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五木寛之著 「親鸞」
小手川

１．概要

巧光 *

「私訳－歎異抄」（2007）などでその能力を高く評価され

日本を代表する小説家の一人である五木寛之氏 [1] が

ていたのだが、今回は物語の中に違和感なく仏教の教理

久しぶりに出す本格的長編歴史小説である。2008 年 9

を挿入することに成功し、難しい教えがさらに咀嚼しや

月 1 日より東京新聞をはじめ全国 27 紙に掲載され始め、

すくなっているのである。そのあたりのことも後述した

去る 2009 年 8 月 31 日までの一年間連載が続いた。書籍

い。

としては、2009 年 12 月末に講談社から上・下 2 巻に分
けて発刊される予定である（この紀要が出る頃には既刊

２．
一般的な評価

のはずである）
。連載された 27 紙はいずれも地方新聞で

著者の五木氏は連載に先立って、何種類かのコメント

あるが、全国の代表的な地方紙が名を連ね、結果的に朝

を各紙に寄せている。そのうちの短いものをここに引用

日新聞や読売新聞のような全国紙に単独掲載されるより

しよう。

も多い 1200 万部に掲載されることとなった。ちなみに
評者は、西日本新聞に掲載されたものを、本学（保健医

「ひさびさの新聞連載なので、不安もあればプレッ

療経営大学）の図書館で主に連載最終月の 8 月にまとめ

シャーもある。しかも主人公は親鸞だ。時代は激

て読ませていただいた。著者の五木寛之氏は、1980 年

動の中世である。作者としては武者ぶるいを禁じ

に「青春の門－再起篇」を出した後、執筆活動を一時休

えない。とことん判（わか）りやすく、明日がま

止し、京都の龍谷大学で仏教史を学んだ後、浄土真宗に

ちどおしいような面白い作品を書こうと思う。で

深く帰依したことで知られている。その五木氏が帰依

きればそこに、いくばくかの深さも欲しいと願う

後 20 余年の構想を経て書き上げたのがこの小説「親鸞」

のだが、それは傲慢（ごうまん）というものだろ

である。全国の五木ファンのみならず、日本の総人口の

うか。」

約 20％を占めるとも言われる浄土真宗門徒、さらには
「疑と迷の闇のまっただなかに滑りこんでいこうとして
というコメントだが、「とことん判（わか）りやすく」

いる時代」[2] の老若男女を読者に巻き込んで、連載中
も連載終了後も反響が止むことのない話題作となった。

という点に関しては、先述したとおりさすが五木寛之氏

この小説を原作にした映画やテレビドラマが計画され、

だと言いたい。神戸新聞の調べでは、読者の 70％以上

便乗した各種イベントが各地で催されているのは当然の

が毎日読んでいたというデータもあり、年齢・性別、さ

成り行きといえる。

らには教育レベルの違いさえ越えて幅広く読まれていた

しかし、宗教文学を専門にしている評者としては、た

ことが想像できる。このデータはまた、「明日がまちど

だそのような一般読者の感想ばかりを基にして書評を書

おしいような面白い作品を書こう」という目標も見事に

くわけにはいかない。浄土真宗という日本の精神文化に

達成できていたことを証明している。何を隠そう評者自

多大なる影響を与えた宗教の始祖親鸞 [3] の人生を描き

信も、最初こそは専門の絡みでどちらかというと職業的

ながら、宗教や信仰の本質にいかに深く切り込めている

な動機から読み始めたのだが、日ごとに読むペースが速

のかも評価の対象としたい。その点に関しても、五木氏

くなり、最後には一日に 2 か月分（62 日分）を一気に

ほど難しいことを易しく分かりやすく表現できる作家は

読んだものである。新聞を一つ一つ取り替えながら、小

いないと言わざるを得ない。すでに「他力」
（1998）や

説の掲載ページをいちいち捜しながらの作業を全くいと
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わしく思わずに読破できたのは、とりもなおさずその面

多くの世の母親の中から、ただ一人の自分の母と

白さ以外のなにものでもない。学生時代に「青春の門」

出会う幸せを、選択 ( せんちゃく )、という。そ

の当時既刊分全部（第 1 部 1971 ～第 6 部 1980）をわず

してこの世の哀れな者を一人残らず救うぞ、とい

か 1 週間で読んだときのワクワクドキドキ感が鮮やかに

う阿弥陀仏の誓いを、本願という。そのみ仏の本

蘇った。

願を信じて、思わず体の奥からもれ出る声、それ
が念仏というもの。声に出さねば人には届かぬ。

先述のとおりこの小説はまだ書籍化されていないの

ましてみ仏には。…」

で、専門家による本格的な書評は見当たらないが、ホー
ムページやブログなどネット上では盛んに取りざたされ
ている。大半は連載を歓迎し内容を積極的に評価するも

これは、法然上人が仏教の重要な教義の一つである選

のであるが、中には批判的なものも見られる。目立つの

択（せんちゃく）という概念について語っている場面で

は、親鸞の人生や活動で最も重要な部分が描かれていな

あるが、同時に本願や念仏についての判り易い説明にも

いというものだ。親鸞は 90 年の人生を全うしたと言わ

なっている。これに対して親鸞には次のように述べさせ

れているが、小説ではそのうちの一部の年月を描いてい

ている。

る。両親を亡くし叔父の家に身を寄せていた幼少時代か
ら越後に流罪になるまでの約 20 年間である。批判では、

「…選択（せんちゃく）とは、多くのものの中か

その 20 年間よりもむしろ後の越後や関東で過ごした時

ら一つを選びとることだ。いや、それだけではな

代こそ親鸞が波乱万丈の人生を歩みつつ宗教家として円

い。選択とは、みずからが選びとったということ

熟し大成した時代であり、そこに触れずして親鸞を描い

だけではなく、むこうから選びとられた、という

たことにはならないというのである。そのような批評を

事実も大事ではないのか。念仏をするときに、手

する人達は、おそらく、仏教関係者や指導的立場にある

を合わせる。おのずとそういうかたちになる。そ

人が多いのではないかと思われるが、そもそも、これは

のとき『右の掌に左手を添えたのか、それとも左

小説であり、どこをどのように描こうが著者の自由であ

の掌に右手を寄せたのか』と、議論するのはむな

るということ、そして、どのように大成した人物であろ

しい。横川（よかわ）でも学生（がくしょう）た

うとも、多感な幼少年期から青年期に受けた経験がその

ちが夜を徹して議論しているのを盗み聞いたこと

後の人生に大きく影響していることを考えれば、そのよ

があった。…そこで議論されているのは、両手を

うな批判は正当性を欠いていると言わざるを得ない。実

ぽんと叩いて、
『さて、右手が鳴ったのか、それ

際、この時代に、親鸞をして「たとえ地獄に行かなけれ

とも左手が音を発したのか』と、いうような議論

ばならないとしても信じ通す」
［4］とまで言わしめた法

だったことをおぼえている。法然のいう、選択、

然上人と出会い、生涯の伴侶となる恵信尼と出会ってい

とは、そういうことではない。救われたい、とい

るのである。この二人との出会いを中心にストーリーは

う願いと、救いたい、という願いが触れ合って火

展開するのであるが、一つの完結した小説として十分読

花が散る。そこに生まれた光が闇を照らすのだ。

み応えのあるものとなっている。さらに、五木氏本人に

…」

尋ねてもまだ分からないことかもしれないが、続編が出
される可能性も十分ある。むしろ、そのような期待を大

と、法然の説明を補足するような形で述べているが、
「選

いに抱かせる終わり方になっていることも事実である。

択とは、みずからが選びとったということだけではなく、
むこうから選びとられた、という事実も大事ではないの

３．流れの中に違和感なく織り込まれた深み

か。
」という部分は、新約聖書に記されたイエス ･ キリ

五木氏は執筆に先立って、
判り易さや面白さに加え「い

ストや使徒パウロの次のような言葉を彷彿とさせる。

くばくかの深さも欲しいと願う」と述べている。その野
心的企てがいかんなく発揮されているのが、主に 3 月に

「あなたがたがわたしを選んだのではありません。

連載された「選択（せんちゃく）ということ」という章

わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命し

である。そこからの幾箇所かを引用したい。

たのです。」（新改訳聖書ヨハネの福音書 15 章 16
節）

「わたしは物心つく前に親と別れた孤児のような
ものであった。さびしかった。心細かった。つら

「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救

かった。だが、私はついに出会ったのじゃ。まこ

われたのです。それは、自分自身から出たことで

との母のような仏さまに。それが阿弥陀仏じゃ。

はなく、神からの賜物です」
（新改訳聖書エペソ
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が感動的に表現されている部分など挙げればきりがない

人への手紙 2 章 8 節）

が、それらの部分がいちいち聖書の記述と結びつくので
これは、キリスト教の教えのうち最も中心的なものの一

ある。もともと禅宗などとの比較で、キリスト教との類

つとも言える信仰義認の教理に関する部分であるが、法

似性を指摘されてきた浄土真宗であったが、そのことが

然や親鸞の言葉の中にも日本人の心に届くもう一つの信

こうも見事に違和感なく流れるように挿入されているの

仰義認の説明がなされていると感じるのは評者だけであ

だからたまらない。また、親鸞の少年期を描いた「放埓

ろうか。
次のような恵信尼の言葉も心憎いばかりである。

人の血」という章がある。このタイトルからも想起さ
れることだが、後に法然上人と出会い深く交わるように

「…ただ念仏して浄土に往生するというお話には、

なって、本当の父親にようやく出会えたという親鸞の気

深く心を打たれて、そのつもりで念仏していたの

持ちを五木氏は描いており、物語り全体を通してキリス

です。でも、いま思えば、それは自力で勤める念

トによる有名なたとえ話「放蕩息子の帰還」[6] と同じ

仏だったのではないでしょうか。のちに越後へも

流れを感じずにはいられないのである。このような観点

どり、死を覚悟したとき、気づかぬままに、ふっ

からの読書を可能にしていることを考慮に入れれば「い

と念仏が口からこぼれ出てきたのでございます。

くばくかの深さも欲しいと願う」という五木氏の言葉は

そのとき、はっきりと心が定まりました。これま

「傲慢」どころかあまりにも謙遜な表現だと思わずには

での紫野は死んだのだと。そして不思議に病が快

いられない。

方に向かい、元気を取り戻したとき、わたくしは
生まれ変わったような心持でございました。信心

４．五木寛之＝宗教間対話の達人

―

おわりにかえて

に目覚めたというのではなく、信心を恵まれたの

書物は何を読むにしても著者がどのような立場で書い

だと感じたのです。そこで新しく生まれ変わった

たのかを知るのは大切である。特に宗教的な書物につい

自分に、恵んでいただいた信心を生涯忘れまいと

てはそうである。批判的な態度で書かれているのか、特
定の宗教のプロパガンダなのか、あるいはそのどちらで

（恵信と名乗ることにしたのです）･･･」

もないが、無神論的な態度で書かれているのか、純粋に
恵信尼が、自らの名前を「紫野」から「恵信」に変えた

学術的な態度で書かれているのか ･･･ 等々である。何度

ときのいきさつを述べている場面であるが、ここにもま

も述べたとおり五木氏は仏教徒であり、浄土真宗に帰依

た、仏教で言うところの「他力本願」
、キリスト教で言

した人物であるからして、この小説はある意味でそのプ

うところの「聖定」の教理が、
（専門家に言わせれば不

ロパガンダ的性質を持っていると言えなくもない。しか

十分かもしれないが）この上なくわかりやすく表現され

し、これは小説家の性とも言える部分であろうが、彼ら

ていると思うのである。

がひとたび筆を取り物語を書き始めれば、我々素人には

このように親鸞や法然の言葉をキリスト教の教理と

測り知れないほどの集中力と純粋さをもって、世俗的な

結びつけるのには、慎重さを要することは言うまでも無

目的など忘れ去り、登場人物のえぐられた内面が赤裸々

いことである。しかし、当の五木氏本人がカトリック司

に読者の心に届けられるべく、全てのエネルギーが注が

祭との対談集「神の発見」
［5］という本の序章で述べて

れるのである。五木氏も今回の執筆に当たっては、書棚

いることが実に興味深い。すなわち、

を一掃し、親鸞だけの文献を集めた「親鸞」棚を設置し、
その結果整理した書物はダンボール 10 箱にもなったほ

「私は自分で勝手にブッティストだと思っている。

どで、文字通り寝食を忘れるほど傾倒してこの本を書い

ブッダと一般に呼ばれる釈迦に深く共感し、その

たと言われている。キリスト教の教理が多く盛り込まれ

思想と生き方に帰依してきた。しかし奇妙なこと

ているように見える、三浦綾子氏［7］や遠藤周作氏［8］

に、いつも読んで感動するのは聖書である。親鸞

の小説も、実は結果的にそのように思えるのであって、

の言行を記録した『歎異抄』を読んでも、ああ、

執筆者本人はそのようなつもりで書いたのではなく、い

このくだりは聖書のなかのあの部分と重なるな、

つの間にか本人の中に息づく信仰が自然と作品のなかに

と感じたりするのだから困ったものだ。
」

滲み出ているというのが真実ではなかろうか。C.S. ルイ
ス［9］のナルニア国物語 [10] もそうである。あれほど

と述べているのだが、この思いは小説「親鸞」を読みつ

までに鮮明に聖書的な枠組みが背景に読み取れることか

つ評者が体験した思いと全く同じである。情欲やプライ

らして、キリスト教の寓意物語だと取られがちであるが、

ドについて書かれた部分、一念義と造悪説、そして悪人

実はルイス本人が主張したように、その意図は全くなく、

正機説について説明されている部分、さらには愛や赦し

ただ子供たちを喜ばせたいと願う一心で書かれた結果と
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して、彼の信条・信仰が不可避的に注ぎ込まれているの

ことからなぞに包まれた部分も多いが、妻恵信尼か

である。小説「親鸞」も、釈迦や親鸞に帰依し自らの内

ら末娘覚信尼へあてた手紙 10 通が 1921 年に見つか

面深くにその教えを潜め持つ著者が寝食を忘れるほどま

り、その実在性やある程度の人物像が明らかになっ

でに傾倒して書いた本である。仏教や浄土真宗の精神が

た。名前は、幼児期の松若丸→少年期の範宴 ( はん

否応なく反映されるはずである。仏教国日本に住む我々

ねん ) →法然門下生初期の綽空 ( しゃっくう ) →後

が、信仰する宗派を超えて、自らを理解するために読む

期の善信 ( ぜんしん ) と変わり、その後はこの善信

価値は十分にあると言えよう。

と親鸞の両名を併用したようである。

よく、真の国際化のためには、まず自国について深く
知り理解することが必要だと言われる。同じことが宗教

［4］歎異抄からの一節
［5］カトリック司祭森一弘氏を対話者として 2005 年
に出された宗教間対話の意欲的な作である。

間対話についても言えることが五木氏の著作活動を通し
て感じられることも事実である。つまり、他宗教を理解

［6］新約聖書ルカの福音書第 15 章に記されたイエス

し他宗教と交流を持つためには、まず自らの宗教を理解

･ キリストによる例え話。数ある例え話の中でも最

しその信仰の上に安らぐことが求められるのではないだ

も説教や信仰書への引用頻度の高いものの一つであ

ろうか。たいていの宗教には他の宗教を許さない排他的

る。

な勢力が存在している。また、いかにも釈迦やキリスト

［7］三浦綾子 (1922 － 1999) は北海道旭川市出身の女

やマホメットといった宗教偉人たちを全て理解したかの

流作家。1963 年に「氷点」が朝日新聞に連載され

ごとく語り、その上で新しい宗教の必要性を説く勢力の

て以来本格的な作家活動を始める。
「氷点」をはじ

出現が後を絶たない。しかし、いずれの勢力も、あえて

め「塩狩峠」などベストセラーも数多く、生涯にわ

厳しく言わせてもらえば、
「根無し草」との批判を免れ

たってキリスト教の原罪をテーマにした作品を描き

ない。仏教にしろキリスト教にしろ深めれば、そう易々

続けた。北海道旭川市に三浦綾子記念文学館。

と批判できるものではないし、また、他を批判すること

［8］遠藤周作 (1923 － 1996) は東京都出身の小説家、

によって自らの価値を見出さざるを得ないような安っぽ

劇作家。
「沈黙」をはじめキリスト教をテーマにし

いものでもないのである。先に挙げた、三浦綾子氏や遠

た多くの作品を残している。長崎市に遠藤周作文学
館。

藤周作氏、あるいは C.S. ルイスや五木寛之氏に共通し
ているのは、それぞれ自らの宗教を持ち信仰を深め、そ

［9］C.S. ルイス (1898 － 1963) はアイルランド生まれ

の信仰をこよなく大切にした人達である。その彼らが、

のイギリス人で、近世のイギリス文芸批評を専門に

全くと言っていいほど他宗教批判を展開していないので

しながら、キリスト教護教論を展開し、ファンタジー

ある。それどころか五木氏に至っては、他宗教の指導者

系の物語も残すなど多彩な作家活動を行った。最晩

たちと積極的に交流することでさらに自らの信仰を深め

年にはケンブリッジ大学の教授として迎えられてい
る。

ているようにさえ見える。外国語を学ぶメリットの一つ
に、母国語への理解を深められるという点があるが、他

［10］ナルニア国物語 (1950 － 1956) は C.S. ルイス作の

宗教への理解も同じように自宗教への信仰を深める効果

子供向けファンタジー小説 ( 全 7 巻 )。世界中で 41

があるのではないだろうか。なにかそのあたりに非常に

言語 1 億 2 千万部発行されている大ベストセラーで

難しいと言われている宗教間対話の秘訣が見え隠れして

ある。日本語へは 1966 年に岩波書店より瀬田貞二

いるように思えてならないのである。

訳で出版され、今日まで版を重ね続けている。2005
年に第 1 巻「ライオンと魔女」、2008 年には第 2 巻
「カ
スピアン王子の角笛」が実写版映画として公開され

（注）

た。

［1］1932 年福岡県八女市生まれ。1966 年「さらばモ
スクワ愚連隊」で小説現代新人賞を受賞して以来、
主に小説家・エッセイストとして活躍し、今日まで
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