問題である。また東西問題に見られたイデ
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オロギーの対立は，旧ソビエト連邦の解体を機会に，すべてが経済問題に

収斂されていくほどに矮小化されて，自由と平等の対立軸は，問題にもな

らなくなっている。それは社会主義国家における資本主義経済の導入とい

う形で展開されている。中国における改革開放経済路線であり，ベトナム

のドイモイ政策である。しかし，経済社会における現実は，アジア経済の

失速に見られるように，経済的基盤の脆弱なアジア・アフリカ諸国と欧米

先進諸国との経済的格差は埋められないまま，21世紀に突入しつつあると

いうのが現状である。つまり，巨視的な世界政治においては非共生的社会

は拡大することはあっても，是正されることがないのが現状である。

それでは次に日本社会においては共生という問題はどうなっているであ

ろうか。結論から言えば，共生が，このような学会においても課題になる

ほど，逆説的に，ますます，非共生社会になっているのではないだろうか。

確かに，標語としての共生社会への展望は，福祉的視座においても，ノー

マライゼーションの言葉がもてはやされているように，誰もが無視できな

い問題として登場している。特に，超高齢化社会を迎えて，長寿を生きれ

ば，誰もが 障害 を経験しなければならない現実を前にして，共生の課

題は，他人事として看過できない問題として存在している。にもかかわら

ず，私たちの社会は遅々として 健常者 と呼ばれるものだけが，風のよ

うに自由に生活できるだけであって， 障害 を生きる人々，高齢者の生

きにくい社会になっている。

さらには，日本の対外関係を見てみれば，国内における様々な差別的関

係を凝縮する形で，いまなお，日本国を絶対化する意識と政治の中に，私

たちの現実が存在している。アジアにおける日本の立場，位置というもの

が近隣諸国の告発にも関わらずに相対化されていない。それは日本の近代

社会百年の歴史を見れば分かるように，特に，アジア諸国との非友好的関
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係として現れ出ている。二十世紀の前半は，遅れてきた後発の帝国主義国

家として，アジア諸国を侵略と搾取の渦に巻き込み，未曾有の戦争犠牲者

を生み出した。また二十世紀後半は，朝鮮戦争，ベトナム戦争という戦争

特需に助けられて驚異的な経済成長を遂げ，その右上がりの経済成長は，

日本人に戦争責任を問うていく自己内省を見失わせた。その経済至上主義

的な日本人の生き様は，アジアの人々からエコノミックアニマルと評され

ることとなる。

このような戦前は東洋鬼と恐れられ，戦後は経済動物とまで揶揄されて

いる私たちに，アジアの人々と共生する道が果たして存在するのだろうか。

アジアの人々と共生できなくて，どうして世界の人々と共生することがで

きるであろうか。勿論，共生が成り立つかどうかという問題は，そのよう

な対社会的な問題であるだけではない。もっと根本的には，間柄存在とし

ての人間が，人間と人間，人間と自然，そういう関係性を相互成就的に，

豊かに開花させることができるかどうかの問題である。それは私たちが，

仏教的に言えば，文字通り，諸法無我と見いだした縁起的存在としての人

間性を回復して生きるかどうかの問題である。

このような根本的な問題を課題にすることが，仏教における共生の思想

を問うことである。いましばらく，先に述べたような具体的現実的な問題

を念頭におきながら，親鸞においては共生の思想がどのように問題になっ

ていたかを えてみたい。

(２) 親鸞の行実を通して

それでは共生という 共に生きる という問題が親鸞の仏教の中で，ど

のように課題になっているのか。先ず，親鸞の生き様を通して えてみた

い。しかし，親鸞の生き様と言っても，資料的には，同時代の中に，親鸞
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を客観化して記述するものは，親鸞の妻と言われている 恵信尼 の書状

しか残されていない。確かなものは，親鸞が直接書いた仮名聖教などに表

れた親鸞の言葉によるしかない。そのほかは，真宗の各宗派に伝わる親鸞

の生涯を説いた伝記がある。これは当然教団的立場で脚色されている。し

かし，伝承された親鸞像という限定のもとであるが，親鸞の課題を えて

いく上には無視できないものである。

以上のようなものを参 にしながら，親鸞にみる共生の思想を えてい

くこととする。先ず共生ということであるが，共に生きると言うとき，具

体的には親鸞はだれと共に生きたのであろうか。このような問いを必要と

するのは他でもない。世親の 浄土論 を註釈した曇鸞が， 浄土論 の

真意を明確にするために，いわゆる 八番問答 を施設したことを想起す

れば，ことの重大さを理解することができるであろう。曇鸞は 浄土論

がある特定の資質豊かなものの仏道ではなく， 煩悩成就の凡夫人 が歩

むことのできる 他力易行道 の仏道であることを 八番問答 において

明らかにした。つまり，曇鸞は世親が 我作論説 願見弥陀仏 普共諸

衆生 往生安楽国 と述べた，その共に往生したいと願った 諸衆生 と

はいかなる衆生であるのかを 浄土論註 上巻末尾に 八番 の 問答

を以て， 十悪五逆 の 下々品の衆生 であると明らかにした。その意

味でも，誰と共に生きるのかという問題は，仏教において本質的な問題で

はないであろうか。つまり， 共生 という問題は，親鸞が具体的に誰を

友として，同朋として生きたのかという問題である。キリスト教的に言え

ば，汝の隣人を愛せよと言う，その隣人とは誰であったのか，という問題

である。

青年期の親鸞においては，直接，その問題を解く資料的な手がかりはな

い。存在するとすれば，浄土真宗高田派に伝わる 親鸞聖人正明伝 （以

109親鸞にみる共生の思想（尾畑文正)



下 正明伝 と略す）の記述ぐらいである。それによれば，あるとき，親

鸞が京都の町から赤山明神の前を通って比叡の山に帰ろうとしていたら，

一人の若い女性に親鸞は呼び止められて，女人禁制のために女性が比叡の

山に行けない現実を問われたといわれている。原文によれば， 建久九年，

範宴初春ノ祝儀コトオハリテ，京ヨリ山ヘ帰リタマフニ，オリフシ赤山明

神ヘマイリ，法施ココロシズカニシテオワシマスニ，神（ガキ）の陰ヨリ

アヤシゲナル女性，柳裏ノ五衣ニネリヌキノ二重ナルヲ打被，唯一人出来

ケリ。其シテ気高テ，イカサマ大内ニ住ケムアリサマニ見ケリ。……以下

略……。（ 真宗史料集成・第七巻 ）とある。このエピソードが象徴してい

る問題は，それは女性を排除して成り立っている大乗仏教とは何かという

問題である。いくら理論的には一切衆生悉有仏性であると説いても，事実

として，男と女が，女と男が共生できないのなら，それが果たして大乗の

仏教といえるのかという，極めて具体的な問いであった。

この 正明伝 の資料的価値というものが必ずしも判明しているわけで

はないが，少なくとも，このような問いを生きた親鸞が宗祖として伝承さ

れていることは注目されていいであろう。ここに見える親鸞は，先ず，五

障として，五つの障りをもつ存在として扱われていた女性と共に生きるこ

とが課題になっていたということである。仏教思想内部において，女性蔑

視の現実は，⑴ 女人は大魔王なり，よく一切のひとをくらふ，現世には

纏縛をなし，後生にはあだ・かたきとなる （ 涅槃経 ）とか，⑵ ひと

たび女人をみればよくまなこの功徳をうしなふ，たとひ大蛇はみるといふ

とも女人をみるべからず （ 阿含経 ）とか，⑶ 女人は地獄のつかいな

り，ながく仏の種子をたつ，ほかのおもては菩薩ににたり，うちのこころ

は夜叉のごとし （ 唯識論 ）とまでいわれて排除され，不浄視されてい

た 女性 と共に生きるということが，課題として求められていたという

110 親鸞にみる共生の思想（尾畑文正)



ことが分かる。ちなみに，ここに揚げた⑴・⑵・⑶の資料は，存覚の 女

人往生聞書 からの孫引きであるが，このような大乗仏教の教説が，こう

いう形で喧伝されるほどに女性の存在が遺棄されていたことを彷彿とさせ

るものである。親鸞が女性との共生を課題化したことをこのエピソードは

物語っている。これは若い親鸞が求めた世界がいかなる世界であったのか

が具体的に理解できる物語である。このような問題に応える仏教こそがま

た親鸞の求めた仏教であったのである。

それでは，親鸞は，そのような仏教にどこでどのようにして出会うこと

ができたのであろうか。親鸞が，これこそが大乗仏教であると出会うこと

のできた仏教は，29歳の春に，六角堂の參籠を契機にして，吉水の草庵に

法然を尋ねた親鸞が，見て，聞いた専修念仏の仏教であった。おそらく，

そこで親鸞が見て，聞いたものは，老若男女，貴賤道俗を選ばずに，人々

が，その属性を超えて， ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし

という法然の教え通りに，念仏申している名もなき民衆の姿であったであ

ろう。

その体験は，やがて，親鸞の主著である 顕浄土真実教行証文類 にお

いて， おおよそ大信海を案ずれば，貴賤・ 素を選ばず，男女老少を謂

わず，男女・老少を謂わず，造罪の多少を問わず，修行の久近を論せず，

行にあらず・善にあらず・頓にあらず・漸にあらず・定にあらず・散にあ

らず，正観にあらず・邪観にあらず・有念にあらず・無念にあらず・尋常

にあらず・臨終にあらず・多念にあらず・一念にあらず，ただこれ不可思

議・不可説・不可称の信楽なり。 と現されるような他力の信心のとる姿

として，親鸞の上で了解されていったのであろう。つまり，阿弥陀の本願

が我々の上に実現した信心の世界は 老少善悪・男女貴賤 を問わないと，

女性であることを排除しない仏教が他力の信心として明らかにされること
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となったのである。

そのほか，親鸞の生き様の中で，親鸞がどういう人々を友・同朋して生

きたかを える資料としては，一般的に 承元の法難 として知られる

1207年の宗教弾圧以後の親鸞が注目される。親鸞は法然の門下のひとりと

して宗教弾圧に連座して越後国に流罪に処せられる。それは 教行証文

類 の末尾，いわゆる 後序 と称される箇所と， 歎異抄 に添付され

た宗教弾圧の記録から知ることができるのであるが，その中， 教行証文

類 には これに因って，真宗興隆の大祖源空法師，ならびに門徒数輩，

罪科を えず，猥りがわしく死罪に坐す。あるいは僧儀を改めて姓名を賜

うて，遠流に処す。予はその一なり。しかればすでに僧にあらず俗にあら

ず。このゆえに 禿 の字をもって姓とす とあり， 歎異抄 には 流

罪以後愚禿親鸞令書給也 とあるように，親鸞は宗教弾圧に連座したこと

を契機にして，自らを 愚禿親鸞 と名告ったことが知られている。

特に 教行証文類 の 禿の字を以て姓と為す という名告りは， 姓

という字が単なる名前を表す概念ではなく，社会的身分を表す名告りであ

ることから，流罪以後に親鸞は， 禿 という言葉で表されるような社会

的立場を生きたこととなる。この 禿 の字の名告りについては，故河田

光夫氏が， 親鸞と被差別民衆 （真宗大谷派出版部）の中で，明快に， こ

の“禿”という字をわざわざ名前にした親鸞の社会的位置というのは，や

はりこの悪僧・濫僧といわれている人びとと 親鸞の流罪以後はですね

非常に近い存在ではなかったかと思います と述べているように，当

時の被差別民衆の側にいた人を指す名告りである。

そこに親鸞が友・同朋としようとした存在が，この 禿 という名告り

において一層明確にされている。しかし，このことは従来の真宗教学にお

いては必ずしも明らかにされていたわけではなかった。そこで，この親鸞
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の 禿の字を以て姓と為す という名告りの意義を確かめる意味で，この

被差別民衆 が親鸞の他の著書ではどのように表されているか見てみた

い。

ここに二つの資料を提示したい。一つは 唯信鈔文意 に解かれている

法照の 五会法事讃 に掲げられた慈愍の 般舟三昧讃 の 文の解釈で

ある。もう一つは 教行証文類 信巻に引用された戒度の 阿弥陀経聞持

記 である。先ず 唯信鈔文意 に引用され解釈されている文章であるが，

ここに説かれている仏教は，

彼仏因中立弘誓 聞名念我総迎来 不簡貧窮将富貴 不簡下智与高才

不簡多聞持浄戒 不簡破戒罪根深 但使回心多念仏 能令瓦礫変成金

（五会法事讃）とあるように，従来の仏教が善根功徳とか持戒持律とか廃悪

修善とか息慮凝心とか，と呼ばれるような人間の能力，才能，努力を問う

仏教，いうなれば，作善・苦行を要求する仏教であったことに対して，そ

れらを必要としない，それらを前提としない仏教である。

なぜそうなのかと言えば，ここに説かれている仏教が すべて，よきひ

と，あしきひと，とうときひと，いやしきひとを，無碍光仏の御ちかいに

は，きらわず，えらばれず，これをみちびきたまうをさきとし，むねとす

るなり。 実信心をうれば実報土にうまるとおしえたまえるを，浄土真宗

の正意とすとしるべしとなり と言われるように，それは 老少善悪 と

いう肉体的精神的差別， 貴賤賢愚 という社会的知性的差別を問わない，

すべての存在を救う阿弥陀の本願を根拠とする仏教であるからである。す

べての存在を救う仏教の提示は，その実，それはいままで救済の枠から除

外されていた人々をこそ救うところに主題があることはいうまでもない。

そうでなければ，そのような宗教は現実の差別被差別を問わない結果，現

実の差別を肯定する体制イデオロギーとなっていくことは火を見るよりも
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明かである。

その意味では，親鸞の仏教においては，こういう問題についてはっきり

と応えられている。それが，この文章の最後に掲げられている 能令瓦礫

変成金 の語である。親鸞はこの言葉を 能 はよくという。 令 は，

せしむという。 瓦 は，かわらという。 つぶて は，つぶてという。

変成金 は， 変成 は，かえなすという。 金 は，こがねという。か

わら・つぶてをこがねにかえなさしめんがごとしと，たとえたまえるなり。

りょうし・あき人，さまざまのものは，みな，いし，かわら・つぶてのご

とくなるわれらなり。 と解釈している。

ここに いし や かわら や つぶて のようなものとして，現実の

体制社会から無価値なもの，無用なものとして，見捨てられている存在と

して， りょうし・あき人，さまざまなものは とあるが，これは，この

解釈に先立つ前文に， 具縛の凡愚，屠 の下類 を解釈するところに，

屠は，よろずのいきたるものを，ころし，ほふるものなり。これは，り

ょうしというものなり。 は，よろずのものを，うりかうものなり。これ

は，あき人なり。これらを下類というなり とあるように，親鸞が い

し・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり と，友・同朋とした存在は，

文字どおり，体制社会から 下類 として差別されていた人々である。

こういう認識は親鸞の 教行証文類 信巻に引用された戒度の 阿弥陀

経聞持記 においても知ることができる。この信巻引用の 阿弥陀経聞持

記 は，ここの 屠 の下類 の解釈が， 屠は謂わく殺を宰どる， は

すなわちうんばい，かくのごときの悪人…… とあって，明確に，屠 と

言うことばで表される存在を 悪人 として表記している。この 阿弥陀

経聞持記 に，ただ一言， かくのごとき悪人 という言葉で現されてい

る 悪人 の語に，親鸞は何を感じとったことであろうか。
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親鸞が生きた時代において， 悪人 という言葉で言い当てられる存在

は，いかなる存在であったかと言えば，これもまたすでに河田光夫氏が，

親鸞と被差別民衆 をはじめとする一連の論文の中で， 悪人の典型的存

在である被差別民 と指摘しているように，親鸞が友・同朋として，今回

のテーマに即して言えば，共に生きようとした存在は，天の半分をしめる

存在でありながらも，不浄なる存在として差別されていた女性であり，ま

た，漁師（猟師）・商人・その他，体制社会から かくのごときの悪人

として忌避され賤視されていた人々である。これらの人々と共に生きるこ

とを通して，親鸞は，あらゆる人々と，共に生きる世界を明らかにしてい

ったのである。つまり，あらゆる人々と共に生きるという，一種の普遍的

な平等主義は，時として，差別被差別，支配被支配，抑圧被抑圧という，

現実の矛盾を覆い隠していく融和主義と癒着することがある。それに対し

て，親鸞が掲げる共生の思想は，どこまでも， いし・かわら・つぶての

ようなわれらなり というように，体制社会から排除されていた人々，あ

るいは体制社会の底辺を生きていた人と共に生きることを通して，あらゆ

る人々と共に生きるという普遍的な課題を明らかにしていくものであった。

ここに親鸞の共生思想の現実性ということを見ることができる。

(３) 共生の根拠

しかし，あらゆる人々と共に生きていこうとしたということと，そのこ

とが成り立っていたということとはずいぶんと違うはずである。ある意味

では，人類の根元的な課題と言ってもいい，共生的世界の実現は，どこで

どのように成り立つことができるのであろうか。そのことが明らかになら

ない限り，あらゆる人々と共に生きる世界は求めて得られない，どこにも

ない世界としてのユートピアにしか成らない。
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親鸞はユートピアを求めたのであろうか。決してそうではない。親鸞は

人間に夢を見なかった人である。親鸞は，私たちが求める，ユートピア的

な共生的世界，たとえば，互いに相い慈しみあう世界が，自分の力で，人

間の力でつくることができないことを声を限りに強調している。そういう

親鸞の姿を最もよく表しているのが， 愚禿悲歎述懐和讃 である。そこ

には， 浄土真宗に帰すれども/真実の心はありがたし/虚仮不実のわが身

にて/清浄の心もさらになし に始まって， 外儀のすがたはひとごとに/

賢善精進現ぜしむ/貪瞋邪偽おおきゆえ/奸詐ももはし身にみてり ，また

悪性さらにやめがたし/こころは蛇 のごとくなり/修善も雑毒なるゆえ

に/虚仮の行とぞなづけたる と述べて，虚仮不実で，悪性に満ちた人間

としての自分自身を赤裸々に告白している。

さらには，次の和讃では 無慚無愧のこの身にて/まことのこころはな

けれども/弥陀の回向の御名なれば/功徳は十方にみちたまう とあり，続

いて 小慈小悲もなき身にて/有情利益はおもうまじ/如来の願船いまさず

は/苦海をいかでかわたるべき と続いている。この二首の和讃になると

前半は 無慚無愧のこの身にて/まことのこころはなけれども とか， 小

慈小悲もなき身にて/有情利益はおもうまじ とかと，虚仮不実で，有情

の利益など えられない自分が見つめられている。いまのテーマに即して

言えば，共に生きると言うことなど全くない自分が見据えられている。

この和讃を読む限り，親鸞においては，共生の世界は人間の見果てぬ夢

として存在していても，事実として成り立つ世界ではない。少なくとも，

この虚仮不実で貪瞋邪偽で凝り固まった，小慈小悲もない身においては，

事実として成り立つ世界ではなかった。成り立つ世界でないとすれば，共

に生きる世界は，やはり，親鸞にとっては，絵空事の世界であるのだろう

か。確かに，親鸞の言い方からすれば，人間を立場にした共生の世界は，
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小慈小悲もない身においては成り立たないということが繰り返し巻き返し

見据えられている。たとえば，自分自身のことを語ることが少ない親鸞が

めずらしく自分自身を語ったということで注目されている，一般的には

悲嘆述懐 といわれている 教行証文類 信巻の文章には， 誠に知りぬ。

悲しきかな，愚禿鸞，愛欲の広海に沈没し，名利の太山に迷惑して，定聚

の数に入ることを喜ばず，真証の証に近づくことを快しまざることを，

ずべし，傷むべし と，ここでも 定聚の数に入ることを喜ばず，真証の

証に近づくことを快しまざる と，共生の世界を生きることのない自分が

告白されている。

このようにどこまでも親鸞においては共生の世界は自分という人間を立

場にするかぎりは成り立たない世界であった。その確認作業が，特に 愚

禿悲嘆述懐和讃 にみられる徹底的な自己凝視である。その自己凝視の果

てに，親鸞において見いだされてきた一大転換が，先に紹介した二種の和

讃の後半部分である。親鸞は 無慚無愧のこの身にて/まことのこころは

なけれども/弥陀の回向の御名なれば/功徳は十方にみちたまう と，また

小慈小悲もなき身にて/有情利益はおもうまじ/如来の願船いまさずは/苦

海をいかでかわたるべき と述べることによって，無慚無愧の自分にあっ

てはまことのこころはないけれども，阿弥陀如来によって回向された南無

阿弥陀仏は十方に満ち満ちているという。また他者と関わる慈悲心のない

自分であるから有情利益は えられないが，如来の願船によって，あらゆ

る衆生が苦海を渡ることができるという。

つまり，親鸞にあっては，自分という人間を根拠にするかぎり，共生の

世界ははるか遠い世界にあるけれども，阿弥陀如来によって回向された南

無阿弥陀仏の名号，別の言葉で言えば，阿弥陀如来の本願の船によって，

共生の世界をいただくことができるというのである。
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こういう言い方は先に紹介した 唯信鈔文意 においても一貫している。

そこでは いし・かわ・つぶて のような存在が黄金のような存在となる

ということが言われているが，そこでも親鸞は，その根拠を 自力のここ

ろをすつというは，ようよう，さまざまの，大小聖人，善悪凡夫の，みず

からがみをよしとおもうこころをすて，みをたのまず，あしきこころをか

えりみず，ひとすじに，具縛の凡愚，屠 の下類，無碍光仏の不可思議の

本願，広大智慧の名号を信楽すれば，煩悩を具足しながら，無上大涅槃に

いたるなり と， 無碍光仏の不可思議の本願，広大智慧の名号 を根拠

にして，具縛の凡縛，屠 の下類と差別されたものの救済が述べられてい

る。

しかし，この 唯信鈔文意 の文章はそれにとどまらずに，言葉を換え

て言えば，体制社会から排除され踏みつけられてきた者，さらには，それ

だけではなく，体制社会そのものとなって，ある特定の人たちを排除し踏

みつけてきた者の両方が，いうなれば被差別者と差別者が，共に救くわれ

る道が述べられている。言葉を補って，解説を施せば，こういう言い方に

なるのではないだろうか。

差別者は みずからがみをよしとおもうこころをすて，みをたのまず，

あしきこころをかえりみず にただ 無碍光仏の不可思議の本願，広大智

慧の名号 を 信楽 せよと，また被差別者はそのままでただ 無碍光仏

不可思議の本願，広大智慧の名号 を 信楽 せよと。こうなるのではな

いだろうか。つまり，差別的な体制社会を作り続ける人間の価値観を根拠

にするのではなく，むしろその価値観によって押しつぶされているものを

すくい取ろうとする阿弥陀如来の本願を根拠にする生き方が主張されてい

るのである。そこに人間を立場とするかぎり成り立たなかった共生の世界

が，阿弥陀如来の本願を立場とすることによって，我々の上に展開されて
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いることを知らされるのである。

(４) まとめ

その意味では，最近，自由主義史観を標 する人たちによる日本の歴史

の読み替えが流行っている。そこでは，かつてのアジア太平洋戦争に対し

て日本が謝罪を繰り替えすることは自虐史観だということが言われている

が，それは全く反対で，朝鮮半島への植民地支配と，中国大陸への侵略戦

争に対して，徹底して謝罪してこなかったことの中に，アジアにおける日

本の孤立化が存在し，尊敬に値しない国家体制が存在するのであって，そ

の逆では決してない。

親鸞の言葉で言えば， みずからがみをよしとおもうこころをすて る

ということと， 無慚無愧のこの身 小慈小悲もなき身 が自覚されてい

なかったことに，アジアの人々と共生できない私たちの現在が存在するの

ではないか。その意味では，親鸞の共生の思想はきわめて今日的な課題を

私たちに提示している。親鸞は，徹底して， いし・かわ・つぶてのごと

くなるわれらなり と被差別者の側に立ちながら， 無慚無愧のこの身 ，

小慈小悲もなき身 として自分を差別するものとして見いだし続けてい

る。そこにどこまでも間柄存在としての人間に立ち返ろうとする親鸞の独

特な共生の論理が存在するのである。 無慚無愧のこの身 小慈小悲もな

い身 として我が身に 慚愧 する中で，万人共生の大地に還る仏教が提

起されているのではないか。
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