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さんとの 対話
Ｅ さんとの対話
せん。しかし、病身の体を縁
として自分の過去の罪の深さ
が感じられるのは、よく分か
ります。私も病気の時は時々
そのように感じます。宿業は
理屈ではなく、宿業感として
感じられてくるものですから。
いろんな苦しみを縁として、
自分の罪の深さを感じること
は、私には自然な道理だと思
います。なぜこんな体になっ
たのかと嘆くことだけから、
それを縁として自分の宿業の
深さをじっと見つめる、それ
は意味のあることだと思いま
す」

たぶらかされる私だというこ
と、本当にそうですね。
庭の枯れた木を見ていると、
枯れているのにもかかわらず、
そういう事実を受けとめて存
在しているように思って感動
します。他と比較しないので
すね」
Ｄ「人間以外の物は、自分を
他と比べることはなく、与え
られた自分の事実（分限）を
自ずから引き受けているので
すね。だからそれを見ると心
が少し安らぐのだと思います」
Ｅ「そういえば、〈身の事実に
帰る〉とか〈身の事実に立つ〉
とか、
〈身の事実を引き受ける〉
とか、よく聞きますね」
Ｄ「身の事実に帰るとは、私
の状況がどんなに惨めな現実
でも、これを我が身の逃げも
かくれも出来ない唯一の今の
事実であると受けとめ、受け
入れることだと思います。
実際は、自分の思いではた
いへん辛いことであっても、
すでに身はちゃんと受け取っ
ているのですね。さっきの枯
れた木が枯れている事実をち
ゃんと受け取って存在してい
るように。

＊８月２２日の同朋会は
休みます。

を説明するのが目的の言葉で
はなく、我が世・我が人生・
我が身・我が心の危うさ・は
かなさ・頼りなさを自分自身
に内省せしめる教えの言葉で
す」
Ｅ「無常は、我がいのちの頼
りなさを教える言葉というこ
とですが、病気になり、苦し
んでみて、頼りにならぬ身体
を頼りにしてきたことをつく
づく感じています」
Ｄ「当てにならないと知りな
がらいつの間にかあて頼りに
しているのが私たちで、何か
事が起こると、今さらながら
頼みにもならぬものを頼みに
していたことが痛感されます。
凡夫は壁にぶつかり痛い目
にあわないと了解ができない
のでしょうかね。駿馬はムチ
でたたかれなくても走り出す
が、駑馬は強くむち打たれて
やっと動き出すようなもので、
凡夫は愚鈍なのですね」

Ｅ「自分は歩くのさえままな
らないのに、周りの人は自由
に動けるのを見ると、羨まし
くなるし、自分がなさけなく
なります」
Ｄ「周りの人と自分を比べる
のですね」
Ｅ「そうですね、人と比べる
からやりきれなくなるのです
ね」
Ｄ「ええ、比較する心ですね。
大体、煩悩というのは比較す
る心といっていいんです」
Ｅ「他と比べる心で苦しんで
いるのですね」
Ｄ「ええ、自分の心や思いに
よって、苦しんだりたぶらか
されるのですね」
Ｅ「そうですね。自分の心に

午後２時より

Ｅ「病気のため、体のあちこ
ちの具合が悪く、体が不自由
で思うようになりません」
Ｄ「体が不自由だと大変でし
ょうね」
Ｅ「ええ、自分の体でありな
がら、自分の自由になりませ
んから、ついイライラしたり、
主人にきつく当たったりしま
す」
Ｄ「思い通りにならない自分
なさけない自分に腹が立つの
ですね。そうなるとついつい
周りの人に当たったりするん
でしょうね」
Ｅ「ええそうです。周りの人
は自由に出かけたり旅行に行
ったりしてるのに、どうして
自分だけはこんな目にあわね
ばならないのかと、嘆かわし
くなりますね」
Ｄ「無理もないですね」
Ｅ「この体の苦痛が自分を知
らせてくれるのですね」
Ｄ「そういう縁にはなってく
れますね。ただ注意しなくて
はならないことは、宿業は宿
業感であって、あくまで自分
に感じるものです。他の病人
を見て、あの人は業が深いか
ら病気になっているのだと受
け取るなら、それは宿業感で
はありませんし、間違ってい
ます」
Ｅ「仏教で言う〈業が深い〉
というのは、あくまで自分自
身に感じるところの慚愧なの
であって、他者を〈罪の深い
奴だ〉と裁くものではないの
ですね」
Ｄ「ええそうです。大体仏教
の教えは全体が内観的です。
例えば仏教で言う〈無常〉と
いうことでも、単なる客観的
自然が変化きわまりないこと
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Ｅ「こんな病身になったのは
自分の業が深いからだと思い
ます」
Ｄ「自分の宿業でこんな目に
あうのだというのですね」
Ｅ「ええ、そう感じるのです」
Ｄ「あなたの過去の罪業（宿
業）の報いが現在の病気の身
として現れているということ
ですか」
Ｅ「ええ、そう感じるのです
が、間違ってますか」
Ｄ「厄介な病気が過去のあな
たの悪業の報いかどうか、そ
の因果関係は私には分かりま
せん。仏教では、病は過去の
罪悪が原因であるとはいいま
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ただ、自分の心がいやがっ
たり、嘆いたり、悲しんだり
しているのですね。今ここの
我が身は、私にとってプラス
であろうとマイナスであろう
と、どんな状況も文句もいわ
ずに現実そのものを生きてい
るのですね」
Ｅ「私もこの病身の身の事実
を認め、受容することが大事
だと思います。宿業の身を引
き受けていくと、少しなりと
も心が安らかになると思いま
す」
Ｄ「ええ、そうだと思います。
ただ、私たちの心は普通は自
我が主人公になっていますか
ら、自我は、自分の都合の良
い現実はこれを受容しますが、
都合の悪い現実は引き受けれ
なくて、それで苦しむのです
ね。私の心はわがままなので
す」
Ｅ「私の自我は、たとえば病
身という都合の悪い事実を受
け入れることはできないとい
うことですか」
Ｄ「出来ないというか、自我
は都合の悪いことから、いつ
も逃げだそうとばかり考えが
ちです」
Ｅ「そうすると私が困ってい
るのは自我の心ですが、日頃、
私たちは自我の心でしか生き
ていないのじゃあないですか」
Ｄ「ええ、それが私たちの日
常生活ですね。だから自我の
心を離れて、今この病気の身
を〈この身のほかに生きよう
はありません〉と素直に受け
止めることはなかなかできな
いですね。
自我は、現実を何とか自分
の都合に良い状態にしようと

計らいます」
Ｅ「ではたとえば、病気の身
を何とか治したいと思うこと
はいけないことですか」
Ｄ「自我がそのまま悪いと云
うのではありません。自我は
人間として生きるのに必要な
機能です。自我が無くては人
は生きられません」
Ｅ「自我即悪ではない。じゃ
自我のどこに問題があるので
しょうか」
Ｄ「自我に固執することが問
題なのですね」
Ｅ「自我に固執するとは」
Ｄ「自我は現実を自分の都合
の良いようにしたいと考え、
そうなるように選択する機能
です。ただ自分の思うように
ならなければ、〈私は不幸だ、
これではいけない。なんとか
ならねば、なんとかせねば〉
と、自分の願望ばかりにとら
われて、今の現実を否定して
しまうのです」
Ｅ「現実を否定するとはどう
いうことですか」
Ｄ「たとえば、病気が治りた
いがどうしたら治るようにな
るのか、そのためには何をす
ればいいのかを選択しようと
するのは自我ですが、それば
かりにとらわれ、病気の今の
現実に対して〈どうして私は
こんな不幸になったのか〉と、
現実を嘆き、怒り、大きな不
満をもつことです。現実を受
容することが出来ないのです。
自我は、利害損得に基づいて、
自分の安全や有利にことを運
ぼうとして計らいずめですか
ら」
Ｅ「自我は、少しでも安全で
有利にしようという計らいで
あるとすれば、惨めで不幸な

現在の事実を受け入れること
は難しいわけですね」
Ｄ「そうですね、自我は、病
気などの不幸な現実から、早
く抜け出したいとあがきもだ
え、どうにもならぬ現実に不
満だけをもち、嘆きかねない
ですね」
Ｅ「自我が、不幸な現実を受
容することは難しいとすれば、
どうしたらいいのでしょうか」
Ｄ「それがさっき申しました、
自我はどう思うても、私の身
の現実に帰ること、現実を引
き受けること、もう一ついえ
ば、現実をすでに引き受けて
いる身の事実に目覚めること
だと思います。
誤解がないようにちょっと
付け加えておきますが、先ほ
どから不幸な現実と云ってま
すが、正確には私たちが〈不
幸〉というのは〈不幸〉と受
け取ったり決めつけたりした
上でのことです」
Ｅ「では〈身の事実に帰る〉
のは、具体的にどう帰り、ど
う引き受けていくのですか」
Ｄ「そこなのです。それが実
際、問題となります。身の事
実に目覚めよとか自覚せよと
か、よく言われますが、これ
は容易ではないですね。また、
多少なりとも今ここの身の事
実が体験的に知られても、そ
れで心は充足し、心が本当に
開かれるかどうか、難しいと
ころです」
Ｅ「じゃ、誰でもが無理なく、
身の事実に生きれるような道
はないのですか」
Ｄ「私はその道こそ、お念仏
の道だと思っています。それ
は、嘆く心が起こるまま、情

けない心が起こるまま、比べ
て悔やんだりうらやましがっ
たりする心が起こるまま、〈念
仏申せ〉という言葉のままに、
念仏していることが、おのず
と現実の我が身を引き受ける
ことになってくるのですね」
Ｅ「困ったら念仏申すのです
か」
Ｄ「ええ、極重悪人唯称仏で
〈極重の悪人よ、たた仏の名
を称えよ〉です。この場合の
極重悪人とは、自我の煩悩い
っぱいで自分をどうすること
も出来ない人間と受け取らせ
ていただいています。このよ
うな私には他に手がない、〈唯
今ここで念仏申すのみ〉です。
〈汝の現実は私が引き受け、
私が導き、私が良きように計
らい、私が始末をつけるから、
どうにもならぬまま我が名を
称えよ〉という仏の仰せのま
まに、今ここでナムアミダブ
ツ、ナムアミダブツと称える
ばかりなのです」

Ｅ「あなたは、阿弥陀仏が〈我
にまかせて念仏申せ、必ず引
き受ける〉と言われるのです
が、そんな言葉はどこにあり
ますか」
Ｄ「伝統的な言葉では大無量
寿経の第十八願に〈乃至十念
・若不生者・不取正覚〉とあ
ります」
Ｅ「これが阿弥陀仏が〈我を
タノメ。どうにもならぬ汝の
現実をまかせてくれよ〉との
仰せなのですか」
Ｄ「ええそうです」
Ｅ「なぜですか」
Ｄ「乃至十念とは、そのまま
念仏せよであり、我が名を称
えよの仰せ。我をたのめの仰

せです。若不生者不取正覚は
〈汝を浄土に生まれしめねば
私自身が仏にならぬ。きっと
汝を助ける〉と言うアミダの
お言葉です。浄土へと計らい
導いて最高の幸せを完成させ
るという誓いです。私のまこ
との幸せを実現して下さるこ
とを誓いたもうのです。これ
が〈助ける〉の仰せです。全
体で〈タノメ助ける〉の仰せ
なのです」

Ｅ「この仏の言葉に順って念
仏することが現実を引き受け
て行ってるのですね」
Ｄ「ええ、不思議にもそうな
っているのです。現実を引き
受ける力や現実に立つ力のな
い弱い私が、ナムアミダブツ
ナムアミダブツと今ここを通
らせて頂けるのです。それば
かりではなりません。私をそ
れほど大悲したもう阿弥陀仏
の慈悲が、嘆き悲しむ我が心
に浸透して、何とも言えない
有り難ささえ実感するのです。
慈悲の心が私の嘆き悲しみを
ぬぐって下さるのです」
Ｅ「それじゃあ、念仏すれば
もう嘆くことも悲しむことも
なくなるのですか」
Ｄ「いいえ、凡夫ですから、
縁がくれば、悩んだり悲しん
だりする心が起こってきます。
しかし、それを念仏の縁とし
て大悲も注がれてくるのです。
嘆きの思いも悲しみの思いも、
それを縁にお念仏させていた
だく、この一道が浄土に連な
っているのです。浄土は、今
ここの現実を生きている私を
摂め取って、行きづまり多き
私にそのつど道をつけて下さ
り、おり場を与えて下さるの

です」

（了）
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〈歎異鈔第七章第三講〉
魔界外道 も 障碍することなし
障碍 することなし」
今回は「魔界外道も
することなし」 を読ん
でみたいと思います。
魔というのは、目には見えませんが人間を不幸に
おとしめたり、苦しい目にあわせたり、善をさせな
いで悪に引き込んだりするものでしょう。魔界です
からそういうものの集団なり世界をいうのでしょう。
外道というのは、本来は仏教とは異なる宗教とか道
とか、仏法とは異なった思想や哲学をいうのですが、
普通は、仏道をさまたげるあやまった思想や信仰の
ことであり、ここでは魔界と同じく、人をまどわせ
悩ませるものというほどの意味でしょう。
魔には内魔と外魔があり、内魔は煩悩のことです。
煩悩は悟りを妨げ、人間を悩ませたり苦しめたりし、
悪行へとおもむかせるからです。しかし、歎異鈔の
この部分では外魔のことが主ではないかと思います。
外魔が本当に外界に存在するものかどうか。現代
でも「存在する」という人も結構います。私自身は
仏教の教えに従って、悪魔や鬼神などが実体的に存
在するとは思っていません。けれども、存在すると
思って怖れている人が現代でも多いのは事実ですか
ら、ここでは仮に存在しているとして、それらが、
人間の幸せや悟りへの道を妨害し、不幸や悪道に引
っ張り込もうとしていると、こう読んでおきます。
電灯もない中世の時代へタイムスリップしたとし

ましょう。電灯もなく、ローソクや油の灯火でほの
かに明るい以外は、真っ暗闇な夜の世界にいると、
悪魔だの鬼だの怨霊だの妖怪だのキツネだの狸だの
というものが、私たちの隙をねらって、私たちを不
幸におとしめようとしている、というような恐怖を
多くの人びとがもったとしても決して不思議ではあ
りません。夜の闇は不気味なものです。
私たちのように自然科学の一端を学んでおればま
だしも、分からないものだらけの真ん中に生き、疫
病や飢饉や洪水などの明日をも知れぬ厳しい環境に
取り囲まれているとしたら、そこに目に見えない魔
界というものを感じ、恐れを感じて生きる人たちが
ずいぶんいたのではないでしょうか。
今でも、何か悪霊にとりつかれそうだというので、
墓場に行くのは怖いと言う人もいます。怨霊や死霊
や動物霊などのタタリだと言って怖れている人はず
いぶんいます。もっと身近には「先祖の法事や供養
をしないと先祖のタタリや罰が当たる」という恐れ
から仏事をしている人たちもいます。玄関にお札を
張って悪魔が入らないようにしたりするのも同じ恐
れです。人は、昔も今も、目に見えぬもの（魔）を
恐れ、怯えているのです。
人間の歴史は一面、こうした目に見えない魔物、
魔界を恐れ続けてきた歴史でもあります。多くの宗
教施設はこうした魔のタタリや罰が来ないように鎮
めたり祈ったりする場所でもありましたし、今もそ
ういうことをする所と見られている祈祷の場所が数
え切れないほどあります。
これらの恐れは、人間がこの世で、自分にとって
都合のいい特別な幸せを求める限り、魔の誘惑に陥
り、魔を恐れざるをえないのです。財産とか健康と
か名声とか、そういう自分にとって都合の良いよう
なものを愛し、逆に貧乏だとか病気だとか不名誉だ
とか、そういうものを憎み嫌う、こういう愛と憎し
みの心（煩悩）だけでこの世を送ろうとする、そう
いう人は魔を恐れざるをえないのです。
念仏は無礙の一道であります。それはどんな状況
の中でも、その中で阿弥陀仏の大悲の光明に触れ、
それによって、与えられた現実の生活の中に落ち着
きを見出させていただく道です。
「ああなりたい、こ

うなりたい」「ああなったら困る」「こうなったら困
る」だけの思いで生きるのではなく、そういう思い
がどれほど起こっても、何時でも今の現実、それが
たとえ世間的には不幸といわれるような状況にあっ
ても、そこに「これでよし」と言い得る道をいただ
くのです。
「来たるものみな善し」と言う言葉があり
ますが、それが無礙の一道なのです。
こういう道に生きる人は、魔界も外道もその人を
妨げて人生を絶望たらしめないし無意味たらしめる
ことは出来ないのです。魔界も外道も、外に幸せを
求める人を襲うのです。

「じゃあお前は本当にひどい困窮におちいった時
なお、これで善しといえるか」と自分に問うた時、
人に向かって「はい、いえます」と断言するほどの
自信はありません。私のことですから、かなり動転
し、落ち込み、もだえるだろうと思います。
けれども、また一方でそういう状態にこそ、更な
る真実が私に経験され、もっと深く阿弥陀仏の大悲
がいただけるであろうという確かさを強く感じてい
るのです。闇深ければ深いほど、闇を照らす光は強
く感じられます。寒ければ寒いほど、太陽の暖かさ
が身にしみます。人生苦は返って如来の真実をます
ます味わわしめるものと確信しています。
かつて、甚だしい苦悩・病苦の人生の中で、大安
心と大歓喜をいただかれた長谷川次郎氏の
「現在の私には、すべての苦痛は絶対的慈悲の御存
在を知らしむる以外に何の作用もいたしませぬ。苦
痛が激烈となればなる程、摂理に対する信頼の念を
深むるのであります」
「殊に絶え入るばかりの激烈な苦痛が身に迫ります
時は、無条件に誹謗や罵言を拝むことができます。
真実のところ誹謗も罵言も、亦肉体的苦痛も、すべ
てが自己の罪業と絶対の慈悲とを知らしてくれる外
に何の作用もいたしませぬ」
（「若き求道者の手記」
）
というお言葉や、また清沢満之先生の かきょう
「仏陀は更なる難事を示して、ますます佳境に進入
せしめたもうがごとし、あに感謝せざるを得んや」
というお言葉は、私たちに苦難に対する念仏の救い
への信頼を深めてくださいます。
（了）

香樹院徳龍師の言葉
江戸時代の末期、美濃（岐阜県）に赤塚円右衛
門と言う人がいた。彼は香樹院師を畢生の師として、
師にしたがって、寝食を忘れて聞法した人であった。
後に、大病にかかって、京都の伏見街道に家を借り
て、臥して念仏していた。ところがだんだん病が重
くなってきた。そうなって彼は「今墜ちる、今墜ち
る」と声をあげて泣き、その樣は実に哀れであった。
彼の妹にせき女という人がいて、兄に何度も「こ
んなものをこのままのお助けじゃ」といってすすめ
ても、彼は「そんな軽々しいことではなあ」と受け
つけなかった。せき女ははなはだ困って香樹院師の
ところにうかがい、円右衛門の樣子を申しあげた。
そうしたら香樹院師は「誰が何というても仰せだけ
は本真（ホンマ）じゃ。今堕ちるものを、そのまま
のお助けじゃと云え」とひとこと申された。せき女、
これを聞いて早速、兄の枕元に行き、香樹院師の言
葉を伝えた。病人あきれて「そうかそうか、おれに
は今初めてのお示しじゃ。初耳じゃ、初耳じゃ」と
て非常に喜び、嬉し泣きに泣き崩れた。
香樹院師曰く「まことに案じるものはまことに喜
ぶ」と。
（「染人百話」より）
円右衛門は、京都におられた香樹院師の教えを聞
くために、故郷の美濃を離れて、伏見に家を借りて、
念仏しながら熱心に聞法をされた人である。
「後生の
一大事」と言葉では聞くが、なかなか私たちは「一
大事」にはなれない。とかく聞法も片手間である。
稼ぐのも、食べるのも、着るのも、全て仏法を聞
いて助かるためであるという程の勢いを円右衛門に
感じるのである。
真宗の法は極難信といわれる法である。お助けの
法は極めて易いが、これを心に受け入れることは極
く難しいのである。その難しさは、数学の難問を解
くというような難しさではない。あまりに簡単、あ
まりに単純すぎて、これを素直に受け取れないので
ある。
だから、円右衛門は寝食を忘れるほどに聞法に精

を出したのであるが、容易に法をいただけなかった
のであろう。
そうこうしているうちに、大病にかかってしまっ
た。もう治る見込みもなくなってきた。円右衛門は
未だに信心がいただけていないことに懊悩したので
る。「信心いただけぬこのままでは、悪道に堕ちる外
はない。このままでは死んでいけぬ」と泣き出して
しまった。今まで何もかも捨てて、求めに求めてき
たが、死に際になってもまだ信心がいただけぬ。情
けないやら悔しいやら恐ろしいやら、円右衛門の心
中、察するにあまりがある。
聞法して、信心の花の早く開く人もあるが、長年
かかっても開けない人もいるのである。
あまりの哀れな姿に妹のせき女が、聞き覚えてい
た弥陀の仰せを何度も話して聞かせる。
「こんな者を
このままのお助けじゃ」と。この言葉は、円右衛門
は耳にタコのできるほど聞いてきたのである。そん
なことは聞かなくても本人がよく知っている。「そん
な軽々しいものではなあ」と、いつものこととして
聞くばかり。
困ったせき女が香樹院師の所に相談にいく。そこ
で香樹院師から聞いた言葉も、実は同じ言葉であっ
た。「今堕ちるものを、そのままのお助けじゃ」と。
しかし、
「誰が何というても仰せだけは本真（ホンマ）
じゃ」との香樹院師の一句。これが痛烈に円右衛門
の心に差し込んだのであろう。「助からぬものを、そ
のままのお助けじゃ」が初めて聞くように響いたの
である。それまで繰り返し聞いてきたのであるが、
真実には聞いていなかったのである。
「助からぬものを助ける」の仰せの言葉を聞くと
いっても、この言葉の奧を探るとか、言葉の底にあ
る意味を読みとるとかいうのではない。
「助ける、タ
ノメ」の仰せのままが、まさに言葉のまま「本真に
なる」ことである。「弥陀の本願まことにておわしま
さば」という歎異鈔第二章の言葉にもそれは表され
ている。「弥陀の本願まこと」と言わしめているもの
も信心である。
信心とは、仏の仰せを「本真」と受けとっている
ことなのである。それまでは仏の言葉を聞いていて
も、無意識の心の底ではちっとも仏語を信頼してい
ないのである。心の表面では信じていると思っても、
心の奥底では実は疑っている。本真と思っていない。
いわんや「きっと浄土へ生まれさせる」という仏の

誓いを本当と受け取っていない。だから、いくら「生
まれさせるに間違いないぞ」と、聞いてもさほど喜
ぶ心が起こらない。当然である。要するに仏の言葉
を軽く聞いているからである。
円右衛門は、死に直面して、もはや我に道無しと
なったところで、名師であり恩師である香樹院徳龍
師の「誰が何と云っても仰せだけは本真じゃ」とい
う言葉を縁として、「今堕ちるものを、そのままのお
助けじゃ」という仏語に全幅の信をおいたのである。
仏語を受け入れた時が弥陀と出会う時である。後は、
もううれし涙に泣き崩れる外はなかった。人間が本
当に泣くのは一回でよい。永劫の初事だから。（了）

雑記帳
【寺院
寺院ニュース
寺院ニュース＆
ニュース＆雑記帳】

＊七月前半は神戸のあるお寺の法務を手伝ったりして、何かと
せわしない日々であったのでいささか疲れた。が、後半は平常
の生活に返った。今年はバッハの生誕二五〇年で七月二八日が
彼の命日だから、テレビでも多くの番組が放映され、最近は毎
日聴くチャンスに恵まれている。この文章も 放送でのヨハネ
受難曲を聴きながら作っている。バッハは西欧の奇跡である。
＊七月二一日、娘が豪州に二ヶ月半ほど行くことになり、無事
を祈って見送る。
＊七月二九日。松本氏来寺。草庵仏教のこと、信仰と学問の事、
生活と聞法など、いろいろ話し合う。
＊そろそろお盆のお参りをたのまれる。真宗では他宗と異なり、
本来お盆の棚経などはしないのであるが、他宗の影響で盆参り
を求められる。習俗的仏教からの脱皮は無理なのだろうか。

ＢＳ

