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かにあり得ますね」
Ｄ「〈今生きておれるのは仏のお

わづらう事ぞなきと思いぬれば、

から〈お念仏のいわれを聞け〉

ていないということですが、昔

Ｉ 「お念仏の意味がよく分かっ

、、、、、、、、、、、、、、
だかなくては助からぬ我が身の
、、、、、、、、、
姿が知られていないためです」

意味がよく分かっていないこと。
、、、、、、、、、
二つには、お念仏で助けていた

ると思います。一つはお念仏の

ものでしょうか」
Ｄ 「それは主に二つの理由があ

と思えないのですが。どうした

Ｉ 「お念仏を称えても有り難い

でも私が今ここに生かされて

分からなくなります。

ご質問ですね。そういわれると

げだ〉といえるかどうかという

有り難い。これは仏さまのおか

その時になお〈生かされていて

ることができなくなってきた時、

いと喜べるでしょうか」
Ｉ 「体がダメになってもう生き

われる仏とか他力とかが有り難

す。その時に、なおあなたのい

ノドに通らぬときがやってきま

ときがやがてきますし、ご飯も

きますし、空気も吸えなくなる

の不安を抱えています。ですか

は反面に死を憎み、嫌い、死へ

できるでしょう。けれどもそれ

は結構なことだ〉と言うことが

着の心からも〈生きておれるの

煩悩のことです。生に対する執

合の愛とは愛執、愛着のことで

愛し死を憎む〉心です。この場

のですね」
Ｄ「煩悩の根にあるのは、〈生を

Ｉ 「煩悩からの発言といわれる

のではないでしょうか」

わば煩悩からの発言だといえる

いう考えは生に対する執着、い

という考えがあるのなら、そう

れども死ぬのは不幸なことだ〉

い〉というとき、その裏に〈け

難いことである〉」
Ｉ 「なるほど、生も死も有り難

煩うことはいらない。共に有り

共によしで、生にも死にも思い

ら、生きることも死ぬることも、

当に有り難いことである。だか

かならないから、これもまた本

生まれさせていただくことにほ

し、死ぬということもお浄土に

いただくことは有り難い。しか

ますます生活の上に現れてくる

とは、お念仏の有り難い功徳が

だきながら生かしていただくこ

〈日々を念仏もうさせていた

Ｄ 「次のような意味でしょう。

ですか」

というお言葉です」
Ｉ 「このお言葉はどういう意味

死生ともにわづらいなし』

と云われていますが、そのこと

いることは有り難いと思うので

ら、死を目前にすると、その有

かげ、他力のおかげだ、有り難

なのですね」
Ｄ 「ええそうです。南無阿弥陀

す」
Ｄ「私もそれはよく分かります。

り難さは消えてしまうでしょう。

への 平等感
生 と 死 への平等感

てどういう意味があるのかとい

ただ〈生かされていることが

仏を身近に感じられるのですが」
Ｄ 「さまざまなものによって、

の上に仏の有難さを受け取ると、

いただけたりする、そういう事

臓が動いてくれたり、食べ物を

によって、空気を吸えたり、心

お念仏よりもむしろ、他力（仏）

らいっている場合があります」
Ｉ「〈生きていることは結構なこ

もイヤなことだ〉という視点か

は有り難いが、死ぬことはとて

ややもすると、〈生きていること

ことは有り難い〉という場合、

Ｄ 「私たちが〈生かされている

ませんが？」

必要があると思います」
Ｉ 「どういうことかよく分かり

からいわれているかを吟味する

それは

お言葉が大変参考になります。

しょうか」

るのはどういう視点からなので

きているのは有り難い〉といえ

じゃあ煩悩からではなく、〈生

Ｉ「そうですね。

はないでしょうか」

との寂しさは心の底にあるので

だん死に近づいていっているこ

有り難いと思っていても、だん

それに、今は生きていることを

〈生かされていることは有り難

に有り難しという人生感覚から、

を平等に見ておられるのですね」
Ｄ 「ですから、こういう生死共

別的に見ているのです」
Ｉ 「なるほど法然聖人は生と死

価値と見る、いわば生と死を差

生をプラス価値、死をマイナス

死ぬのは不幸だ〉というのは、

〈生きているのは有り難いが、

に見る人生観ですね。先ほどの

おられるのですね。生死を平等

死を平等に〈有り難い〉と見て

いといわれるのですね」
Ｄ 「ええそうです。これは生と

ことだから、一日一日生かせて

うことです。〈称える念佛のいわ

有り難い〉ということが、どこ

仏のはたらきだというふうに受

とだけど、死ぬことは不幸なこ

『生けらば念仏の功つもり、

い〉といわれるのであれば、ま

仏と称えるお念仏は、私にとっ

れ〉をよくよく聞かせていただ

け取ると、仏を身近に感じられ

とだ〉という考えから、〈今、生

死ならば浄土へまいりなん。と

ことに尊いことですね。その視

いのちが生かされていることは、

ぎんみ

るとおっしゃるのですね。

かされていることは有り難い。

てもかくてもこの身には、思い

くことです」
Ｉ 「率直にもうしますと、私は

ただ、どうなんでしょう。心

仏のおかげだ〉という場合が確

Ｄ 「それについては法然聖人の

臓もやがて弱って止まるときが

聖人はどうして〈生も有り難く、

違いがあるのですね。では法然

という言葉は同じでも、内容に

信心の智慧とはいえないですね」
Ｉ「〈生きていることは有り難い〉

かされて有り難い〉というのは

むという煩悩（差別）から〈生

ょう。しかし、生を愛し死を憎

とですし、信心からの喜びでし

を喜ぶことは道理にかなったこ

すね。やっぱり〈できるだけこ

っきりと生きれないのが凡夫で

Ｄ 「いえいえ、なかなかそうす

けるのでしょうか」

も死ぬことすら喜んで生きてい

あそうなると、私たちは何時で

し〉といわれたのですね。じゃ

りなん。死生ともにわずらいな

効つもり、死ならば浄土へまい

された眼から〈生けらば念佛の

Ｉ 「法然聖人はそのように転換

わるのですね」
Ｄ「ええ全くその通りです」

Ｄ「ええ、そう了解しています」

すね」

とが真に望ましいあり方なので

り難さ〉を感じて生きていくこ

中で、〈生かされていることの有

ある。だから重大な犯罪を犯したら、

肉体的存在の全体、それが「本人」で

一個の、他から独立し、人格をもった

罪を犯したとき、犯した「本人」とは、

というものであろう。だから重大な犯

外の他ものから独立した実体である〉

体を持った人格的存在であり、それ以

人間は、それだけで存在する一個の肉

おおむね考えている個人とは、〈一人の

の人間観があると思う。今日の人々が

死刑という刑罰の思想の元には近代

る制裁には疑問を感じる。

として考えれば、死刑という罪に対す

ただ仏教の人間観に照らしつつ私見

は、あらゆるいのちのつながりの中で

だから犯罪の主たる悪しき自我（私）

である。

一つの機能である。この自我こそ「私」

のいのちの中の部分的な分野であり、

人のいのちは成立している。自我はそ

まざまなものとの関わりの中でのみ個

ることができる。そういう意味で、さ

数の他との関わりの中で初めて存在す

は自我であって、身体的ないのちは無

ところが、仏教から見ると、「私」と

る。

のかたまりと見なされているからであ

しての「私」とは、意識を持った肉体

点から〈生かされている〉こと

死もまた有り難し〉といえたの
の世に生きておりたい。死にた

（了）

でしょうか」
Ｄ 「それは弥陀の本願を信受し

くならないと思います。」
Ｉ 「じゃあ、どうなのですか、

川紀代秀の５人に死刑判決を言いわた

泰男・豊田享・広瀬健一・端本悟・早

にかけて、オウム事件の被告である林

決定する機能である。もし自我がなけ

は、ものごとを判断し、取捨選択し、

それは厳密にいえば自我である。自我

犯罪をおこなうものは何であろうか。

むしろ「いのちの中の私」である。い

ちは「私（自我）のもの」ではない。

りも大きく、自我を越えている。いの

なら、いのちは自我を包んで、自我よ

のち全体に及ぶのは問題である。なぜ

〈人の身となっているいのち〉の中の

何ら違いはないのですか」
Ｄ 「生を愛し、死を憎むだけだ

した。それまでに、岡崎一明・横山真

れば、肉体はあっても単なる動物であ

のちは私の所有物ではなくて、本来自

それの罰を受けるのはこの「本人」で

くない〉という煩悩から離れら

った私が、念佛を聞かせていた

人の両被告はすでに死刑判決を受けて

って、そこには犯罪は成り立たない。

然の生命世界に連なり、世界に属する。

一部分である。だから罪悪としての自

だく身となった上には、この愛

いるから、計７人が死刑を宣告された

魚が他の魚を食っても罪にはならない。

悪しき私を抹殺するのに「私をこえ

ある、という考えであろう。

ておられたからです」

死刑判決に思う
死刑判決に

ちに誓いの言葉となって仰せく

憎の煩悩の起こる日々の中で、

わけである。

自我は善悪を判断し取捨選択する当

ているいのち」まで抹殺することはい

れません。一生涯この煩悩がな

ださっています。」
Ｉ 「どのように仰せられるので

そのつど〈生まれることができ

もし審理に誤りがなければ、彼らが

体であるから、犯罪を犯した場合、そ

かがであろうか。

死へと近づくことではなくて浄

て念佛する人は、生きることは

議な誓願を、誓願のままに信じ

まいります。ですからこの不思

ださる〉という未来が開かれて

は〈必ず浄土に生まれさせてく

約束を受け入れて念佛する人に

はやまないけれども、なお生と

を憎むという差別（煩悩）の心

き取られていくのです」
Ｉ 「分かりました。生を愛し死

に、煩悩や不安だらけの心が抱

そ〉と仰せられる如來の大悲心

らけのお前のような者なればこ

でも死にとうないという煩悩だ

する効果がある、という考えだと思わ

た他への見せしめとなって犯罪を予防

の遺族の悲憤が癒される道であり、ま

又そうすることが、被害者と被害者

いう判断があるのではないであろうか。

た本人は死んでしかるべきである」と

を、歯には歯をで、罪のない者を殺し

こうした死刑については「目には目

の全体に執行される。それは犯罪者と

合、犯罪の制裁は当然肉体的人格存在

もった人格的存在の全体」と見なす場

あるというその本人が「一個の肉体を

ところが、犯罪の当体は「本人」で

しき自我に対してなされるであろう。

制裁は、厳密に言えば犯罪を犯した悪

だから、犯罪を犯した場合の糾弾や

刑は廃止されている。

ヵ国 で、ヨーロッパ先進国ではほぼ死

自覚し、深く罪を懺悔することが求め

で、自我が己の罪業の深重なることを

ために収監するのであろうし、その中

ある。それで、自我の自由を制限する

れは阿弥陀仏の誓願として私た

土へと生まれつつあることにな

死を平等に受け入れる智慧をた

れる。

我（私）への制裁が、死刑として、い

すか」
Ｄ「〈我が淨土の世界に生まれる

ると思うて安心してくれよ〉と

極めて重大な罪を犯したことは明白で

の罪がどこから発生したかというと、

犯罪の制裁は厳密にいえば自我に対

東京高裁は２０００年６月から７月

とおもってただ念仏申せ。必ず

いう仏の大悲心に落ち着かせて

ある。死刑判決が下されたことはこの

悪しき自我からであろう。悪しき自我

してなされるものであろう。制裁とい

Ｉ 「弥陀の本願とは何ですか」
Ｄ 「私たちに働きかけてくださ

浄土に生まれしめる〉という阿

いただき、ホッと息をつかせて

罪に対して死を以て罪を償わせる、あ

といったのは、自我は善を判断し、選

うことは悪しき自我を否定することで

っている永遠の真実であり、そ

弥陀仏の大悲の約束です。この

いただくのです。また〈どこま

るいは制裁するという意味であろう。

ぶ機能でもあるから。

ります」
Ｉ 「いわば、死ぬという意味が

まわり、その智慧に照らされる

（了）

なお、死刑が廃止されている国は

られるのであろう。

浄土に生まれるという意味に変

５５

真宗聖典講座
ゆやく

「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜の
こころおろそかにそうろうこと、またい
そぎ浄土へまいりたきこころのそうらわ
ぬは、いかにとそうろうべきことにてそ
うろうやらん」と、もうしいれてそうら
いしかば、「親鸞もこの不審ありつるに、
唯円房おなじこころにてありけり。よく
よく案じみれば、天におどり地におどる
ほどによろこぶべきことを、よろこばぬ
にて、いよいよ往生は一定とおもいたま
うべきなり。よろこぶべきこころをおさ
えて、よろこばせざるは、煩悩の所為な
り。しかるに仏かねてしろしめして、煩
悩具足の凡夫とおおせられたることなれ
ば、他力の悲願は、かくのごときのわれ
らがためなりけりとしられて、いよいよ
たのもしくおぼゆるなり。また浄土へい
そぎまいりたきこころのなくて、いささ
しょろう

か所労のこともあれば、死なんずるやら
んとこころぼそくおぼゆることも、煩悩
くおんごう

の所為なり。久遠劫よりいままで流転せ
る苦悩の旧里はすてがたく、いまだうま
れざる安養の浄土はこいしからずそうろ
うこと、まことに、よくよく煩悩の興盛
にそうろうにこそ。なごりおしくおもえ
ども、娑婆の縁つきて、ちからなくして
おわるときに、かの土へはまいるべきな
り。いそぎまいりたきこころなきものを、
ことにあわれみたまうなり。これにつけ
てこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、
ゆやく

往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜の
こころもあり、いそぎ浄土へもまいりた
くそうらわんには、煩悩のなきやらんと、
うんぬん

あやしくそうらいなまし」と云々

（歎異抄第九章）

歎異鈔第九章第一講〉
〈歎異鈔第九章第一講〉
現代語訳
（「念佛を申していますが、喜びの心は薄
く、天におどり地におどるほとの喜びが
湧いてまいりませんし、また急いで淨土
へまいりたいと思う心が起こってこない
のはどういうわけでしょうか」とおたず
ね申しあげたところ、聖人は、「親鸞もそ
れをいぶかしく思っていたが、唯円房、
そなたも同じ心であったか。よくよく考
えてみると、天におどり地におどるほど
喜ばねばならないことを、そのように喜
ばないわが身を思うにつけても、いよい
よ往生は一定の身であると思います。と
いうのは、喜ぶべき尊いおみのりをいた
だいて、喜ぼうとする心をおさえとどめ
て喜ばないのは、煩悩のしわざです。し
かるに仏は、このような私であることを
かねてからお見とおしのうえで、煩悩具
足の凡夫を救おうとおおせられているこ
とですから、他力の悲願は、このように
浅ましいわたしどものためであったと気
づかされて、ますますたのもしく思われ
ます。
また、急いで淨土へ参りたいというよ
うな思いがなくて、ちょっとした病気で
もすると、もしや死ぬのではなかろうか
と心細く思うのも煩悩のしわざです。久
ふるさと

遠のむかしから、ただ今まで流転しつづ
けてきた迷いの古里は、苦惱にみちてい
るのに捨てにくく、まだ生まれたことの
した

ない淨土は、安らかな悟りの境界である
ときかされていても、慕わしく思えない
ということは、よくよく煩悩のはげしい
なごり

身であるといわねばなりません。まこと
に名残はつきませんが、娑婆にあるべき

いのです。急いで参りたいという殊勝な

を終わるときに、かの淨土へは参ればい

縁が尽きて、どうにもならなくてこの世

念は一声の念仏です。

ことあらん」と言われているのです。一

称える姿を「歓喜踊躍して乃至一念する

「踊は、天におどるという、躍は、地に

踊躍歓喜について、親鸞聖人は

われているのです。それを思うにつけて

おどるという、よろこぶこころのきわま

心のないものを、仏はことにふびんに思

も、いよいよ大悲の本願はたのもしく仰

りなきかたちなり」（一念多念文意）

と言われるのです。躍り上がって喜ばざ

がれ、この度の往生は決定であると思い

念仏するにつけて、天地におどりあが

るをえない、そういうことが阿弥陀仏の

と仰せられています。最高の喜びの姿だ

るほどの喜びもあり、また急いで参りた

名号を「聞く」ところに起こると釈迦仏

ます。

いと思うようならば、自分には煩悩がな

（釈尊）は仰せられているのです。

仏説の通り、初めて南無阿弥陀仏の大

いのであろうかと、かえっていぶかしく

思うことでしょう」と仰せられました。）

悲にであった時、それはまさに躍り上が

この喜びは人としてこの上なき喜びで

らくそうであったでしょう。

人もそうであったろうし、唯円房もおそ

って喜ぶほどの喜び。法然聖人も親鸞聖

（梯實圓『歎異抄』より引用）

仏説無量寿経には

「仏、弥勒に語りたまわく、〈それ、かの

あり、人生全体への喜びでありましょう。

みろく

仏の名号を聞くことを得て、歓喜踊躍し
べし、この人は大利を得とす〉」

て乃至一念することあらん。まさに知る

す。世の称讃や栄華、学問や芸術の楽し

しかも、まことに浄らかな喜びでありま

心だけでなく全身が喜ぶのであります。

ないし

とあります。

と仰せられています。踊躍歓喜も歓喜踊

人は大きな利益を得るとしるがよい」

て喜んで一声でも念佛申すならば、この

「阿弥陀仏の名号を聞いて、躍り上がっ

に

される通り「喜ぶ心のきわまりのない」

深くて充足感のあるものです。聖人の申

間の喜びとは比べものにならないほど、

は、そういう喜びとは質が違います。世

はあります。しかし、本願にあえた喜び

との喜びなど、さまざまな喜びが人生に

み、事業の隆盛や、子や孫と共にいるこ

躍も同じ意味です。この第九章の踊躍歓

ものが仏とのであいの喜びです。

それによりますと、釈迦仏が弥勒菩薩

喜は仏説無量寿経のこの教説がベースに

というのです。その大悲の広大さに驚い

身的に聞き開かれるのを「名号を聞いて」

いう如來大悲の誓いであったと初めて全

たお名号が、「そのままなりで助ける」と

ご縁のままに南無阿弥陀仏と称えてい

円房が親鸞聖人にお尋ねになっているの

これはどうしたことでしょうか〉と、唯

がるほどの歓喜が今は湧いてきませんが、

の間にか薄れてしまい、〈あの時の踊り上

いて、躍り上がるほどのあの歓喜がいつ

かつて初めてお念仏のお心が我が身に届

ただこの第九章が問題としているのは、

て「ああ、ありがとう、ナムアミダブツ、

です。

なっているといえましょう。

ナムアミダブツ」と喜びのままに念仏を

（次回へ続く）

大悲を報ずる生き方は
大悲を伝える生き方で

深部までを見通して建てられた万人救済

は人間そのものの愚悪性を徹底的にその

っとも普遍的にしてもっとも深い。それ

である。この身にとっては全面的に「た

弥陀仏の仰せは、大悲のまごころの極み

だ。私がすべてを引き受ける」という阿

「汝、ただ我が名を称えよ。それで十分

（了）

一、生活の不安も死の怖れも、自己
ばつ
過信の罰。

一、子どもを叱った後で、〈これも可
あま
しか
愛さが余って叱った〉という。
人間ほど嘘の上手なものはない。

一、金持ちは〈借り物〉が多いだけ、
貧乏人は〈借り物〉が少ないだけ。
〈我物〉と錯覚するから苦しむ。

佐々木蓮麿師述

法 味 寸 言

る。

のみ言葉を伝えたいと願うのは必然であ

ず、如來の大悲にであう者は、その本願

て私たちに知られたもう。宗祖にかぎら

如來の大悲は、本願の〈言葉〉となっ

ほかにはないのである。

かに道はない。広大な如來のご恩を仰ぐ

だ念仏して弥陀にたすけ」ていただくほ

きわ

の法だからである。
欲をおこすなといわれても、欲をおこ
す私が残る。
腹をたてるなといわれても、腹をたて
る私が残る。
道理を理解せよといわれても、理解で
きぬ私が残る。
心明るく生きよといわれても、心の暗
い私が残る。
人を愛せよといわれても、愛し得ぬ私
が残る。
感謝をせよといわれても、感謝のでき
ぬ私が残る。
懺悔をせよといわれても、懺悔のでき
ぬ私が残る。
悪を自覚せよといわれても、自覚がで
きぬ私が残る。
自己に目覚めよといわれても、自己に
目覚め得ぬ私が残る。
根源のいのちに帰れといわれても、帰
ることのできぬ私が残る。
信心を起こせよといわれても、起こし
得ぬ私が残る。
疑いを晴らせよといわれても、晴らし
いわば、私の心に殊勝なことの何一つ

一、心に何かしたいことのあるとき
けいかい
は警戒すべし。
心に何かいやなことのあるとき
が ん み
は玩味すべし。
とが

一、相手を咎める気持ちのあるかぎ

平成１２年亡
平成１１年亡
平成 ７年亡
平成 元年亡
昭和６０年亡
昭和５４年亡
昭和５２年亡
昭和５０年亡
昭和４４年亡
昭和２７年亡

（２３回忌と２７回忌を合わせて２５回
忌に勤める場合があります。５０回忌以
後は５０年ごとに行われます。）

うになってかなり楽になった。ただ印字がうまく

つも継続してきたが、近年パソコンを使用するよ

タネ。賀状交換の意義や如何にと、疑問を持ちつ

劣な私にとって、毎年年賀状を書くことは頭痛の

＊十二月二十三日。年賀状の作成をする。字が拙

く話して下さった。

どもを受け入れて下さる仏の慈悲について。易し

ているのを知る心を賜ること、後半は全面的に私

のご恩とは、私がさまざまな恩を受けて生かされ

間重光師にご法話をして頂く。。お話の前半は、仏

＊十二月二十二日。念佛寺報恩講。藤井寺市の高

方に心が向いてしまう。

味しいが、味に関心の薄い私は、話合う楽しみの

のこと。刺身と鍋料理がメインで出た。料理は美

近くの「魚市」というお店。魚料理が美味い店と

＊十二月十五日。Ｉグループの忘年会。天王寺駅

展開する縁となるので有り難い。

後に質問がいくつか出された。質問は、法を開き

＊十二月九・十日。姫路のＳ寺へお参り。法話の

よほど用事が身に迫らないと出かけない。

普段でも出不精なものだから、この時期になると、

＊冬は大変寒がりな私には過ごし辛い時節である。

つれづれ日 誌 〉
〈 住 職 つれづれ日

り、地獄道から逃れられぬ。

１周忌
３回忌
７回忌
１３回忌
１７回忌
２３回忌
２５回忌
２７回忌
３３回忌
５０回忌

ある
本山カレンダー一月標語
（本山カレンダー
カレンダー一月標語）
一月標語）

（以下の文章は、真宗大谷派大阪教区・
教化センターの依頼によってつづりまし
た二〇〇一年度の本山カレンダーの標語
に対するコメントです。ただし、少しば
かりの改変を致しました）
如來大悲とは何であろうか。淨土の経
典によれば、阿弥陀仏は法蔵菩薩の時に、
生きとし生けるものを平等に救わんがた
めに、「ただ我が名を称えよ、かならず救
う」（淨土に生まれしめる）という念佛往
生の誓願を建てられ、この誓いを法蔵菩
薩は永きご修行によって成就された、と
いわれている。それ故、祖師方はこの誓
願の力をたのみて淨土に生まれよと、私
親鸞聖人ご自身も「親鸞におきては、

を求められても、そうなれない私がいる。

得ぬ私が残る。

ただ念仏して弥陀にたすけられまいらす

それが私の本性であり自性である。出離

たちにおすすめくださる。

べしと、よき人のおおせをかぶりて信ず

の縁あること無き、無窮の闇の中にたた

こうした、いずれにも行くべき道の絶

るほかに別の子細なきなり」と、自らの

弥陀の大悲は念佛往生の願に実に簡明

えはてている私を、すでに知り抜いて建

ずんでいるわが身である。

にあらわれている。このいわれは甚だ古

てられたのが念佛往生の願。すなわち

信心を表白しておられる。

くして、しかも常に新鮮であり、またも

平成１３年度御法事年回表

いかず綺麗にはなかなか仕上がらない。

