▼曽我量深師の「自分が機の
深信を欠いていた」と言われ
る言葉の深さに、今まで思い
至りませんでした。機の自覚
を観念的にしか認識していな
かったことに気づかされまし
た。
▼聖人は、
「ただ念仏して弥陀
にたすけられまいらすべし」
と教えていただきますが、我
欲にまみれた私にとっては、
「唯除五逆誹謗正法」の言葉の
前に立ちすくんでしまい、素
直にうなずけない思いがして
います。
▼今回のような法座にお会い
できて感慨深いものがありま
す。来年度以降も引き続き訓
覇師にご出講いただきたいと
思います。
▼一つの言葉で傷つく人の存
在が見えるのが機の自覚であ

今年度最後のしんらん講
座となりました。昨年から
の連続で考えると八回目と
なります。ここまでお付き
合いくださいました皆さま
に、こころから感謝申しあ
げます。またまた毎回アン
ケ ー ト に ご 記 入 い た だ き、
ご質問やご意見、ご感想を
言葉にして届けてください
ました。当初から願ってい
る、双方向参加型研修、双
方が「応答」しあうという
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講師・訓覇浩氏

り、差別者の自覚です。傷つ
く人の存在が見えているの
かと自分に問うてみると、そ
うなっていない自分である
と言わざるをえません。差別
者の自覚についての先生の
説明が、親鸞聖人の逆説的展
開とつながるのではと思い
ました。
▼「曽我量深の表白」のお話
を聞いて、今更ながらこのよ
うに表現、告白されたことの
意味、重みを感じています。
▼「いし・かわら・つぶての
ごとくなるわれら」と言われ
た宗祖のことが、まるでわ
かっていなかった自分がい
ます。
というか、
どこまでいっ
てもわかり得ない自分（差別
する側にいる自分）に気付き
ました。
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部落差別を受けてきたご門
正因」を表す言葉として用い
徒からの厳しい問いかけが、 られたのだろう、という疑
「首飛ぶような念仏称えた人
問は残っていました。
しかし、
親鸞」という言葉であると思
その疑問を打ち消すように、
います。この事につきまして
悪人というのは自らを悪人
は、
もう一つ、
ご質問が多かっ
であると自覚している人な
た
「悪人」
という言葉に関わっ
のだと言い聞かせていたよ
てくる問題ですが、この「悪
うに思います。そのような
人」という言葉につきまして
中で出会ったのが、河田光
は、前回とても唐突感があっ
夫先生の
『親鸞と被差別民衆』
たという事ですので、今回あ
という大谷大学で開催され
らためて少しお話していき
た真宗学会での講義でした。
たいと思います。
それは衝撃的な内容でした。
まず「悪人」という言葉の前
①他力をたのみ
提が、私がそれまで頷いてき
たてまつる悪人
たものと全く異なりました。
乱暴に言ってしまいますと、
「他力をたのみたてまつる 「どこかに悪人と呼ばれる人
悪人」という言葉を前回の
がいるのではない、自覚の
テーマとして出させていた
言葉なのだ」とそれまで受
だいておりますが、この言葉
け止めていた事とは正反対
は皆様よくご存じの『歎異
の、親鸞聖人が生きられた
抄』第三章にある言葉で、こ
時代に「悪人」と呼ばれた
の後「もっとも往生の正因な
人が実際にいたのだ、と語
り」という言葉に続きます。 られたのです。さらにその
私は、この悪人という言葉
人たちは「被差別民衆であっ
を、何の疑問もなく「自力作
た」と。そして、そこから
善の心を翻して他力をたの
親鸞の悪人正因という思想
む人」というように、大学の
が生まれていったと展開し
歎異抄の講義で教わるまま
ていかれました。もちろん、
了解していました。ただ漠然
その事が本願の正機を、曽
と「
、「善悪のふたつ総じてもっ
我先生のお言葉を借りれば
て存知せざるなり」と仰って 「いづれの行もをよびがたき
いるのに、なぜわざわざ「悪
身なれば、とても地獄は一
人」という言葉を、
「往生の
定すみかぞかし」
、往生の因

▼今年度はコロナ差別、ハンセ
ン病問題、水平社の創立、大逆
事件等、様々な社会問題を通し
てこの濁世の具体的な相に向き
合わせていただき、また、その
どれもが信心と深く結びついた
課題であると教えていただきま
した。なかでも、普遍的な言葉
の奥には、具体的な事実があっ
たのだと教えていただき、今ま
でお聖教の言葉を、一面的な理
解でしか受け止めていなかった
自分を思い知らされました。予
測できないことが次々と起こる
現代社会を生きるとき、先生が
繰り返し仰った「赤表紙と新聞
の間に身を置く」ことの大切さ
をかみしめています。
（ ）

の出会いがなければ、具縛
つまり対象から外れてしま
の凡愚が悪人であるという
う者がいるということが矛
自覚が生まれなかったので
盾に思えてきたのですが、ス
はないか」というお話から、
トンと落ちました。自分の言
葉で整理するところまでは、 「 悪 人 と は 具 縛 の 凡 愚 で あ
る」と浅くとらえていた自
まだいけませんが、意味が理
分に気づけました。悪人正
解できました。ありがとうご
機がより深くなったように
ざいました。
感じます。
▼十分に理解できなかった。
思いが及ばない。無戒と比丘
の矛盾。もう一度詳しく知り
たいです。
▼歎異抄第一章に「ただ信心
を要とすとしるべし。
」とあ
るが、「信心」とは何か。また、
どうすることか。
▼「唯除五逆」の言葉が印象
に残りました。ただ私が除か
れるのが嫌だからでしょう
か。

「貴賤」という価値観がもと
になる身分差別です。その象
徴が「院家」であり、
「穢多
寺」という寺格であるとお伝
えいたしました。
したがって、
寺格を廃止する時、だからこ
そ廃止しなければならない
という自覚がなければ、これ
は解放運動からの問いかけ
に応答した事にならないの
ではないかという事をお伝
えさせていただきました。
そしてもう一つが、親鸞聖
あまつこやねのみこと
人の出自が天児屋根尊や藤
うじ
原氏に通じる事を強調する
「本願寺聖人」という宗祖観
です。この事については、親
鸞聖人がどのような人たち
と共に生きようとされたの
か、
「いし・かわら・つぶて
のごとくなるわれらなり」と
頷かれたつながりを生きら
れた宗祖のお姿から見えて
くる聖人像はどのようなも
のであるのか、という事への

▼「是旃陀羅」はなぜ経典に ▼「具縛の凡愚、屠沽の下類
あるのですか？是旃陀羅と （悪人）が往生の正因となる」
はじしめての和讃を、どうし という説明がとてもすばら
ても頂けません。直叙として しく感動しました。生身の人
も、それが差別を機能すると 間は、常に「煩」と「悩」と
ころがあるように思えます。 のはざまで、矛盾を抱えて生
きねばならない悲しい存在
▼十八願 唯除の意味が長 であることも痛感しました。
く理解できませんでした。王
本願と呼ばれる中で、唯除、 ▼「屠沽の下類（悪人）と

事が、しんらん講座の大事な
スタイルとして定着してき
たかなと思っております。
それでは今回も、前回のア
ンケートにあった事柄から
入っていきたいと思います。
まず、水平社からの問いかけ
という流れでお話しした事
に対して、何人かの方が反応
してくださいました。ひとつ
は「寺格は差別」という事に
対して、そしてもう一つは、
御伝鈔で述べられる「本願寺
聖人」という事に対してで
す。両方とも前回資料もお示
ししてお話しした事ですか
ら繰り返しませんが、あらた
めて確認だけしておくと、「寺
格」
は単なる差別ではなく
「部
落差別」であるという事で
す。単なる差別という言い方
もおかしいかもしれません
が、現在の問題として「部落
差別」に通ずる具体的な「身
分差別」
であるという事です。

F

設我得佛、十方衆生、至心
信樂、欲生我國、乃至十念。
若不生者、不取正覺。唯除五
逆 誹謗正法。

と記されております。
「仏説
無量寿経」の本願文、成就文
の言葉から見ていくと、

し、としらせんとなり。
「尊
( 号真像銘文」 )

も手懸りもないと自覚して
悲しさをかかえた人々の生
いる人が「悪人」という頷き
活があった。
を否定するものではないと
思います。このようなある意
という言葉や、
その後「法語」
味普遍的な本願の正機の頷
として掲げられる、
『唯信鈔
きに至る過程のところに、具
文意』の次の一文とも重なっ
体的な被差別民衆との出会
てまいります。
いが親鸞聖人の中であった
のではないかという事です。
ひとすじに、具縛の凡愚、
だから、あえて本願の正因を
屠沽の下類、無碍光仏の不可
具体的な生活の中で出あわ
思議の本願、広大智慧の名号
れた「悪人」という言葉で表
を信楽すれば、煩悩を具足し
現されたのではないか。この
ながら、無上大涅槃にいたる
あたりまで来ると、河田先生
なり。具縛は、よろずの煩悩
の了解というより、私自身の
にしばられたるわれらなり。
頷きという事になってきま
煩は、
みをわずらわす。悩は、
すが、私の中では、今もその
こころをなやますという。屠
ようにこの悪人という言葉
は、
よろずのいきたるものを、
をいただいております。
ころし、ほふるものなり。こ
その事は前回も紹介した、 れは、りょうしというものな
同朋会のテキスト『宗祖親鸞
り。沽は、よろずのものを、
聖人』第七章の、流罪後越後
うりかうものなり。これは、
で出会われたものが記され
あき人なり。これらを下類と
のうりょう が り ゃ く へんじょうこん
る、
いうなり。
「能能令令瓦瓦礫礫変変成金」」
というは、
「能」は、よくと
辺地の荒涼とした自然で
いう。
「令」は、
せしむという。
あり、富や権力などとはまっ 「瓦」は、かわらという。
「礫」
たく無縁に、人間としての命
は、つぶてという。
「変成金」
を赤裸々に生きている人々
は、
「変成」は、かえなすと
のすがたであった。
そこには、 いう。
「金」は、
こがねという。
善根を積むことはおろか、生
かわら・つぶてをこがねにか
きのびるためには、たとえ悪
えなさしめんがごとしと、た
事とされていることでも、あ
とえたまえるなり。
りょうし・
えて行わなければならない
あき人、さまざまのものは、

ような原点になっていかな
くては、機の深信という事も
観念にしか過ぎない」と語ら
れた事を記憶しております。
「他力をたのみたてまつる悪
人」という言葉を、あらため
てそのような地平から向き
合い直してみたいと思って
おります。

②本願に
そむくもの
諸有衆生、聞其名號、信心
さて、最後のテーマになっ 歡喜、乃至一念。至心回向。
てまいりましたが、本願にそ 願生彼國、即得往生、住不退
むくものという言葉につい 轉。唯除五逆 誹謗正法。
て少しお話して今回の講座
を終えていきたいと思いま
一切衆生を救済する事を
す。
誓う本願文、その願いが成就
この「そむく」という言葉 した事を証す願成就文とも
で、これまでも多くの人が向 に「唯除の文」がおかれて
き合ってこられたのが、第 います。
「唯除というは、た
十八願のいわゆる
「唯除の文」 だのぞくということばなり」
、
だと思います。その唯除の文 何から除かれるのか、それは
に対して、
親鸞聖人御自身が、 本願から除かれるという事
です。
では何が除かれるのか、
それは「本願にそむくもの」
が除かれると言ってよいと
思います。唯という言葉に対
して親鸞聖人は、
「ふたつな
らぶことをきらうことば」と
言るように、とても厳しい言
葉として読み取っておられ
ます。唯除とは絶対的に除か

「唯除五逆 誹謗正法」とい
うは、唯除というは、ただの
ぞくということばなり。五逆
のつみびとをきらい、誹謗の
おもきとがをしらせんとな
り。このふたつのつみのおも
きことをしめして、十方一切
の衆生みなもれず往生すべ

「具縛の凡愚」という人間
の普遍的な了解と「屠沽の下
類」という極めて具体的な現
実存在が、並列に並べられ、
無上大涅槃にいたる存在で
ある事が語られているので
す。
「屠沽の下類」という言
葉についてのリアルな表現
からも、親鸞聖人が実際にこ
のように見なされている人
と共に生きようとされてい
た事が伝わってまいります。
そこから考えると、煩悩具足
という言葉も、生き物を殺さ
なければいのちをつなぐこ
とができない、しかし、いの
ちを殺せばこころが悩むと
いう、辺地で生きる人たちの
苦しみと悲しみの中に頷か
れていった言葉であると、読
み取る事が出来るのではな
いでしょうか。
その事は、親鸞聖人が「無
戒名字の比丘」という言葉
を大切にされた事にもつな
がってくると思います。
『教
行信証』
「化身土巻」に引か
れる「末法灯明記」にある言
葉ですが、無戒とは、破戒と
いう事とは少しニュアンス
が異なると思います。戒の基

な性質。それがまさしく、今
回の講座の中で確かめてき
た、差別、同化、隔離などと
いう、人間が独尊する存在で
ある事を絶対否定するはた
らきです。その本願のはたら
きへの刃がいかなるもので
あるかを示し、示される事に
よって、その刃がいかなるも
のであるかを信知する、その
事が「十方一切の衆生みなも
れず往生すべし」という事の
内実であると受け止めてよ
いのではないでしょうか。あ
くまでも、本願にそむくもの
でも救われるのではなく、親
鸞聖人は、逆謗にさらにもう
ひとつ「一闡提」というもの
を加え、
「本願毀滅のともが
ら」と厳しく表現されます。
本願にそむくという事の罪
の重さを知る、その罪の重さ
おのの
をしる事は慄くしかないよ
うな事であると思いますが、
それを知るというところに
こそ人間が救われるという
事が成り立つ。本願にそむく
もの唯除くと誓った如来の
本願が、本願にそむくもの唯
除くと受け止め切る衆生の
誕生をもって成就する。願い
が成就したとき、唯除逆謗と
いう事が解消されるのでは
なく、絶対的に本願内存在で

本は、
「五戒」つまり不殺生
戒、不偸盗戒、不邪淫戒、不
妄語戒、不飲酒戒というもの
で、これは比丘であることの
基本、というより人間として
生きていく事の基底にある
ものといってよいと思いま
すが、人間として五戒を守る
というところから逆転して
しまうと、五戒を守るのが人
間だ、という事になってしま
います。そうなるとこの五戒
というものが、人間でないも
の、人間とは認められないも
のを生み出してしまうはた
らきを持つ事になります。戒
が人間を縛るだけでなく、人
間でないものを作り出して
しまう。そのようなはたらき
に対して、濁世を生きる「真
宝」として「無戒名字」とい
う言葉が見出されていった
のではないでしょうか。そう
いうところから、親鸞聖人は
本 願 の 正 機、 正 因、 あ る い
は機の深信という事も頷い
ていかれたのではないかと
思っております。
少し脇にそれる話になる
かもしれませんが、以前にも
ご紹介した、曽我量深先生が
差別言辞を用いて講演をさ
れた事に対する、部落差別問
題に取り組む人たちからの

みな、いし・かわら・つぶて
のごとくなるわれらなり。

れる、という言葉であると思
います。
「十方一切の衆生み
なもれず往生すべし」という
言葉は、決して安易に、本願
にそむくものも救われる、と
頷いてはならない言葉であ
ると思います。
しかし、私たちの中にある
本願は全てのものを救済す
るという前提が、そのような
受け止めをさせてしまうの
だと思います。私は、そのよ
うな受け止めが、本願が人
間を救うということの意味
を、曖昧にしてしまうのでは
ないかと感じています。も
し、本願にそむくものでも救
われるという意味で唯除の
文がおかれているとするな
ら、なぜ成就文にも置かれて
いるのかの説明がつかなく
なってしまいます。そこに大
切になってくるのが、
「つみ
のおもきことをしめして」と
いう言葉ではないでしょう
か。本願のはたらきを、人間
を人間にしてくれるもので
あるとするなら、本願にそむ
く罪とは、人間を人間でなく
くみ
するはたらきに与するとい
う事であると思います。本願
が人間の上にはたらくとい
う事の否定、あるいは本願の
はたらきへの刃、というよう

厳しい問題提起に、ご自身が
応答された「慚愧陳述書」と
いわれる文章の中で「この言
葉は使ってならないという
ことを重々知っておりなが
ら、この言葉によって著しく
傷つけられるお方々が現実
にあるということに思い至
らなかった」
「私がそんな差
別言辞を使ったということ
は、自分が機の深信を欠いて
いることを暴露したお恥ず
かしいことであります」と述
べられております。
【慚愧陳述書】

その事に対して、廣瀬杲先
生は、
「機の深信という事が、
こういう具体的な人間の事
実を頷く事により、共存する
人間の地平をひらいていく

あるはずの衆生に対して「本
願にそむくもの唯除く」と語
らねばならない悲心、すなわ
ち唯除逆謗という本願を生
きる私が誕生する。その意味
で、唯除逆謗というところに
こそ、本願の性質が込められ
ていると私はいただいてお
ります。
私を問い糾してくれる本
願の声、それは、本当に本願
が人間の上にはたらく国に
生きたいと願うのか、それと
も、本願と無縁な国、本願に
そむくことが価値となる国
に生きたいと願うのか、その
ような究極の問いかけであ
ると思います。その声に対し
て「唯信」
、
「はい」と応えて
いく身、それは、いま濁世に
生きる、この身しかないのだ
と思います。その身を私は確
かにここにいただいており
ます。
大変乱暴な物言いで、タイ
ムアップになってしまいま
したが、このあたりで今年度
のしんらん講座のお話、終ら
せていただきたいと思いま
す。
ありがとうございました。

