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宗教の意味とは

利己心の執拗さに直面する。

反省すれば、自分の心にある

だけしか知らない世界が広が

り一人一人の心の底はその人

また、それに付随してくる利

るに荒野を一人で生きている

っている。その世界では要す

ふず い

害へのこだわり、怒りやねた

みや怨み心、他者を受け入れ

親も子供も、夫も妻も、本当

ようなもの。この孤独な魂を、

うら

られない狭い根性、差別やう
しかし、経済と科学技術と

の自分の心を自分でどうする

さが見えてくる。しかも、こ

ぬぼれ の心など、内心の 醜

味が分からぬ問題、孤独の問

エゴイズムの問題、人生の意

こうした死と死後の問題、

には慰めることができない。

みにく

「人に迷惑をかけない」道徳

こともできない、変えること

題など、これらの一番大事な

前のようになっている。

るかに凌ぐほどの快適な生活

があれば、もう宗教はいらな

が出来ないという壁にぶつか

現代の日本人の平均的な生

をしている。衣食はもとより

いのであろうか。
そうはいえない。なぜなら

る。親鸞聖人はことにこの問

問題に対して現代の物質文明

しの

活は昔の上流貴族の生活をは

住環境においても、広大な庭
園はなくても、冷暖房はいき

は無力である。ただ「楽」は

誰しもの人生の底にあるこ

題、いわば自分の煩悩を除く

三つには、「どう生きる」

の問題を等閑に伏せること

人間にとって、一番大事な問

かという問題の前にある「生

は、その人の人生全体が夢の

とどき、上下水も清潔で、多

一つは、死と死後の問題。

きるとは何か」という生の意

ように終わっていくだけの人

実現したけど 、「人生におけ

まして娯楽の面になると、

現世の娯楽や享楽を楽しんで

味の問題である。一体、人生

生になりかねない。

ことが出来ないという壁にぶ

王侯貴族の生活も遠く及ばな

いる現代人にとって一番いや

になんの意味があるのかとい

それに光をあらしめ道をつ

題はそうしたものでは解決で

い。たとえば、ヨーロッパの

なのは「私は必ず死なねばな

う根本問題がある。それは同

けるのが真実の宗教であろ

くのものが電化されてすこぶ

王侯貴族の楽しみは宮廷に楽

らぬ」という嘆きであり、死

時に「自分とは何か」という

う。

る真実性」は実現していない。

団をおいて、演奏させて聴い

後の問題とは「死んだら無に

問題でもある。

中には、こうした大事な問

つかられたのである。

ていた。モーツアルトやベー

なる」とか「自分は結局どこ

生活感情で言えば「むなし

題を自分の思惟や思索によっ

きないからである。ではその

トーベンの音楽も、彼らだけ

へ行くのか。死んでどうなる

さ」「無意味さ」「生きている

て切り開く人もいるだろう。

る便利である。さらに医療の

の特権的な楽しみであった

のか」という問題であり、そ

実感が乏しい 」「はかなさ」

しかし、そういう能力をもっ
えない悲哀は、「私は死すべ

ざだの公害だのという人生上

の健康だの人間関係のいざこ

る。

ている人はごくわずかであ

とうかん

が、現代は安価な音楽ＣＤで

こに大きな不安がある。人生

という実感であろう。年金だ

大事な問題とは何か。

いくらでも楽しめる。このよ

全体におおっている何ともい

面では昔の比ではない。

うな現代の生活は経済と科学
技術の発達のおかげだといえ

き存在である」という一点か

ひ あ い

よう。

の問題ではなく、人生そのも
二には、自分の人間性の問

四つには、孤独の問題。ど

学び習うのがまことの宗教で

からの真実の智慧（言葉）に

この根本問題に光を見出し

ら湧いてくる。
間には神も仏も入らない、宗

題である。自分の人間性や性

れほど親密な人間関係の中で

あろう。

しかしそうなると、もう人
教は過去のものだというよう

格に満足している人はいるだ

生活していたとしても、やは

（了）

たイエスや仏陀などの先覚者
な考えが盛んになり 、「私は

ろう。しかし、少し真面目に

のが問題なのである。

無宗教だ」という人が当たり

それが出来ないようなら仏に

きものを広く救いたい。もし

る施し主になり、それによっ

成就して、かぎりなく大いな

Ｄ 「まず、法蔵菩薩は本願を

う内容ですか」

Ａ 「この前半の部分はどうい

す」

えます。今回はその二回目で

をこの経文では貧苦と表して

です。そういう不安定な状態

ては私の全体は安定しないの

くださることで、そうでなく

Ｄ 「私の主体をおさめ取って

すか」

けられるとはどういうことで

方です」
Ａ 「阿弥陀仏に全存在的に助

そのものに同化してくださる

身の全体をおさめ取って真実

せん。そうではなくて、私自

慰めてくださる方でもありま

いときに優しい言葉をかけて

あ り ま せ ん 。 単 に悲 し

伝ってくださる方でも

ありません。仕事を手

治 し て く だ さ る の でも

ま せ ん 。 肉 体 の 病気 を

さ る と い う の で もあ り

本願力 にあいぬれば
本願力にあいぬれば

う。宗祖のご和讃に

方が阿弥陀仏でありましょ

施してくださる、そういうお

のはたらき）を与え、真実を

人生に真実（仏智による大悲

のでしょう。そういう虚しい

でも物足りなさに飢えている

仮のものでしかなく、いつま

いますが、みな一時しのぎの

求めこれを求めて走り回って

誉や功績や娯楽など、あれを

たそうとして、外にお金や名

々虚しく、それゆえそれを満

し草のような空っぽだから日

Ｄ 「私たちの生の内実は根無

ような苦悩の生である、と」

き、虚しく死んでいっている

見ている私の存在は虚しく生

ちは思っていますが、仏様が

Ａ 「結構楽しい人生だと私た

ださるというのはどのような

＊
Ａ 「阿弥陀仏を私に与えてく

ます」

いただいた人だといわれてい

をいただいた人は阿弥陀仏を

さる。ですから南無阿弥陀仏

無阿弥陀仏として与えてくだ

ご自身（真実そのもの）を南

るということは、阿弥陀仏は

であり、大いなる施し主であ

はそういう真実そのものの名

Ｄ 「そう思います。阿弥陀仏

では満たされないのですね」

かよき人間関係とかいうもの

感はこの世の財物とか娯楽と

ということですね。この欠乏

ない、真実にであっていない

実（智慧と慈悲のいのち）が

感があるのですね。いわば真

人生の根底に、根本的な欠乏

真宗問答 （ 四十）
四十 ）
真宗問答（

貧苦 を 済 わずは、
わずは 、 誓 う 、 正
の 貧苦を

は成らないと、ご自身の大悲

て 聞 ゆるところなくは、
ゆるところなくは 、 誓 う 、 て、すべての心貧しく悩み多

らじ 。
覚 を 成 らじ。

の広大なることをお示しにな

いるのでしょう。貧苦とは貧

びんぐ

すく

仏説無量寿経 より）
（ 仏説無量寿経より
より）

正覚 を 成 らじ」
らじ 」
正覚を

我 、 仏道
るに 至 りて、
りて 、
仏道を
を 成 るに至
みようしよう
こ
くきよう
えん 。 究竟し
究竟 し
名 声十方
声十方に
に 超 えん。

な

て 、 普 く もろも ろ
主 と なり て、

あまね

無量劫 において、
「 我 、 無量劫において
において、 大施

せ

三誓偈 に 学 ぶ Ⅱ
三誓偈に

（わたしは限りなくいつまで
っています」
も、大いなる恵みの主となり、 Ａ 「阿弥陀仏は施し主になっ

（現代語訳）

て衆生を救おうと誓われてい

こう

力もなく苦しんでいるものを

しく苦しんでいる者という意

わたしが仏のさとりを得た

とっての目標でもなければ、

います。阿弥陀仏は私どもに

に阿弥陀仏の性格が表されて

おられるのですね」

な者であると阿弥陀仏は見て

Ａ 「私たちをそのような貧苦

＊

くるのだとの仰せでありま

ない。まことの功徳が満ちて

うと人生は虚しく過ぎてゆか

とあるように、阿弥陀仏にあ

功徳が全現するのはこの世の

だいた人です。しかし、この

た人は阿弥陀仏の功徳をいた

る。南無阿弥陀仏をいただい

号として、私に与えてくださ

ことですか」

るのですね」

とき、その名はすべての世界

お手本でもなく、また単なる

Ｄ 「ええ、凡夫の生はまこと

す」

いのちが終ってだといわれて

むなしくすぐるひとぞなき

広く救うことができないよう

に超えすぐれ、そのすみずみ

指導者や援助者でもありませ

のより処を見失った不安定で

Ａ 「私たちの人生は、お金が

Ｄ 「阿弥陀仏のお徳（大悲の

にまで届かないようなら、誓

ん。施し主すなわち救い主で

空虚な生であり、苦悩してい

足りないとか、健康に恵まれ
います」
ないとか、友達がいないとか、 Ａ 「無限な阿弥陀仏が有限な

功徳 の 宝海みちみちて
宝海 みちみちて
功徳の

って仏にはならない）

あります」

る存在であり、それをいつま

る私に与えられるというのは

味です」

Ｄ 「仏説無量寿経のこの部分

でもくり返している存在だ

そういうこの世の何かが欠乏

不思議なことですね」

なら、誓って仏にはならない。 Ｄ 「ええそうなんです。ここ

は、法蔵菩薩が四十八通りの

＊
Ａ 「阿弥陀仏は私の何を助け

と、仏は見ておられるのであ

しているというそれ以前に、

まこと）を南無阿弥陀仏の名

願を建てて、さらに重ねて誓

てくださるのですか」

りましょう」

煩悩 の 濁水へだてなし
濁水 へだてなし
煩悩の

われた部分で、法蔵菩薩の願

Ｄ 「私の経済を援助してくだ

＊

の要点が強調されているとい

高名な評論家の立花隆氏が「脳

次 の神 経細 胞に 伝え られ る。その

あ る外 側膝 状体 と称 する部 位で、

流れ る 電気 イン パル スは、間 脳に

る。 こう して 視神 経 細胞の軸 索を

索を 伝わ って 中枢 に向 かって流 れ

このイ ンパ ルス は 視神経 細胞の 軸

にイン パル スと な って脳 の中枢 に

さ せ、 脳内 の聴 覚野 に至 り、さら

細 胞を 刺戟 して イン パルス を発生

鼓膜 を 振動 させ 、そ の振動が 神経

音は 音波 とな って 耳 の内耳で ある

例え ばバ ッハ の音 楽を 聴くと、 楽

起こる ので あろ う か。あ るいは 、

みをいただく宗教なのです

陀様ご自身といっていいと思
研 究で すこ しず つわ かっ てきてい

場合、 神経 細胞 に 発する インパ ル

達す るの であ ろう 。そ の電気的 化

Ｄ 「本当の無限というのは、

います。阿弥陀仏はその本質

るのは 、人 はど う やって ものを 見

スが その 軸索 の先 端の 小胞状の シ

ね」

夜の天上の月は十方世界の万
を変えず、自己を限定して南

てい るの かと か、 どう やって手 足

学的 な反 応で ある イ ンパルス によ

あらゆる有限を包みつつ、一

物を照らし包んでいるが、庭
無阿弥陀仏となって私に与え

ナプ スに 達す ると 、 その内部 にあ

る物 理的 な 情報 を〈 魂をふる わす

Ａ 「なるほど、小さな草の葉

のですね。不思議ですね」

自身を表し、与えてくださる

包みつつ、有限な私の中にご

りない光明で、万人を照らし

が私たちです。いえ、南無阿

を聞き受けずに捨てているの

号を信受することです。名号

Ｄ 「それは南無阿弥陀仏の名

どういただくのですか」

Ａ 「阿弥陀仏の恵みを、では

て も、 わか って く るのは 下位の シ

か らな いの であ る。 いく ら研究し

ろ が肝 腎か なめ のと ころが 全然わ

意志 の座 が ある はず である。 とこ

する かと いう 意志 的 決断をくだ す

す前 に、 手足 を動 かし て何をど う

かにあ るは ずで あ る。手 足を動 か

集 めた 情報 を受 け取 る主 体がどこ

ム でし かな い。 脳に は、視 覚系が

しかし 〈 わか る〉 とい うことは 、

読され、ある物体が、それと解る。

て 、こ れら の部 位の 協力 を得て解

頭 連合 野や 側頭 葉な どに伝 えられ

さら にそ の 信号 （情 報）は頭 頂後

視覚野の神経細胞に伝えられます。

に生 じた イン パル スは 、後頭葉 の

せます 。つ いで 、 間脳の 神経細 胞

か けて 、電 気イ ンパ ルス を発生さ

が 分泌 され 、次 の神 経細胞 に働き

しての 情 報を 〈読 み取 る〉ある い

な がら 、こ うし た 物理的 な反応 と

第 に解 明さ れつ つあ るが 、しかし

学 的な 物質 現象 のメ カニズ ムは次

応と か反 応 の部 位な どの物理 的化

達さ れて いく とい う 神経細胞の 反

外部 の情 報が 物理 的に 脳内に伝

きな謎である。

は 、ど うい う関 係が ある のか。大

よ うな 美し さ〉 と感 じるそ の心と

雑記帳

の小草の露に月ご自身を宿す

られる、とお聞きしています。 を動 かす のか とい っ た、情報 処理

るあ る化 学 物質 （化 学伝達物 質）

Ｄ 「そういっていいと思いま

ように。無限は有限を包みつ

や運 動の サ ブシ ステ ムのメカ ニズ

つ一つの有限なるものの中に

つ、有限の中に無限を表す。
不思議なことです」

無限を表していく。ちょうど、 す。ただその贈りものは阿弥

それが無限なるもののはたら

宿していますね。そのように、 弥陀仏の贈りものをくださろ

末にある露にも月はその姿を

うとしていることも知らない

ステム の 局所 的メ カニ ズムでし か

は心 的な 内容 とし て 知覚される 、

＊

広大な阿弥陀仏は小さな人の

のです。また知っても、それ

この 解読 され た情 報 がさらに我 々

きなのですね。阿弥陀仏は量

心にもそのはたらきを現され

ない ので ある 」と 言 っている。

その 関係 は どう なっ ているの か、

を受け取ろうとしません」

の意 識に の ぼら ねば なりませ ん。

全 く分 かっ てい ない といわ れる。

るのですね。さて、阿弥陀仏

たとえば、外界の物を見る場合、

これは大脳生理学者にも解らない」

い わば 脳と いう サブ シス テムのメ

Ａ 「南無阿弥陀仏を受け入れ

そ れは 、水 原舜 爾氏 （岡大 医学部

と言われる。

は永劫に万人の大施主となっ

名誉教授）の説明によると、

ないのですね」
Ｄ 「ええ、拒絶し続けてきた

「 外の 物を 見る と 、眼球 網膜に あ

て救いたいとの志願ですが、
そうすると真宗の救済とは施

のです。阿弥陀仏からの恵み

教えを聞いて、これから教え

くのです。真宗の〈教え〉は、

から不可思議な恵みをいただ

Ｄ 「そうなのです。阿弥陀仏

心をさきとす、そのほかをば、 ・ イオ ンが ペク ジ ルの外 に流出 し

〈往生浄土のためにはただ信

が肝要なのです。執持鈔には

るのです。ですから信心一つ

といい、また信心といってい

ます。 こ の変 化が 、網 膜にある 視

し 、こ の膜 を通 して 、カ ルシウム

（ ペジ クル ）の 膜の 透過性 が変化

タン パク 質 を包 んで いる小さ い袋

変化 が起 こり ます 。 すると、こ の

を素直にいただくのを〈聞く〉 る感光 細 胞の 中で 、一 種の光化 学

がいる〉と認識し判断し、〈かわい

る が、 その 信号 的 情報を 〈ああ 犬

電 気的 化学 的反 応と して 伝えられ

えられ、さらに脳の中枢部にまで、

胞に まで 電 気イ ンパ ルスとし て伝

入り 、そ の情 報が 視 覚野の神経 細

神経細 胞 を伝 わっ て脳 システム に

い わ ば、 目の 前の 犬を見 ると、

く未知 の 謎で ある とす るなら、 脳

っ て滅 する のだ ろ うか。 そこは 全

じ る〉 主体 であ る心 は、 脳死によ

れによって、
〈読み取る〉
〈知る〉
〈感

はこ のサ ブ シス テム であるが 、そ

ある とす れば 、動 か なくなった の

そう する と人 間の 死と は脳死で

カニズムしか脳科学は分からない。

きよぜつ

しをいただくことですか」

に従い、教えの通りになるよ

かえりみざるなり〉といわれ

＊

うに私が修行していくという

死は 同時 に心 の死 滅 であるとい う

のは、独断ではなかろうか。

い〉 と感 じる 、そ う いう心がな ぜ

どこ に起 こ るの か、 またどう して

神経 細胞 を刺 激し て 、これに電 気
イン パル ス （興 奮） を発生さ せ、

ているとおりです」
（了）

道ではありません」
Ａ 「真宗は阿弥陀仏からの恵

領解を述べたれば、
べたれば、おその曰
おその曰く、
と領解を

ある
人云 く 、「 私 はたのむ
つで 御
ある人云
人云く
はたのむ一
一 つで御
けと決定してをります
助けと決定
決定してをります」
してをります」

○お園同行の言葉

ているのである。自分の心に「これで

は、やはりまだ自分の心をたのみにし

それを浄土往生の証拠のように思うの

何かしっかりした心があるのを見て、

そ弥陀をたのんでいる」というような

しかし、自分の心の上に「これでこ

る。

往生間違 いなし と思っているのであ

は、自分のたのみ心を見て、これなら

き受けるで、タノメ」の仰せなのであ

いして、「そんなお前だから、我が引

まったく落ちるより仕方のない者にた

たのむ心もない、信じる力もない、

ものを助ける本願」のいわれである。

ノメ〉の大悲である。それが「たのむ

〈そのままなりで助けるで、われをタ

い、そういう「助かる縁なき」者に、

つもない、後生の用意は一つも出来な

ない、まるまるダメな、助かる縁の一

助かる大慈大悲のお知らせであり証拠

陀仏が〈我、汝を救う〉という、私の

ではない。口に出てくださる南無阿弥

身の助かる証拠は我が心の中にあるの

けていただくばかりなのである。我が

陀仏が「助ける」と仰せられるから助

信 心 夜 話

たのむものがお助けなら、
けなら、たのまぬ
「たのむものがお助
こそ弥陀をたのんでいる」というよう

る。それは私どもに対する要求ではな

を感得したとか、なにか仏法気のある

とか、自分の姿に目覚めたとか、浄土

があるとか、浄土が慕われる心がある

で汝を受け取るから、心配するな」と

「タノメ」は、阿弥陀仏が「我が願力

大悲そのものなのである。その場合の

わず、摂め取らずにはおかないという

住職雑感 》
《 住職雑感》

生を送ってきたかの一端をそれぞれが語る。特に

たか思い出せない人もいた。会食の中で、どう人

風貌はお互いにだいぶ変わって、会っても誰だっ

京都であった。四十年ぶりにあった知人もいた。

先月、高校時代のクラブ（文学部）の同窓会が

なかろうか。

ているとそのツケは地球規模で回ってくるのでは

考えないと、お互いの国が一国の繁栄だけを考え

持したいためであろうが、人口問題は地球規模で

来の労働人口の事を考えて、日本経済の活力を維

は逆に少子化対策をしようとしている。それは将

る。地球人口は加速度的に増えているが、日本で

イクルの狂いを感じ、地球環境の悪化が懸念され

になってきた。今年の夏は猛暑続きで、自然のサ

十月の後半から、急に涼しくなり、暖房すら必要

（了）

ものは尚お助けぢゃ。
けぢゃ。たのむをわれか
ものは尚
な、例えば、有難い心があるとか、う

心を自分の心に認めて、「これでこそ

いうまるまる助けたまい、引き受けた

そのほかに何もいらぬのである。弥陀

い。また弥陀

である。

世話のいらぬ、
ら見る世話のいらぬ
のいらぬ、お助けがうれし

くて、どこどこまでも我らを見捨て給

あるお同行さんが厚信の妙好人であ

お助けに間違いない、助けられること

もう思し召しを伝えるお言葉である。

おさ

れしい心があるとか、ご恩を感じる心

るお園同行へ「私はたのむ一つで御助

は確かだ」と思う。しかし、それは自

「タノメ」の仰せは「助ける」の仰せ

した

うござります」
うござります」

けと決定しております」と話した。そ

分の心の有様であって、そのありよう

と同じで、そのまま私たちは仰せを聞

（「信者めぐり」よ

れを聞いたお園さんが「たのむものが

が善いからお助けは間違いないと思う

くばかり、お聞かせいただくばかりで、

り）

お助けなら、たのまぬものはなおお助

なら、それは弥陀をたのんだのではな
い。まだ自分の良い心、殊 勝な心を

しゆしよう

けじゃ」と言われた。
これはお同行さんが「私は弥陀をた

中に見る世話はいらないのである。た

をたのんでいるかどうかを自分の心の
それを感じたお園さんは続いて「た

とえ弥陀をたのんでいるような心があ

たのみにしているのである。

いと決定しております」というような

のむをわれから見る世話のいらぬ、お

ったとしても、それで助かるのではな

のんでいますから、お助けは間違いな
いいぶりでなかったかと思う。「私は

助けがうれしうございます」と自らの
領解を語られた、それは自分の心に一

をたのんでい

女性たちの話にはいろいろな苦しいことを経ての

法話 ・ 念佛寺住職
法話・

午後二時始まり
十二月二十二日 （ 土 ） 午後二時始まり

講
《 念 佛 寺 報 恩 講》

弥陀をたのんでいる、だから阿弥陀様
は助けてくださるに間違いない」とい

切助かるしるしを見る必要のない、ま

りようげ

うような領解であろう。それは真宗の

ない心があっ
助からぬので

るまるのお助けをお園さんは示された
「たのむものをお助け」の本願のい

もない。私の

教義の上ではその通りであろうが、し
に助かる〈何か〉いわば〈因〉を見よ

われは、〈我をたのんだら助ける、た

心の内容に関

ても、それで

うとしている計らいを感じておられた

のまなければ助けない〉というお心で

係なく、阿弥

のである。

のであろう。「弥陀をたのんでいるか

はない。私の心にたのむもたのまぬも

かしそこにお園さんは、自分の機の上

ら、お助けに間違いがない」というの

話が多く。〈人生は苦である〉ことをあらためて感
じさせられた。

