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仏教的自由 

 

 

仏教の目標は何か、と尋ねれば、「それは幸福である」と答えるひとがいるだろう。これ

を間違いと主張するつもりはない。私はむしろ、幸福を仏教の究極目標と捉えたうえでその

さまざまな教えを体系的に理解するという作業も実り多い、と認める。とはいえ私は、本稿

においては、仏教の目標を「自由」と解釈する。そのうえで「仏教的自由」と呼びうるもの

を概念化し、その重要性を説明することを目指す。 

本稿の射程の限界をあらかじめ指摘しておこう。 

私の仏教知識は狭隘の域を出ない。そのため、以下においても、仏教一般を論じるわけで

はない。むしろ私が個人的にシンパシーを抱く仏教ブランチの一部に、すなわちいわゆる

「浄土系」の仏教思想の一部に即して「仏教的自由」の概念を析出する。私が「仏教的自由」

と捉えるものは禅宗や法華宗の思想からも抽出しうるかもしれないが、この点はさしあた

り不問にしたい。実際、仏教的自由は、浄土宗・浄土真宗以外の宗派的教理からも、あるい

は何らかの哲学・思想（例えばストア哲学や老荘思想など）からも、取り出せるだろう。だ

が、そうであろうと構わない。なぜなら本稿執筆の動機は、仏教的自由が近年の分析系の自

由意志論において（特筆すべき例外を除いて）まったく看過されている、という現状の憂慮

にあるからである。要するに、本稿は現代自由意志論に対するひとつの批判として執筆され

ている、ということである。 

仏教的自由とは何か。先取的に説明すれば以下である。 

自由な行為には責任が伴う。かくして私たちは、自由な行為を通じて過去の負荷を得、自

らのストーリーを紡ぎ、自分という存在を作り上げる。この意味の自由は、その核に「自己

形成（self-making）」という特質を備え、「自己への自由」と特徴づけられうる。これに対し

て仏教的自由は、あるいはより正確には私が「仏教的自由」と呼ぶところのものは、いわば

「自己からの自由」である。自己の欲望から、自己への執着から、我執から、究極的には我

そのものから、自由になること――これは「解脱的自由」と呼びうるかもしれない。この種

の自由の真価は「我」を悪と見なす境位においてこそ認められるのだが、その点の理解困難

性のゆえに近年の「素朴な」分析哲学的自由意志論においてまったく俎上に上げられない。

とはいえ、後で説明するように、仏教的自由へまったく目配せをしない生き方は、得てして、

一定の偏見を招来する。 

仏教が我欲を諸悪の根源と見なすことは、少なくとも現代の日本においては、常識である。

それゆえ「仏教的自由」と呼びうるタイプの自由が存在するという点に関して疑うひとは少

ないだろう（仮にいたとしても無教養の結果だと思われる）。それゆえ、本稿の前半におい

て「仏教的自由」の概念を彫琢するのだが、得られる概念の内実はおそらく、読者の皆さん

にとって、すでにどこかで見知ったものだろう。それは、言ってみれば、自己消滅としての

「涅槃的な」自由である。ちなみにここでクイズをひとつ。現代の分析哲学的自由意志論に
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おいてこの種の自由概念へ最も肉薄しているのは誰だろうか。ケインやフィッシャーでは

ありえない、ではペレブーム？ ダブル？ レヴィ？ ゲーレン・ストローソン？ その道

のひとにはピンとくるはずだ。 

思うに、本稿が取り組むべき問題のうち最も重要なものは次である。はたして「涅槃的」

あるいは「解脱的な」仏教的自由という概念のどこに価値があるのか。ひょっとすれば「自

己からの自由などの可能性を認めることは、過去に犯した罪をひとが無責任に放棄するこ

との正当性を認めることにつながるので、その種の自由の価値を強調することは正しくな

い」などと本稿を道徳的に非難するひとがいるかもしれない。こうした懸念については本稿

の後半に考察する。 

本稿の議論の流れは以下である。先に触れたように、私が「仏教的自由」と見なすものは

浄土系仏教の枠組みにおいて把握される。それゆえ、以下ではまず、浄土仏教の二大巨星、

すなわち法然および親鸞の思索を引証しつつ、仏教的自由を説明する（第 1・2 節）。そのう

えで、この種の自由へ目を向けることの重要性を示し、近年の自由意志論の関心の偏りを指

摘したい（第 3 節）。最後にゲーレン・ストローソンの「悪名高い」いわゆる基本論証につ

いて一言触れる（第 4 節）。 

 

１．法然と口称念仏 

 

日本の仏教史の展開に対する法然の貢献は何か。それは、ひとつに、〈念仏という易行に

よる救いの道〉という発想を彫琢し、それを衆生へ広めたことである。柳宗悦は「日本の村々

を歩くと、南無阿弥陀仏の六字を刻んだ石碑の見当たらぬ地方はないくらいである」（注 1）

と書いたが、こうした念仏普及の背後には法然の事績がある。法然なくして称名の実践が日

本の津々浦々へ伝わることはなかった、と述べてもまったく過言ではない。 

たしかに、よく知られているように、法然に先んじて源信が《念仏浄土こそ追求すべきも

の》という浄土系発想を僧たちの間に広めていた。とはいえそこでの念仏はいまだ観仏とい

う「難しい」作業を含む。すなわち、一心不乱に「南無阿弥陀仏」と唱えればよいのだ、と

いう仕方で口称の純粋易行を勧めるという境地へは至っていない。そして、知識は要らぬ、

仏教素養も要らぬ、という革新的境涯へ足を踏み入れたひと、すなわち《想像し難き何かを

思い浮かべる想像力を具備しない「一文不知の愚鈍の身」であっても、ひたすらに弥陀の名

号を称えれば救われるのだ》という革新的境涯へ足を踏み入れたひとこそが黒谷上人・法然

房源空であった。 

だがなぜ難行より易行なのか。法然が、従来の自力救済を難しいものとして意識的に排し、

新たな易行である念仏道を選び取った理由は何か。 

この問いに対する答えはふたつある。一方は「歴史的」あるいは「状況的な」理由であり、

他方は「原理的な」それである。ひとつずつ説明しよう。 

平安末期から鎌倉時代の始まりにかけて世は乱れた。相次ぐ戦乱と飢饉。屍が山を為す。
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盗み、追剥ぎ、殺し、何でもありである。僧たちはかかる乱世をいわゆる「末法」と理解し

た。すなわち、よく知られているように、釈尊の入滅後、正法・像法・末法の順に歴史は頽

落的に進行する、というのが仏教的歴史観のひとつだが、平安末期以来の混沌は僧たちをし

て「世は末法」という時代認識を抱かしめた、ということである。 

末法とは何か。それは自力修行による証果の得られることのない末世の謂いである。乱世

を末法と見なすことに理があるとすれば、それは《乱れた世においては誰も正しく生きられ

ない》という点に存する。なぜなら、荒廃した世界においては、誰もが、他人から奪わずし

ては生きられず、助けを求めるひとを蹴散らさずには生きられない以上、正しき生き方を通

じて救いへ至る道、いわゆる「聖道門」による成仏の可能性は、必ずや閉ざされるからであ

る。かくして、仮に聖道門の自力道こそが救いの唯一の方途だとすれば、一切衆生は源信の

語るような地獄へ落ちること必定である。 

だからこそ法然は自力道を排した。これはいま求められるべき道ではない、と。末世にお

いてひとは自分を救えない。むしろひとは《自らの力で自らを救うことはできない》という

事実を直視すべきである。この事実を受け入れるとき、もはや他なる何かに頼るしか道はな

い。では何に頼るべきか。 

末法的無力の時代の到来を見通していたのであろうか、この問いへの答えは『無量寿経』

の第十八願に先取されている。すなわち、仏に頼めばよい、と。実に――『無量寿経』の描

くところだが――阿弥陀仏は、「行」と呼ぶにふさわしいいかなる行も救いのために必要で

はなく、ただ弥陀の名号を十回ほど唱えれば、誰であれそれだけで成仏できる、というよう

にはからった。法蔵菩薩曰く、 

 

 たとい、われ仏となるをえんとき、十万の衆生、至心に信楽して、わが国に生れんと欲し

て、乃至十念せん。もし、生れずんば、正覚を取らじ。ただ、五逆と正法を誹謗するもの

を除かん。（注２） 

 

ちなみに、引用末尾の「五逆（殺人・偸盗・邪淫・妄語・飲酒）のいずれかの罪を犯す者、

および仏の真理を否定する者は、例外として念仏救済されぬ」という但し書きは法然も親鸞

も重視しないが、彼らは《念仏はあらゆる衆生を救う》というテーゼこそが自らの奉じる仏

教思想の精神として適格だと考えたわけである。 

さて、弥陀のかかるはからい――すなわち、一心に念仏すれば往生できる、という阿弥陀

仏のはからい――へその身を委ねるのが法然のいわゆる「他力浄土門」である。ひとを欺き、

ひとから奪い、悪人として生きざるをえない末世のひとびとも、ふとした折に、「南無阿弥

陀仏」と唱えることぐらいはできる。かくして、もし仏頼みの他力易行門という救いの道が

存在するとすれば、正しくは生きられぬ者たち、すなわち武士・農民・踊子・娼婦・盗賊な

どの末世のひとびとに往生の可能性が開かれる。要するに、末法は易行こそが求められる時

代だ、と言える。これが難行を排して念仏易行を勧めた法然の歴史的‐状況的動機である。 
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とはいえ「なぜ難行よりも易行か」という問いに対しては、より原理的な答えも存在する。

法然においては、易行はただ時代状況と相対的に難行よりも「本来的」とされる、というわ

けではない。むしろ易行は、原理的な意味でも、難行と比してより本来的である。ではこの

「原理的な意味」とは何か。ポイントは、易行がもはや「行」と呼ぶにふさわしくない類の

行だ、という点である。以下、説明しよう。 

典型的な「行」は、「行為（action）」であり、はからいを具える。とはいえ――これが法

然の問題意識だろうが――あれやこれやの戒律を守ったり非日常的な精神鍛錬に打ち込ん

だりするという行には、却って、強い我執が伴っていないだろうか。例えば出家者の間で「お

前はよくもあんな厳しい修行に耐えられるな」と称え合うことの背後には並の衆生と変わ

らぬ煩悩が潜んでいないだろうか。 

もちろん、食欲や色欲に振り回されて生きるよりも、行に身を捧げて生きる方が、圧倒的

に聖い生き方である。とはいえ法然は行のダークサイドも見ていた。そこには根深い我欲の

残滓がある。それは、言ってみれば、〈自らの手で何事かを成し遂げたい〉という我欲であ

る。とはいえ――法然は問うが――こうした煩悩こそが苦しみの原因なのだ、と「諦める」

ことこそが仏教的生き方ではなかったか。我こそが苦悩の原因だ、というのが仏教の智では

なかった。それゆえ、本来の意味で解脱するには、典型的な意味の「行」から離れねばなら

ない。そして、易行という、いわば〈行ならざる行〉の境地へ入らねばならない。 

以上のような理解のもとでは、専修念仏は〈我のはからいから離れること〉をその本質の

一部とする。別の言い方をすれば、難行でなく易行を勧めることの根底には、行の「行性」

に対する仏教的批判がある、ということである。本来的な仏徒は、行について反省的に思考

し、行への拘りを煩悩の一種と捉える境地に達するや否や、行からも一定の距離をとらざる

をえない。そして法然はまさしくこの道を進むのである。そして、彼においては、〈行なら

ざる行〉としての口称念仏が真の仏教的救済道として後押しされている。 

だが、こうなると、法然自身がどのくらい自らのはからいから離れているか、が論じられ

ねばならない。なぜなら、仮に法然そのひとが念仏を勧めるさいに我欲に導かれているとす

れば、「我欲を離れるための念仏」というスローガンは絵に描いた餅に終わりかねないと思

われるからである。 

はたして念仏は我欲の完全な滅却に届くのか。この問いに対して私は次のように答える。

すなわち、念仏が人間の行為である以上、《そこには避け難く一定のはからいが伴う》とい

う点を認めざるをえない、と。とはいえ同時に、法然が人間のはからいからできる限り距離

をとろうとしている点もまた看過すべきでない、と言いたい。例えば法然は、『選択本願念

仏集』において、次の仕方で念仏門を進める。 

 

 問うて曰く、何が故ぞ、五種の中に独り称名念仏をもって、正定の業とするや。答えて曰

く、かの仏の願に順ずるが故に。（注 3） 
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ここで法然は、「なぜ称名念仏だけが本来的な救いの道だとされるのか」という疑問に対し

て、「それが阿弥陀仏の願い誓ったことだからだ」と答えている。これは、ある意味で、問

題の問いへの答えにはなっていない。なぜなら、問題の問いは、自然に解釈すれば、《お前

はどのような原則によって念仏を本来的な行とするのか》と問うものだからである。そして、

こうした問いに対して「弥陀の誓いだからだ」と答えることは自己の原則の開陳に繋がらな

い。こうした答えに対しては「なぜお前は弥陀の誓いを信じるのか」という同じタイプの問

いが繰り返されうる。 

だが法然の答えは、別の意味では、至極の妙言である。すなわちそれ以外にはありえぬ極

みに至っている。なぜなら法然は、問題の問いに対して「弥陀の誓いだからだ」と答えるこ

とによって、他力という道に導かれているからである。思うに、「かの仏の願に準ずるが故

に」という言葉もまた一種の念仏であり、ここにおいてもまた法然は「自らの」道を全うし

ている。――彼の「自らの」道は、根本的に、弥陀の道なのであるが。 

ここには、他力を勧める法然の選択もまた他力の産物だ、という意味で「他力道の貫徹」

と呼びうる事態が生じている。この意味において、空海は他力空間に生きる。この空間にお

いては、我欲的はからいはすべて二義的であり、あらゆる「行」は導きを核とする。私は法

然の功績を次のようにも表現したい。口称念仏の易行、他力浄土門を勧めることによって根

源的な他力空間を開いた、と。 

まとめよう。法然の専修念仏の心は〈我のはからいから離れること〉である。実に、難行

よりもはるかに遠く自己から離れさせてくれるがゆえに、法然は易行としての念仏を勧め

るのである。そしてこの勧めもまた、「弥陀の本願」に即すものとして、（自己のはからいに

よるのではく）弥陀のはからいによる。かかる仕方で法然は仏教史のステージを「解脱」の

方向へ推し進める。 

 

２．親鸞・信心・自然法爾 

 

法然の弟子である親鸞は、師の教えに導かれ、念仏をいわば〈念仏ならぬ境地〉まで引き

上げる。彼の仏教史的貢献は何かを問われれば、答えは、ひとつに、悪人の救済に関する考

えを徹底的に深めたことである。周知のとおり親鸞は、悪人救済をめぐる問題系を考え抜き、

《むしろ悪人こそが救われる》という境地に達した。この逆説の提示こそが、まぎれもない、

親鸞の新しさである。そしてこの逆説を理解するには「無力」や「信」などの相互連関する

概念の網をくぐり抜けなければならない。 

なぜ悪人こそが救われるのか。ここには「悪人」に関する深い理解がある。そして、かか

る理解を顧慮せずにいわゆる悪人正機説を解釈する場合には、例えば《ひとを殺した方が救

いに近づく》などの馬鹿ばかしい読みも生じうる。かくして、親鸞の「悪人こそ救われる」

という主張の真意を掴むには、それに先んじて彼の「悪人」理解を確認する必要がある。 

では悪人とは何か。人を殺したり他人から物を盗んだりすれば「悪人」と呼ばれるのか。
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否、こうした「悪人」理解はいまだ形式的‐抽象的な圏域を出ない。そして親鸞は「悪人」

を、もっと血肉の通った仕方で理解していた。例えば、純粋な自由意志から悪を為す存在は

西洋において “the Devil” やら “Satan” やらと呼ばれてきたが、こうした存在がそもそも

「人」でない点には注意が必要である。そして、悪人は人である以上、悪のために悪を為す

いわば悪魔的境地には達しえない。かくして次のように言える。人性と悪の間の「より具体

的な」関係に目を向けずしては、「悪人」なる存在の真正な理解は得られない、と。 

親鸞の理解において、悪人とは、聖く正しく生きることを人並みに欲していたりいなかっ

たりするが、いずれにせよ、〈どうしても悪を行なってしまうひと〉を指す。そして、この

意味において、「悪人」はすべてのひとを指すことになる。――説明すれば以下。 

たしかに表層的な意味では、決して正しく生きることを「欲さぬ」者、むしろ悪を「望ん

で」、自発的に悪を「行なう」者もいるだろう。私たちは、この点を否定しては、まともに

生きること能わない（例えば、土浦連続殺傷事件の犯人などについては、「望んで殺した」

と言わざるをえない）。とはいえ、根本的なレベルに視点を置くと、誰についても決して「自

発的に悪を為す」とは言えない。いや、そもそも、私たちは（根本的なレベルでは）何ひと

つ自ら為すことのできない存在だと言わざるをえない。そしてどうしようもなく悪を為す

ことへ追いやられるひとが「悪人」と呼ばれるわけである。 

ここにはいわば「ひねりの加わった」人間観がある。親鸞がこうした人間観を有すること

は『歎異抄』における次の記述からも見てとられる。専門家による現代語訳で紹介しよう（な

ぜならそれほど有名な節ではなく解釈に迷う箇所もあるかと思うから）。 

 

  阿弥陀仏の本願には不思議な力がそなわっておられるから、といって、悪を犯すことも

おそれないのは、これまた、本願に甘えるもので、浄土に生まれることはできない、とい

う説がいわれる。この考え方は、阿弥陀仏の本願を疑うもので、善・悪の宿業をさとって

いないのである。 

  正しい行ないをしようと思う心がおこるのも、宿業が誘いをかけるためであり、悪事を

はたらこうと思ったり、したりするのも、前世で行なった悪が手を加えて左右するからで

ある。なくなった聖人の仰せには、「兎の毛や羊の毛の先についている塵ほどの罪でも、

犯した罪で、宿業によらないものはない、と知らなければならない」ということであった。 

 ［中略］ 

  本願にあまえたためにつくると思われるような罪も、実は前世の宿業が今に働きかけ

るためである。だから、善いことも悪いことも、宿業の報いのままにまかせて、ひたすら

本願をたのみたてまつるとき、はじめて、これが他力というものなのである。 

 ［中略］ 

 ［…］本願にあまえてはならない、とひとをいましめられる人々にしても、煩悩や汚れを

身にそなえておられるようである。そうとすれば、それはとりもなおさず、本願にあまえ

ておられるものではないだろうか。悪のうちの、どのような悪を本願にあまえるといい、
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どのような悪が本願にあまえないものなのだろうか。本願にあまえてはならないという

ことはかえって幼稚な考えではなかろうか。（注 4） 

 

これはいわゆる「本願ぼこり」について親鸞の語ったことである。周知のとおり親鸞は、「悪

を為しても仏は救ってくれる」と頼んで恐れずに悪を為す者に対して「けしからん本願ぼこ

りだ！」と責める態度に関して、《こうした責めの態度の背後には無視できない無理解がひ

そんでいる》と指摘した。それは、悪人が避け難く悪を行なっている、という事態に関する

無理解である。ここには、善を為すか悪を為すかを人間は自らコントロールできない、とい

う人間観が見出される。いや、さらに言えば、誰しもが避け難く悪を行なっている、という

「ひねりのある」人間観さえ見出される。 

私たち自身の生き方へ目を向けよう。悪を為すひとがいる。例えば覚醒剤に手を染めるひ

と、痴漢するひと、他人を騙すひと、殴るひと、などなど、さまざまな悪人がいる。ひとは、

正義の名のもとに、こうしたひとを責める。否、場合によっては、責めざるをえない。とは

いえ悪人を責めるひとは、自らの悪さを棚上げにして他者を責めることによって、いわば

「偽悪」という悪に手を染めている。だからといって、悪人を責めないとすれば、それもま

たいろいろな点で悪である。私たちのあり方に対する反省を深めれば深めるほど見えてく

ることは、《いかに根深く私たちがいわば悪の連関に巻き込まれているか》という点である。

私たちの業は深い。 

親鸞がこうした〈どうにもならぬ根本悪〉の次元を見据えていたことは、引用における「本

願にあまえてはならない、とひとをいましめられる人々にしても、煩悩や汚れを身にそなえ

ておられるようである」という言葉からも見てとれる。正しきことを行なおうとする者にも

煩悩や汚れがある。一般的に言って人間は、人間である限り、煩悩にとらわれ、つねに身を

汚しながら生きるほかない。この事実に気づけ！ 己が悪人であることを知れ！ ――こ

のメッセージに「六種震動」せぬ者に親鸞の言葉の意は届かないだろう。 

人間的悪は避け難く生じる。『和讃』において「濁世の起罪造罪は暴風駛雨にことならず」

と歌われるとおりである。煩悩にまみれた私たちはどうしようもなく悪を為す。日本の仏教

史の進展に対する親鸞の貢献を正当に評価するためには、彼の以上のような「悪」観を掴ん

でおかねばならない。なぜなら、こうした〈万人造罪〉の認識をいったん経由したうえで、

それを〈万人救済〉へ大転換する思想的アクロバティックこそがいわゆる「悪人正機説」だ

からである。 

悪人正機説を提示するテキストは、周知のとおり、唯円著『歎異抄』の第三節であり、そ

こには以下のようにある。 

 

 善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを、世のひとつねにいはく、悪人な

ほ往生す、いかにいはんや善人をや、と。この條一旦そのいはれあるににたれども、本願

他力の意趣にそむけり。そのゆゑは、自力作善のひとは、ひとへに他力にたのむこころか



8 

 

けたるあひだ、弥陀の本願にあらず。しかれども、自力のこころをひるがへして、他力を

たのみたてまつれば、真実報土の往生をとぐるなり。煩悩具足のわれらは、いづれの行に

ても生死をはなるることあるべからざるを、あわれみたまひて願をおこしたまふ本意、悪

人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もとも往生の正因なり。よて善人だ

に往生す、まして悪人は、とおほせらふらひき、と云々。（注 5） 

 

押さえるべき点はふたつある。第一に、この言葉を読む際には、読み手の側の「悪人」理解

のさらなる深化が伴わねばならない（さもなくば、えてして読み間違う）。第二に、この言

葉には、「自力救済をあきらめよ」というメッセージも含まれる。説明しよう。 

引用における「悪人／善人」の区別の軸は何か。もはや言うまでもなく。人殺しや泥棒は

「悪人」であり、貧困対策募金へ寄付するひとは「善人」である、などの日常的な区別では

ない。そうではなく――引用の言葉をていねいに読めば見えてくるが――〈自力によって救

われようとしているひと〉が善人である。これは、他力に頼まぬひとであり、自らの行を通

じて成仏しようと努めるひとである。「善人」がこうしたひとを指す限り、善人はある無知

のために救済から遠く離れることになる。それは《自分もまた煩悩にまみれており、自分で

自分を救うことができない》という事実へ目を向けないための無知である。 

実際には、私たちは誰も自分自身を救うことができない。すなわち、人間の存在条件から

「ア・プリオリ」に、自己往生の道は私たちにとって閉ざされている。なぜなら、すでに詳

しく説明したように、人間は不可避的に悪を為すからである。実に、引用において「煩悩具

足のわれら」と言われているように、私たちは例外なく根深い煩悩にとらわれている。その

結果、私たちは、我欲のために、さまざまなものを奪い合い、互いに傷つけ合いながら生き

ることになる。結局、正しき行ないによって成仏しうるひとはいない。ひとはみな罪深く、

自分で自分を救えぬ。私たちは救いに関して無力である。 

引用における「悪人」はいわば善人の否定である。すなわち〈自力往生の道をあきらめる

者〉が「悪人」である。実際、直感的‐日常的な意味で典型的な悪人はみな、自らが日々悪

を犯していることを知っており、《自分が行を通じて自己救済できぬこと》を自覚している。

それゆえ自己救済をあきらめる者を「悪人」と呼ぶことには一定の理がある。そして――重

要な点だが――引用の意味の悪人は、ある種の自己知のために、善人よりも救いに近い位置

にある。それは《自分は煩悩まみれであり、自力で往生できない》という自覚である。だが

なぜこの自己知はひとを救いへ近づけるのか。ここには弥陀の誓いが関わる。この点はきわ

めて重要であり、説明すれば以下である。 

私は無力だ。自分で自分を救えぬ者だ。打ち捨てられた者であり、英語で言うところの 

“the wrecked” だ。――こうした自覚はただちに「お救い下さい」という懇願の念を起こす。

そして、このように惨めにも他を頼まざるをえない者を憐れんで、慈悲をもって法蔵菩薩が

誓ったところこそが（前節でも取り上げた）『無量寿経』の第十八願であった。するとどう

なるか。いまや悪人こそが阿弥陀仏の救いの第一義的なターゲットであることになる。もち
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ろん、阿弥陀仏の悲しみは「大悲」であるため、如来は引用において「善人」と呼ばれるタ

イプの悪人も救うだろう。とはいえ――弥陀の本願に即せば強調せざるをえないが――引

用において「悪人」と呼ばれるタイプの悪人、すなわち自力をあきらめ他力に頼む悪人こそ

が、「本願他力の意趣」において第一に救われるべき者である。この意味で親鸞は言うので

ある。善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや、と。 

こうした悪人正機の認識は私たちをして〈念仏ならざる念仏〉の重要性を、いわゆる〈信〉

の重要性を、認知せしめる。この点を説明して本節を閉じよう。 

私たちはみな、救いに関して無力な悪人である。では救われるために何をすべきか。何も

できない、というのが親鸞の答えである。彼によれば、私たちは自らのはからいや計略を通

じて救いに至ることができない。かくして――先の引用の言葉を用いるが――私たちはた

だ「他力に頼む」しかない。そして、この〈他力に頼む〉という姿勢が親鸞における「信」

であり、これがいわば〈念仏ならざる念仏〉である。 

この点はえてして誤解を引き起こすだろうから、慎重に説明する。 

親鸞は決して念仏の価値を否定しない。むしろそれを肯定する。また、法然が念仏の勧め

によって為したことを、より純化されたレベルで親鸞が信の重要性の強調によって為した、

などという進歩は存在しない。仏教史はつねに前進し、先達が行なわなかったことを、遅れ

て来た者は為すのだが、必ずしも後者がより優れているわけではない。法然が〈行ならざる

行〉として念仏を勧め、親鸞が〈念仏ならざる念仏〉として信の価値を強調する、という歴

史の流れは、もっぱら、法然と親鸞が別人格だ（そしてそれぞれが卓越した思索者だ）とい

う事実の表れに過ぎない。仮に歴史の順序が逆転したとすれば、親鸞に続いて法然が〈信な

らざる信〉として念仏を勧めるかもしれない。思想史は前進するが、そこに進歩はない。私

たちが今なおプラトンやデカルトを読まねばならない理由もここにある。 

さて――重要なポイントだが――親鸞は、念仏の価値を肯定するからこそ、〈念仏ならざ

る念仏〉の次元へ進む。なぜなら親鸞もまた、法然と同様に、念仏の価値の根拠を〈我執か

ら離れること〉に見ていたからである。かくして親鸞は、ある意味で、法然とまったく同じ

ことを為す。それは自己のはからいからできるだけ距離をとろうとする努力である。 

まず、念仏の意義を肯定する親鸞のロジックは独位だ、という点を押さえよう。彼曰く（ふ

たたび現代語訳を引く）、 

 

 念仏が、本当に浄土に生まれる原因であるのだろうか、また地獄に堕ちるための行為であ

るのだろうか、こうしたことはすべてわたしの知らないことである。かりに法然上人にだ

まされて、念仏をして地獄に堕ちたとしても、けっして後悔することはないであろう。な

ぜなら、念仏以外の修行にはげんで仏になることのできる者が、念仏を称えたために地獄

に堕ちたのであるならば、それこそ、だまされてしまって、という後悔もあるであろう。

しかし、どのような修行もとうてい不可能な者であるから、いずれにせよ、地獄はわたし

の堕ちゆく住いときまっているのである。（注６） 
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引用によると、親鸞の確信するところはただ《自分が自己救済の行なえぬ悪人であること》

にすぎない。そして《念仏が浄土の機縁か否か》については無知を告白する。とはいえ――

親鸞曰く――そもそも自己救済のできぬ身である以上、法然の教えに従って念仏を唱えた

結果として地獄に堕ちたとしても後悔はない。なぜならこうした後悔は何らかの自力修行

によって成仏が可能な者にとってのみ意味をなすからである。 

だが、《念仏が浄土の機縁か否か》を知らないにもかかわらず、なぜ敢えて念仏に打ち込

むのか。この点について親鸞は次のように言う。 

 

 阿弥陀仏のお誓いが真実であるならば、釈尊のみ教えに嘘いつわりがあるはずはない。釈

尊のみ教えが真実であるならば、善導の注釈が嘘いつわりであるはずがない。善導の注釈

が真実であるならば、法然の仰せがどうしていつわりであろうか。法然の仰せが真実なら、

親鸞の申す趣意もまたいつわりではないのではなかろうか。（注７） 

 

要するに、法然の場合と同じく、「弥陀の本願であるがゆえに」ということである。そして

親鸞は、阿弥陀仏の本願であるために自分は念仏を行なうのだ、という態度を「愚かな私の

信心」と呼ぶ（註８）。ここでは――重要な点だが――念仏へ身を捧げる親鸞の姿勢の核心

部が「信心」と概念で捉えられている。 

さて、この「信心」という契機によって、念仏は念仏にあらざるものになり、むしろ絶対

他力の次元へ昇華されていく。かかる境地を親鸞は以下のように表現する。 

 

 念仏は、まとこの信心をもってこれを称えるものにとっては、行でもないし、善でもない。

自己の才能をたのみとして行なうのではないから、行ではないというのであり、自己の才

覚をたのみとしてつくる善でもないから、善ではないというのである。まったく仏のお力

によるもので、念仏を唱える人自身の力とは無関係であるから、その人にとっては行でも

善でもないのである。（注 9） 

 

本来的な念仏は信心を伴わねばならない。すなわち、阿弥陀仏の本願を信頼する「信」を通

じてはじめて念仏は本来的なものとなる、ということである。そして、念仏が信心というい

わば画竜点睛を得る場合には、それはもはや〈はからいの産物〉ではなくなり、「行」とも

「善」とも呼べない。それは、言ってみれば、ただひたすら〈念仏そのもの〉であり、通常

の意味の「念仏」を超えた念仏である。 

かかる信心の境地には「仏教的自由」（と私が呼ぶもの）がある、と言いたい。これは、

〈煩悩や我執から離れる〉の謂いであるところの自由、言い換えれば、我そのものからの解

放という「解脱的」自由である。これについて親鸞自身は「自然法爾」という表現で概念化

している。 
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  自然法爾ということ。 

  自然の自はおのずからということであります。人の側のはからいではありません。然と

はそのようにさせるという言葉であります。そのようにさせるというのは、人の側のはか

らいではありません。それは如来のお誓いでありますから、法爾といいます。法爾という

のは如来のお誓いでありますから、だからそのようにさせるということをそのまま法爾

というのであります。また法爾である如来のお誓いの徳につつまれるために、およそ人の

はからいはなくなりますから、これをそのようにさせるといいます。これがわかってはじ

めて、すべての人ははからわなくなるのであります。（注 10） 

 

これもまた至言である。すべては阿弥陀如来の誓うところそのままに、という「他力的」信

心の極地には、人間のはからいを最大限脱するところの仏教的自由がある。ちなみに――も

ののついでに「飛躍的」断言をさせて頂くが――こうした自由の境地においては、すべての

ものがあるがままの姿で如来のはからいとなり、日常的娑婆はそのまま浄土となる。かくし

て、もはや通常の意味の「念仏」を唱えずとも、生きることそのものが念仏となる。その結

果、日々の思い煩いもまたそのまま安心になる。 

いずれにせよ、ここまで述べてきたことから明らかなように、少なくとも法然および親鸞

の思索のうちには「仏教的自由」なるものが見出されうる。それは〈自己のはからいから離

れる〉という意味の自由であり、分析哲学的自由論においてもっぱら論じられるところの

〈自己への自由〉とは対照的なものである。さて、こうなると、次に問われるべきは《こう

した自由を顧慮することの意義は何か》であろう。はたして解脱的自由の意義は何か。すな

わち、自己の行為に対する責任を放棄することを助長するような「自由」概念に何の意義が

あるのか。この点は節を変えて説明したい。 

 

３． 

 

 ここまで私は〈自己のはからいから離れること〉こそが仏教的自由だと論じてきた。ここ

からは、このタイプの自由の意義をより踏み込んで説明したい。その際、議論の足掛かりと

したいのが田辺元のいわゆる「懺悔道」である。なぜなら懺悔道に含まれる自己放棄の契機

は（本稿の意味での）仏教的自由の眼目を捉えるのに役立つからである。田辺は「哲学なら

ぬ哲学」を実践するが（注 11）、これは法然が〈行ならざる行〉を、親鸞が〈念仏ならざる

念仏〉を実践したのと同じである。そこには他力による自由がある、ということである。 

  

 

 

（注 1）柳宗悦著『南無阿弥陀仏』（岩波文庫、1986 年）、25 頁。 
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（注２）中山・早島・紀野編『浄土三部経』（岩波文庫、1990 年）、157 頁。 

（注３）法然著『選択本願念仏宗』（岩波文庫、1997 年）、27 頁。 

（注 4）石田端麿編『日本の名著６ 親鸞』（中央公論社、1969 年）所収、90-92 頁。 

（注 5）唯円著『歎異抄』（東京大学仏教青年会編集『仏教聖典 増補版』、三省堂、1978 年

所収）、595-596 頁。 

（注 6）石田端麿編『日本の名著 6 親鸞』、82 頁。 

（注 7）同上、82 頁。 

（注 8）同上、82 頁。 

（注 9）同上、85 頁。 

（注 10）同上、108-109 頁。 

（注 11）田辺元『懺悔道としての哲学』（藤田正勝編『懺悔道としての哲学』、岩波文庫、

2010 年、所収）、37 頁。 


