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浄土 に 生 まれるか
何 が 浄土に
さっかく

のものが無くなるなら、生まれ

るとはいえないと思いますが」

Ｄ「普通の意味での〈生まれる〉

とは違うのでしょう。普通は卵

り前にしているものの見方がす

ぜい思ったり感じたりして当た

います」
Ｑ 「そうすると、私たちがへい

場合、一体何が浄土に生まれる

私たちが浄土に生まれるという

＊
え ど
Ｑ 「ではこの世（穢土）にいる

れ変わるというのではなくて、

て生まれたり、違った形に生ま

らね。ところが自我が何かとし

からヒヨコが生まれるように、

するということをよく聞きます

でに迷いといえますね」

ですから、わかりにくいと思い

そういう錯覚を迷いと言われて

が」
Ｄ 「ええ、浄土に往生して仏に

Ｄ 「そうですね。ですから仏の

のですか」
Ｄ 「外ならぬそう言っているあ

自我が無くなるという生まれ方

れるようなことを連想しますか

れんそう

あるいはほ乳類から赤子が生ま

成らせていただくといいます」

さとりの智慧というのはたとえ

なたが浄土に生まれるのだとい

ことですね」
Ｄ「そういわれています」

Ｑ「その浄土とは何ですか」
Ｄ 「浄土には三つほどの意味が
ば大無量寿経に

Ｑ 「真宗の教えでは浄土に往生

あると思います。第一に浄土と

いうのはわかりにくいですね」

ます」
Ｑ 「無くなるという生まれ方と

えましょう」
Ｑ「この私がですか」

鸞聖人が大変敬われた中国の曇

みそな

わすこと自己のごとし〉

Ｄ「そうです」
Ｑ 「こうしてしゃべっている私

土に生まれる生まれ方は〈無生

え

ど

らん

どん

すべてのものを自己自身のごと

いるのは自我ですね」

なわち自我です」
Ｑ 「普通、私とか俺とかいって

れるというような生まれ方で無
．．
．
い（無生）生まれ方（生）とい

むしょう

鸞大師という淨土教の祖師は浄

くに見る、そういう智慧を仏の

う意味です」
Ｑ 「そうですか。凡夫の思うよ

しょう

のごとく――と覚醒することだ

智慧（仏智）といいます。世界

Ｄ「ええそうです」
Ｑ 「その自我が浄土に生まれる

うな生まれ方でないので無生、

きかけて穢土を浄化する働きと

〈もろもろの衆生において、 視

さとりの領 域であり、第二にそ

とありますが、そのように感知

とは何ですか」
Ｄ「思ったり考えたり選んだり、

の 生 〉と表現されました」

むみょう

こにおいてさとりを開く領域で

しているような智慧のことだと

行動を決めたり、話をしたり、

は無明煩悩が完全に浄化された

あり、第三に、迷いの世界に働

いっていいのでしょう」
Ｑ 「この経文の意味はどういう

悩んだりしている当体です。す

りょういき

しての浄土です」

意味ですか」
Ｄ 「生きとし生けるものを自分

Ｑ「無生の生とは」
Ｄ 「私ども凡夫の考えで、生ま

といわれています。そのような

を自己と見るような広大な智慧

のですか」

そういう生まれ方（生）なので

かんち

Ｑ「さとりとは何ですか」
えんぎ
め ざ
Ｄ ［縁起の真実に目覚めて自他

と別のものと見るのではなく、

Ｄ 「そう思います。ですから親

一如――自分と自分以外を一体

認識をさとりの智慧と申し、仏

です」

Ｄ 「そういうことになりましょ

え

まれると自我は無くなり、さと

Ｄ「仏智とは逆に自他を分離し、

うなりますか。何か霊魂のよう

りの仏智そのものと成るのでし

知るものと知られるものを分け

ち

かくすい

智といわれています」
Ｑ「では迷いとは」

Ｑ「難しくてまだまだ了解でき

すね」
Ｄ 「そうです。自我が浄土に生

ぶっち

ませんが、大変尊い認識（智慧）

う」
Ｑ 「浄土に生まれると自我はど
Ｄ 「浄土に生まれるとそういう

なものになるのですか、それと

ょう。仏教の専門用語では転識

だということはわかります」
々にそれだけで存在すると見る

智慧が開かれるといわれていま

得智といいます。迷いの自我意

て、自分と自分以外のものを別
誤った見方のことです」

す。いわば仏智が開かれ仏智

も光り輝くものになるのですか」
Ｄ 「いいえそうではないでしょ

識を転じて仏智を得るというの

れいこん

Ｑ 「大変難しいのですが。もう

（仏）そのものに成るといわれ

う。浄土に生まれると自我その

てんじき

少し易しく説明してください」

ものが無くなるのだといえまし

くなって仏智となる、それを成

とくち

Ｄ 「私と私以外の人とは別と感

ます」
Ｑ 「浄土に生まれて仏に成ると
かんきょう

じ、私と環 境・私と世界を別の

いちにょ

いうのは、自他一如の仏の智慧
しょうめつ

が開かれて、迷い心が消 滅する

ょう」
Ｑ 「浄土に生まれると自我がそ

です」
Ｑ 「浄土に生まれると自我は無
ものと思い、私は私以外の何も
のでもないと思いこんでいる、

られている人（自我）は浄土に

ん。阿弥陀仏にこの世で摂め取
とは別に存在するような物理的

味で、世界といってもこの地球

世界とか領域とか次元という意

土は煩悩で作りあげた世界なの

そ本来の純粋な事実の世界。穢

煩悩で仮に作った世界。浄土こ

Ｑ 「そうすると、穢土は人間の

なものに譬えられます」
かいこ
まゆ
Ｑ「 蚕 が繭の中にいるようなの

が繭に閉じこめられているよう

ばしば私どもの迷いの状況を 蚕

かいこ

仏というのですね」
Ｄ 「そう理解しています。たと
生まれるが、阿弥陀にであうこ
な場所というようなものでない

おさ

えていえば、塩人形が海に入れ
となく自我を私のすべてだと妄

のですね」

す糸によって自分をがんじがら

Ｄ 「ええ。蚕は自分の口から出

皆成仏〉と讃嘆されたといわれ

さんたん

とりを開かれた時、〈草木国土悉

が私たち煩悩の衆生のすがたな

まゆ

ば溶けて海の水そのものとなる
ことはいうまでもありません」
かりやすいですね」
Ｄ 「浄土は無量光明土であると

Ｑ 「領域とか次元というのがわ

執している場合は、身体が死ん

たと

ように。あくまで譬えてみれば
の生を受ける（感受する）と説

かんじゅ

でも、自我の妄 執は新たな迷い

もうしゅう

ですね」
Ｄ 「ですから、お釈迦さまがさ

のことですが」
たと
るてん

かれています。いわゆる流転す

めにまいて、その中に閉じこも

Ｑ 「海は何を譬えていますか」
Ｄ 「無量光明土としての浄土を

ています。万物は仏の光に 輝 い

る。そのように私たちの生みだ

かがや

いうことは、無量無辺で、どこ

ていると驚かれたのです。ただ

した迷いの煩悩の糸によって、

ると説かれています」

私たち凡夫にはそのように感じ

迷いの状況の中に閉じこめれて

譬えています。光明は智慧を意

どこまでも光明なる領域が浄土

られません」

まゆ

状態から、おのれの繭を破って

というのですね」

界だということです。もしここ

と今の私たちの世界も浄土の世

すか」
Ｄ 「煩悩の心でしかものが見え

純粋な浄土を感じられないので

世界に出る。そういうのが浄土

を破って限りなく広大な浄土の

Ｑ 「なぜ私たち凡夫は本来ある

Ｄ 「そう聞いています。阿弥陀

は浄土ではないというのなら、

ないからです。ちょうど黒い雲

終して自我を

みょうじゅう

＊

ということです」
Ｑ 「どこまでも光明ならざるは

Ｑ 「阿弥陀仏にであっている人
（自我）は、命

ない世界が浄土なのですね」

味します」
Ｑ 「塩人形が海に入れば、何か
に生まれ変わるのではなくて、
滅して仏智に転じる、それを浄

Ｄ「ええそうです。そうします

いる、そういう状態。そういう

溶けてしまって海の水になるご
土に生まれて仏（仏智）に成る

＊

とく、自我が無くなって限りな

仏の摂取にあずかるとき信心が

浄土には限界があることになり、

に覆われると真っ青な天空が見

蚕 が外の明るくて広い世界に出

定まり、信心が定まるとき往生

どこまでも光明世界としての浄

かいこ

い仏の智慧と一つになるのです

は定まると聖人は仰せられてい

土ではなくなります。どこも浄

えないのと同じです」
Ｑ 「なるほど。真っ青な美しい

せん。先ほども言いましたよう

を維持するというのではありま

し、蚕が外に出て、蚕という身

の生まれ方だと思います。ただ

じ

天空こそいつもある空の青さで

に自我の妄執は転じて仏智にな

い

すね。ところが厚い雲がかかる

るように、煩悩の迷いのかこい

ね」
Ｄ「そう受け取っています」

ます。

土ならざるはなしというのが無

せっしゅ

＊
Ｑ「なぜ、この世のいのち（身）
聖人のお手紙の中に

量光明土ですから」
しゃば
Ｑ 「そうするとこの世を娑婆と

おお

が終わらなければ仏になれない

〈真実信心の行 人は、摂取不捨

ぎょうにん

のですか」
Ｄ 「それは身体があるかぎり、

しょうじょうじゅ

のゆえに、正 定 聚のくらいに

る。そこに煩悩が消えて浄土が

自我が必要ですし、自我も身体

と、雲の下にいる私たちは美し

住す〉

ほうど

か穢土というのはどうしてです

がなければ働けないのです。そ

しょうじ

抄に

くかい

顕現するといえましょう。歎異

と云われています。阿弥陀仏の

か」
え ど
Ｄ 「穢土というのは人間の煩悩

のせいだといえますね」
Ｄ 「浄土を私たちに感得させな

い青い空が見えない。それは雲

れはちょうど車と運転手の関係

本願を信じる信心をいただいた

きょこう

です。車だけあって運転手がな

おさ

人は阿弥陀仏に摂め取られた人

によって作り上げた、いわば虚構
じょくあく

ければ、車として動けませんし、

が渦巻いて、その煩悩によって

ほっしょう

〈生死の苦海をわたり、報土の
．
きしにつきぬるものならば、煩

い雲のようなものが煩悩の心で

．．．．．．．．．
悩の黒雲はやくはれ、法
性の覚
．．．．．
月すみやかにあらわれて〉
定聚）に入ったのだといわれる

かくげつ

う本来の純粋な浄土の境界が現

も

り自我はついて回ります」

この世が燃え上がっているよう
＊

のです」

終れば自我は必要ありませんか

Ｑ 「では身体としてのいのちが

うずま

された世界です。この世が濁 悪

といわれているように、煩悩が

であるから、正しく浄土に生ま

るというのは、その雲が消える

消えるならば、法 性の覚月とい

また運転手がいても車がなけれ

と真っ青な美しい青い空が現れ

なのは人間の欲や怒りや愚かさ

な状態を作り出しています。け

れることの定まった人の仲間（正

れども煩悩が生み出した穢土は、

るようなものなのですね」
Ｄ 「そういえるのではないでし

ば働けません。身体があるかぎ

Ｑ 「浄土に生まれるということ

浄土の中でそういう穢土を作り

あり迷いの心なのです」
Ｑ 「そうすると、浄土に生まれ

ら、身体の命が死ぬと自我が消

がまだよく分かりません。どう

ょうか。迷いの自我執着の意識

（了）

うことか少しわかってきました」

れるといわれています」
Ｑ 「浄土へ生まれるとはどうい
上げているのであって、本来は

ほっしょう

滅して仏智（仏）に成るのです

じたい

いう事態を考えればいいのでし

あら

となるのですね。それを浄土に

の雲が無くなると、浄土が露わ
況を虚構しているのだというの

生まれるというのでしょう。し

浄土であり、その上に穢土の状

ょうか」
Ｄ 「浄土は無量光明土ともいわ

が仏教の見方です」

か」
Ｄ 「人は死ぬとすべて浄土に生
まれて仏になるかというと、実

れていますが、〈土〉というのは

きょこう

は仏教ではそういわれていませ

歎異鈔 第十二章第六講

念仏申すべきだといわれるのです。

だいたい仏法を批判する人は、その時

が疑いを持たないようにとお考えになっ
て、すでにそれをお説きになっていると

代の知識人でありましょう。江戸時代の

こうこう

じゅきょう

と誹られました。なぜなら、儒 教倫理で

そし

儒者たちからは「仏教は親の恩に背く」

じゅしゃ

いうことを申しているのです」と仰せに
なりました。）
＊

が身のこととして受け取られていないか

らです。

「私とはどういう人間か」という点が

見極められていないから、社会変革の思

想とか人間愛の倫理とか科学的合理主義

や聖者志向や超能力など、さまざまな理

＊

は親に孝行をすることを大事な徳目にし

想や正義や清らかなものに心が惑うケー

＊
真宗の教えに感激し聞法に心がけるよ

ているのですが、出家を勧める道も説か

故聖人のおおせには、「この法をば信ず
る衆生もあり、そしる衆生もあるべしと、
うになった人たちの中には「こんな有難
くて尊い教えだから、誰もが 敬 い尊ぶに

されました。明治以後では、「釈迦と天皇

れる仏教は親への報恩を軽んじると批判

己の人生に破綻し、私は私以外になれ

まど

仏ときおかせたまいたることなれば、わ
れはすでに信じたてまつる。またひとあ
ちがいない」とか「誰もが仏法を信じて

はどちらが上か」というような議論から、

ようもなく、私はこの私でしか生きられ

スが多いのです。

りてそしるにて、仏説まことなりけりと
当然だ」と思いがちです。ところが実際

仏教は天皇を軽んじるとか、愛国主義者

ないという、我が身の限界を知った時、

ほうおん

しられそうろう。しかれば往生はいよい
は仏法に耳を傾ける人は少ないのです。

からは仏教には国を愛する思想がないと

うやま

よ一定とおもいたまうべきなり。あやま

それどころか仏法を批判したり非難する

そ、いかに信ずるひとはあれども、そし

している人や信じようとしている人たち

知識人もいます。そうすると、仏法に帰依

キリスト教からは仏教には倫理なかんず

革に対する保守反動の思想であるとか、

か、また社会主義者からは仏教は社会変

陀に助けられまいら」する外にどこに私

てしまった時、もはや「ただ念仏して弥

よびがたき身」としての自己にぶつかっ

聖人の云われる「いずれの行（道）もお

はたん

って、そしるひとのそうらわざらんにこ
るひとのなきやらんとも、おぼえそうら

の中には「仏法は本当に確かな救いなの

く社会倫理がないとか、科学者からは阿

の道があり、この世に処を得しめられま

え

いぬべけれ。かくもうせばとて、かなら

だろうか」とか「仏法はたいしたもので

弥陀だの浄土だのというのはどこにも検

き

ずひとにそしられんとにはあらず。仏の、

はないのではないか」とか「仏法は社会

しょうか。いずれにも行くべき道のなき

しんぼう

かねて信謗ともにあるべきむねをしろし

証できない空想の産物であるとか、さま

そし

ますし、一方、他の人が謗ることもあり

そしる衆生もあるべしと、仏ときおかせ

うけて「この法をば信ずる衆生もあり、

判はよく心せねばなりません。しかし、

に究明すべき点を教えられる建設的な批

つつしんで反省すべき批判や今後さら

は、指導する側より指導される側の人間、

がたいのでしょう。なぜならお念仏の教

者層や知識人たちにはなかなか受け取り

あえて申せば本願念仏は、社会の指導

いからといえましょう。

りして動揺する要因は、我が身を知らな

要するに他から批判されたり誹られた

なるのであります。

との弥陀の仰せに帰するほかに道が無く

人間は、「極重悪人よ、我が名を称えよ」

してき

ますので、釈尊のお言葉はまことであっ

たまいたることなれば」とここで示して

仏法なかんずく浄土の教にたいするさま

課題を指摘した批判もあります。

かだい

省すべきものやさらには今後展開すべき

てんかい

けの批判もあります。また逆に仏教が反

もあれば、また単に仏教を 貶 めるためだ

おとし

そうした批判や非難の中には多くの誤解

ごかい

ざまな批判や非難がなされてきました。

に通用しないのではないか」というよう

直に信じる衆生もあれば、聞けども信じ

経』などの経典の中に「仏法を聞いて素

人たちに、
『無量清浄平等覚経』や『大 集

じゅっ

そういう疑問や動揺におちいっている

どうよう

態は唯円房の時代も現代も同じでしょう。

な疑問や動揺がおこります。こういう事

どうよう

めして、ひとのうたがいをあらせじと、
ときおかせたまうことをもうすなり」と
こそそうらいしか。（歎異抄第十二章）
現代語訳（今は亡き親鸞聖人は、「この
そし

もいるだろうと、すでに釈尊がお説きに

ない衆生もいる」と説かれていることを

念仏の教えを信じる人もいれば、謗る人
なっています。わたしは現に信じており

たと知られます。だからこそ、往生はま

おられるのでありましょう。

そし

すます間違いないと思うのです。もしも

ありません。しかし、このように申した

いないのだろうかと思ってしまうに違い

信じる人はいるのに、どうして謗る人は

念仏の教えを謗る人がいなかったなら、

ているから、誹る人が出てきても、こう

るのだと、あらかじめ仏がお説きになっ

ば、信じない人もあり、また誹る人もあ

の法です。この法を聞いて喜ぶ人もあれ

ここで「この法」というのは本願念仏

あるいは信がいつまでも定まらない要因

する信を捨てたりあるいは動揺したり、

お念仏の教にあいながら、お念仏に対

を失うことは残念なことです。

かく念仏の教にあいながらお念仏への信

ざまな非難や批判に振り回されて、せっ

の底辺に生きる人間、支配者の側の人間

者よりも愚者、社会の上層部よりも社会

間の側より手本になれない側の人間、賢

れねばならない側の人間、手本になる人

社会を浄化しようという側よりも浄化さ

そし

からといって、必ず人に謗られようとい

いうことは仏様がすでにお説きになって

は、阿弥陀仏の智慧に観られている〈人

なのです。

そし

うのではありません。釈尊は、信じる人

いる通りだから、ますます仏説の確かな

間〉、本願のお目当てとしての人間が、我

（了）

より支配される側の人間、そういう人間
．．．
の間にことに受け継がれ根付いてきた教

と謗る人とがどちらにもいるはずだとあ

ことを思い、仏説に信頼して本願を信じ

み

らかじめ知っておいでになり、信じる人

自我のはからい
宗教について、私たちの常識は「幸福
になるために宗教を信じる」と思ってい
ます。そして、その求める〈幸い〉は人
そくさい

はんじょう

によって違いがありましょうが、多くの

栄光化しようという我執我愛の心が根を

スの底にも、自我を守り、高め、自我を

しかしこのような宗教を求めるプロセ

えんものをば極楽へ迎えん」という弥陀

可」能な法であるということ。「名号を称

法とは凡夫の思議で了解することが「不

救済の不可思議の法である。不可思議の

不思議といえば、弥陀の本願ばかりで

むか

張っていないとは言えないのです。それ

の誓願はまことに不可思議の法である。

宗教が、かえって自我を強固にし肥大化

はない。一輪の花が咲くことも、太陽の

ひだい

はややもすると本来自我否定の道である
する手段になりかねません。（この極端な

周りを地球が回ることも不思議という外

はない。そういう不思議を仏教では龍力

例がオーム真理教の場合）
いとな

不思議だの衆生多少不思議だのというて

いる。それらよりもさらに不思議なのが

むこう

むしろ、〈幸いを求める〉自我の 営 み
の一切が、求法聞法の途上で無効となり、

弥陀の本願といわれていて、聖人の「高

と、骨の髄から知らされる時、求めても

はら

無力となり、自我の計らいのすべてが破

人は無病息災や商売繁 盛などという幸い
を求めて神や仏に祈ったり、お祓いをし

僧和讃」に

ところでこのような信心は、自分（自

求めても得ることが出来なかった真実の

ずい

綻して「出離の縁あること無き我が身」

我）の生存の確保や安全にとって都合の

幸せが、真実そのものからの全き恩恵と

こんたん

そこには「弥陀の本願にすかされまい」

うとする。それは不可能なことである。

け知りわけて「間違いない」と落ち着こ

別し、なっとくし、本願の道理を聞きわ

であれば、この本願のわけを聞いて分

議なものであるといわれている。

議で、五つの不思議のなかで最も不可思

とあり、弥陀の誓願は不思議の中の不思

いつつの不思議をとくなかに
「 いつつの不思議
不思議をとくなかに
仏法不思議にしくぞなき
仏法不思議にしくぞなき
仏法不思議
仏法不思議ということは
ということは
弥陀の弘誓になづけたり
弘誓になづけたり」
弥陀の

ます。

良い富や健康などの〈ご利益〉を得て、

して与えられることを知るでしょう。

ん

という魂胆があるともいえる。
○すかされようかと用心し、間違うかと

不可思議な本願の仰せを不思議と平に信

る道理やすじみちを信じるのでもない、

本願の道理を了解して、浄土へ往生す
分別してかかるなら信ずると云うもので

ご講師

ら ち

つれづれ雑感 〉
〈 住 職 つれづれ雑感

＊拉致問題やらロシアのテロ事件やらで、新聞記

事も明るいニュースは少ないこのごろである。そ

んな中寒くなり出すと早いもので、暑い暑いとこ

の前まで言っていたのがもう暖房機を出す始末で

ある。

だんだん老年への入り口にさしかかると、わづ

らわしいことがおっくうになって、人間関係も単

純で簡素でありたいと望むようになる。世間的な

つきあいを少なくしようとすると、世間の礼儀を

知らない、気のつかない人という非難・批判をま

ぬがれない。が、これも仕方があるまい。

＊毎月二十二日の同朋会は、念仏寺が念仏教会で

あった時代から続いている例会である。毎回の参

詣者は十人ほどであるが、時には一人という時も

何度もあった。そんな時もほとんど欠かさず参詣

されたＮ・Ｔさんも、最近は御足が大変弱られて、

同朋会への出席も出来なくなられた。しかし、今

まで本当に良くお参りくださったと感謝に堪えな

い。同朋会の顔ぶれは年々少しずつ変わって、最

初期の方は亡くなられて今は一人もおられない。

十七年もたつと顔ぶれの状況は随分変わるけれど

も、新しく参加される人が続いてくださるのが有

り難くまた不思議である。

＊十月十三日。Ｎ・Ｍさんのお参りの帰りに開明

小学校で開かれていた西山郷友会の運動会を見に

立ち寄る。公明党幹事長の冬柴氏がちょうど挨拶

されていた。

＊一〇月二六日。響命精舍の報恩講にお参りし、

安城師の御法話を聴聞させていただく。お食事を

一宗

師

共にし参詣の方々としばし語り合う。

響命精舍主管

十二月二十二日 （ 日 ）
十二月二十二日（
午後二時 より
午後二時より

林

念佛寺報恩講 】
【 念佛寺報恩講】

（了）

じるのである。

弥陀の本願は仏の智慧より現れた衆生

らの事じゃ。 （如説院師の言葉）

ないと云うことを、よくよく合点せぬか

信心で、往生すべき道理を信ずるのでは

信心の得られぬ訳は、仏の仰せを信ずる

と弥陀の本願はいらぬものになる。又、

はない、知ると云うものじゃ。してみる

如説院惠劔講師 の 言葉」
言葉 」
「 如説院惠劔講師の

え け

信仰夜話

（了）

それによって自我を守り、自我を安定さ
せようとして神仏に祈願をする、そのよ
うな自我中心の信心と言えます。
神仏に御利益を祈願するだけではあり
ません。私たちの自我は自分をより高く
価値づけ、自分を充実させ、輝かしい私
になろうとし、また自分にも他者にも
しょうさん

称 賛されるような、そういう〈幸せな私〉
になろうという自我関心（我執）から宗
教を求める場合もあります。
私たちは欲少なくて情け深く、社会に
けんしん

献身的に奉仕するような〈できた人〉と
して、自他ともに認める〈価値ある人〉
になるために宗教を求めるとか、あるい
は、ドカーンと一発悟りを開くことによ
って素晴らしい境地に達しようと思って
みょうこう

修行するとか、あるいは、真宗の妙 好人
のような有り難い他力信心の人になるこ
とがまことの幸せと思って、そうした幸
はげ

いを求めて弥陀を信じようとして聞法や
研修に励んだりもします。

